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Ⅱ 具体的取組 
 
１  子どもが読書に親しむことを支える人づくり 

 

(１) 家庭における子どもの読書活動の推進 

子どもが本と出会い、本の楽しみを知るためには、家庭の役割が大変重要です。

家庭で子どもと一緒に本を読んだり、図書館に出かけたりすることが、その後の子

どもの読書習慣に大きな影響をあたえます。また、家庭での読書活動の取組は、家

族間のコミュニケーションを深めることにもつながります。  

 

○  ファミリー読書の推進 

家庭は子どもが本と初めて出会う大切な場です。家庭における子どもの読書活動

の意義や重要性について、家庭での読書活動例の紹介などにより、広く理解しても

らうことが大切です。 

そこで、第三次計画に引き続き、毎月第 1 日曜日を「ファミリー読書の日」とし

て位置づけ、ファミリー・コミュニケーション運動＊３の中でのイベントやＰＴＡ

の会議等あらゆる機会をとらえて、ファミリー読書の重要性を周知します。また、

学校や公立図書館、関係機関等と連携し、各機関が発行する情報誌やチラシ、新聞

紙上等にファミリー読書の記事を掲載し、ファミリー読書の一層の推進を図ります。 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         
＊３ ファミリー・コミュニケーション運動 … ４ページ参照 

《家庭での読書活動例》「子どもの成長に応じた読書のススメ」 
 
子どもにはどんな本との出会いが大切なのでしょうか。ここでは 

子どもの発達段階における特徴についてふれ、その成長にふさわし 

い読書活動のヒントとなるよう、まとめてみました。 
 

①  乳幼児期（０歳～5歳頃） 

  乳幼児期は、本と初めて出会う大切な時期です。また、本は親子のふれあいや、

コミュニケーションを図る手段となります。例えば、保護者が「わらべうた」や

「手遊び」など、子どもとのコミュニケーションを図りながら、読書への関心を高

めることで、より感性豊かな子どもをはぐくむことにつながります。 
 

②  児童期（６歳～12歳頃） 

 児童期は、自ら本への関心を高め、読書習慣を身に付けていく時期です。子ども

が本にふれる機会を多くし、知ることの楽しさを感じることが大切です。例えば、

日常生活の中で話題になっていることや学校での学習のふりかえりなどをとおし

て、保護者は子どもと一緒に調べたり、地域の図書館や書店に一緒に出かけたりし

て、子どもとともに読書に親しむことが大切です。 
 

③  青年期（13 歳～18 歳頃） 

青年期は、社会の変化に敏感であり、また、大人に近い視点をもつようになる時

期です。さらに、テレビやインターネット等のメディアの影響を受けやすい時期で

もあります。親子で一緒の本を読み、感想や意見を対等に述べ合うことは、子ども

とのコミュニケーションを図ることにつながります。また、子ども自身が自分の考

えを形成する機会にもなります。 



15 

《家庭での読書活動について》神奈川県子ども読書活動推進会議委員コラム 

子どもは本を読んでもらうのが大好きです。まだ、字の読めない子どもでも、耳から

の読書なら大丈夫。読んでもらった本は、読み手と一緒に子どもの心に深く入り、長く

残ります。読み手の心が通ったことばが、ことばの意味以外のものを伝えるのです。読

み聞かせは、子どもにとって温かで楽しく豊かな体験です。ことに、家庭での読み聞か

せは大好きな人たちと心を通わせる楽しく幸せな時間であり、子どもが人としての心を

育てる時の糧となるものです。 

読み聞かせをする時は、テクニックにこだわるよりも読んであげる本を選ぶことに力

を注ぎましょう。子どもの成長に合ったもの、子どもの気持ちに添ったもの、未知の世

界への好奇心や既知の世界の安らぎを満足させるもの等です。そして、ともに在ること

を喜び、心から楽しんで読んでください。「読んで」と言われたら、何度でも読んであ

げましょう。 

家庭は、子どもが社会的に成長する一歩を踏み出すところ、人間関係の土台作りの場

です。家庭での本との出会い方、家庭での読書は、その後の「子どもと本とのかかわ

り」、子どもの読書人生の核となっていくでしょう。 

《市町村立図書館の取組事例》セカンドブック・プレゼント事業（湯河原町立図書館） 

 湯河原町では、４か月児健康診査時に実施しているブックス 

タート事業に続いて、家庭での読書を推進し「うちどく（家読）」 

へと繋げていくことを目的に、小学校へ入学する全児童へ本を 

一冊プレゼントする「セカンドブック・プレゼント」事業を実 

施しています。小学校へ入学する新一年生の保護者向け入学説 

明会の場を借りて、町立図書館の職員が事業の趣旨等を説明し、 

配布した「セカンドブック・ベスト 20」というブックリスト 

の中から一冊選んでいただくようお願いします。４月に申し込みをとりまとめ、５月の

贈呈式では、校長先生から児童一人一人に声をかけながら本を手渡しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

○ ブックスタート関連事業の推進 

県内全市町村において、ブックスタート事業＊２や、乳幼児健診時におはなし会や

読み聞かせの開催、子ども読書を啓発する冊子の配布など、ブックスタートに関連し

た事業が行われています。これらの取組について情報取集し、ホームページ等で広く

紹介することにより、関連事業の推進を図ります。 

 

○ セカンドブック関連事業の推進 

市町村では、子育てに関連する部署と連携し、ブックスタート事業に続き、ある一

定の年齢の幼児、児童を対象にしたセカンドブック事業＊15 を行うところもあります。

また、おはなし会や読み聞かせの開催、子ども読書を啓発する冊子の配布などセカン

ドブック事業に関連した事業が行われています。これらの取組についても、情報収集

し、ホームページ等で広く紹介することにより、事業の推進を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         
＊２ ブックスタート事業 … ４ページ参照 
＊15 

セカンドブック事業 … 赤ちゃんの誕生後に送る「ブックスタート」に加え、乳幼児健診や小学校入学時

等に、年齢にあった絵本を新たに渡す取組のことで、子どもの読書習慣の形成が期待されています。 
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○ 保育所・保健センター及び放課後児童クラブ等への活動支援  

市町村に協力を依頼し、乳幼児をもつ保護者に対し、保育所や保健センターな

どを通じて、家庭での読書活動にかかわるチラシ等を配布することにより、子ど

もが本に親しむことの大切さについての理解の促進を図ります。 

また、放課後児童クラブや放課後子ども教室に通う子どもを通じて、その保護

者に対しても、子どもの読書活動の重要性について周知を図ります。 

 

○ 「子ども読書活動推進フォーラム」の開催  

県立図書館が主催する「子ども読書活動推進フォーラム」において、子どもの

読書に関する専門家の講演や事例発表等、家庭における読書の重要性についての

理解が深まるような内容を組み立て、子どもの読書活動の普及・啓発を図ります。 
 

○ 生涯学習指導者研修「読書活動実践コース」の実施  

県立図書館が開催する生涯学習指導者研修「読書活動実践コース」において、

子どもの読書活動にかかわる図書館・公民館等の職員、読書ボランティア、教職

員等に対し、家庭における読書の重要性についての理解の促進を図ります。 

 

(２) 地域における子どもの読書活動の推進 

 

ア 図書館等における人づくり 

図書館は地域の知の拠点として、地域住民の学習活動を支え、情報を提供するサ

ービスを行っています。また、子どもの読書活動や学習活動を支えていくには、読

書ボランティアなどの人材育成とともに、職員の資質向上にも取り組む必要があり

ます。 

 

○ 読書ボランティア等の養成支援 

県立図書館では、子どもの読書活動にかかわる図書館・公民館等の職員、読書

ボランティア、教職員等を対象に、生涯学習指導者研修「読書活動実践コース」

を開催します。 

読書ボランティア団体の活動の現状やニーズをふまえた研修を企画し、子ども

の読書をめぐる状況、読み聞かせや絵本づくり等の手法、ユニークな実践事例等

の情報提供を行うことにより、市町村における読書ボランティアの養成の促進と

指導者の養成や支援を図ります。 

 

○ 関係機関及び団体等における交流の場の設定 

県立図書館は、子どもの読書活動にかかわる図書館・公民館等の職員、読書ボ

ランティア、学校の教職員等を対象にした研修会を開催する際、情報交換や交流

の場を積極的に設け、相互理解を促進することにより、読書活動の推進を図りま

す。 
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《読書活動実践コースにおける事例発表》 

読書活動実践コースでは、各種読書ボランティ 

ア団体の具体的な実践事例を発表しています。学 

校関係のボランティア活動としては、各教室での 

読み聞かせやブックトーク＊６、パネルシアター＊16 

の開催など、そして、各地域でのボランティア 

団体では、保育園や養護施設での活動、絵本の作 

成、他団体との活動連携など、子どもの読書活動推進に向けた取組を発表しています。 

 

○ 市町村立図書館職員を対象とする研修の実施 

県立の図書館や神奈川県図書館協会＊４が実施する、市町村立図書館職員を対象とす

る研修において、子どもの現状や子どもの読書活動の必要性、児童サービスの知識・

技術等についての理解を深めることにより、子どもの読書活動に習熟した人材を育成

します。 

 

○ 市町村立図書館の取組についての情報提供 

市町村立図書館における子どもの読書活動にかかわる先進的な事例や特色のある事

例を収集し、市町村立図書館職員向け情報誌への掲載や、研修会での紹介など情報提

供を行うことにより、市町村立図書館における取組を支援します。 

 

イ 公民館等における人づくり 

公民館は地域の学習拠点であるとともに、その役割の一つに「図書、記録、模型、資

料等を備え、その利用を図ること」（社会教育法第22条）が挙げられており、子どもの

読書活動を推進していく人材の育成が求められます。 

 

○ 公民館担当者を対象とする研修の実施 

県立図書館と神奈川県公民館連絡協議会＊12との 

共催により、公民館担当者等を対象とする生涯学 

習指導者研修「公民館担当者コース」を実施し、 

図書館との連携など読書に関する講座の企画等に 

ついての理解を深めてもらうことにより、子ども 

の読書活動にかかわる人材の育成を図ります。 

 

  ○ 公民館への取組支援 

公民館における読書に関する講座等、子どもの読書活動にかかわる先進的な事例や

特色のある事例を収集し、研修会での紹介など情報提供を行うことにより、公民館で

の取組を支援します。 

                         
＊６ ブックトーク … ５ページ参照 
＊16 パネルシアター … 布を貼った舞台（パネル）に、不織布に絵を描いて切り取った絵を貼ったり、はずし

たり、動かしたりしながら、歌やお話に合わせて表現するものです。 
＊４ 神奈川県図書館協会 … ４ページ参照 
＊12 神奈川県公民館連絡協議会 … 12ページ参照 

 

「公民館担当者コース」事例発表の様子 
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     ○ 放課後児童クラブ・放課後子ども教室への活動支援 

市町村を通じて、放課後児童クラブや放課後子ども教室に対し、子どもの読書

活動に関する資料や、読書活動を取り入れた取組等の情報提供を行うことにより、

読書活動の推進を支援します。 

 

     ○ 児童館への活動支援 

児童館では、図書室を設け、子どもが読書に親しめるような環境が整備されて

いることが多く、子どもの読書活動に関する資料等を配付することにより、図書

室を活用した子どもの読書活動の一層の推進が図られるよう支援します。 

 

(３) 学校等における子どもの読書活動の推進 

幼稚園教育要領、幼保連携型認定こども園教育・保育要領では、「言語活動」が重

視されており、保育所保育指針とともに「絵本や物語などに親しむこと」について触

れられています。また、平成 29 年告示の学習指導要領では、言語活動の充実ととも

に、読書活動を充実させることが示されています。学校等では、子どもの成長に応じ

たあらゆる教育活動の場面において、子どもが本と出会い親しむことができるよう、

読書活動を推進することが必要です。 

 

ア 学校等における成長に応じた子どもの読書活動の推進 

 

(ｱ) 幼稚園等における読書活動の推進 

 

     ○ 読書活動の計画的な取組の推進 

幼稚園等において、絵本の読み聞かせなどの読書活動が計画的に取り組まれる

よう、会議等の場で働きかけます。 

 

     ○ 幼稚園等への活動支援 

幼稚園等の教職員が、子どもの読書活動を積極的に推進できるよう、読書活動

にかかわる研修への参加を促すとともに、研修の中で読書活動の取組事例につい

ての情報提供を行います。 

 

  (ｲ) 小学校・中学校における読書活動の推進 

 

     ○ 読書活動の計画的な取組の推進 

     ≪小学校≫ 

多くの小学校で、保護者や地域の方々を中心とした学校図書館ボランティアを

導入することにより、読み聞かせや朗読、おはなし会などの活動が充実していま

す。今後は、研究会や会議等において、学校図書館ボランティアと連携した取組

事例等の情報提供を行っていきます。 
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     ○ 司書教諭・学校司書等の連携の促進 

司書教諭、学校司書及び学校図書館担当職員の配置や、学校図書館ボランティ

アが導入されている学校では、子どもの読書活動の推進を図るために、職員相互

の連携が重要です。研究会や会議等において、効果的な取組事例などの情報提供

を行うことにより、連携の促進を図ります。 

 

     ○ 学校図書館ボランティア導入の促進 

     ≪小学校≫ 

多くの小学校で、保護者や地域の方々を中心とした学校図書館ボランティアを

導入することにより、読み聞かせや朗読、おはなし会などの活動が充実していま

す。今後は、研究会や会議等において、学校図書館ボランティアと連携した取組

事例等の情報提供を行っていきます。 

 

     ≪中学校≫ 

中学校においても、学校図書館ボランティアの導入は子どもたちの読書活動の

充実に向けた有効な手立ての一つであることから、研究会や会議等において、学

校図書館ボランティアと連携した取組事例等の情報提供を行っていきます。 

 

○ 授業と関連した読書活動の推進 

平成 29 年度告示の学習指導要領では、「自ら進んで読書をし、読書を通して人

生を豊かにしようとする態度を養うために、国語科の学習が読書活動に結び付く

よう発達の段階に応じて系統的に指導すること」が求められています。そこで、

授業で学習している内容に関連した本や、同じ作者の作品を読むなど、授業と関

連した取組事例を会議等で情報提供していきます。 

 

   (ｳ) 高等学校等における読書活動の推進 

 

     ○ 読書活動の計画的な取組の推進 

高等学校等では、各教科・科目の学習と関連づけた読書活動や、学校図書館を

活用した調べ学習等を、年間の指導計画に位置づけ実施することが大切であり、

会議等を通じて情報提供を行い、計画的に取組を進めていきます。 

 

     ○ 司書教諭・学校司書の連携の促進 

司書教諭や学校司書は、相互の連携により、授業展開に合わせた図書の配架や

調べ学習のための環境づくりなど、学校図書館の一層の充実・活性化を図ること

が重要です。校内の体制が整備され連携が促進されるよう取組んでいきます。 

 

(ｴ) 特別支援学校における読書活動の推進 

    

     ○ 読書活動の計画的な取組の推進 

読書活動を着実に推進していくためには、計画を作成し実行していくことが重

要です。子どもの自主性を生かしながら取組を進めていきます。 
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     ○ 読書ボランティアとの連携の促進 

特別支援学校において読書活動を推進するには、特に、読書ボランティアとの

連携が重要です。効果的あるいは特徴的な取組事例について情報提供を行うこと

により、読書ボランティアとの連携の促進を図ります。 

 

     ○ 司書教諭・学校司書の連携の促進 

特別支援学校では、司書教諭・学校司書を配置している学校もあり、子どもの

読書活動の推進にかかわる教職員との連携を図ることが重要です。教職員を対象

とする研修や会議等の場で、取組事例についての情報提供を行うなど、連携を促

進していきます。 

 

   (ｵ) 子どもの読書への関心を高める取組 

 

     ○ 取組事例ガイドブックの作成と活用 

子ども同士で本を紹介したり、話し合いや批評をするなど、子どもが読書への

関心を高められるような活動、取組事例をまとめたガイドブックを作成します。

また、活用の促進に向け、市町村や公立図書館、関係機関等にガイドブックを配

付するとともに、学校や県民がいつでも利用できるように県のホームページに掲

載します。 

 

イ 一人ひとりに応じた読書活動の推進～支援を要する子どもへの対応～ 

障がいのある子どもや日本語を母語としない子ども等、支援を要する子どもの読書

活動を推進するためには、個々のニーズに応じた効果的な支援を行うことが重要です。 

 

○ 特別支援学級における取組の推進 

特別支援学級では、学校生活や学習活動の中で児童・生徒の発達段階に応じた

読書指導を行っています。今後も、一人ひとりの状況に応じた読書活動が充実す

るよう、特別支援学級にかかわる研究会や会議等で、効果的な読書指導や特徴的

な読書活動の取組事例についての情報提供を行い、活動を支援します。 

 

○ 学校等と専門機関等との連携 

学校等では、外国につながりのある子どもたちに母語表記の本を紹介すること

により、効果的な読書指導を行うことができます。そこで、会議等の場で専門・

関係機関及び団体と連携を図るよう働きかけます。 

 

 

 

《特別支援学校における取組事例》 

 ある特別支援学校では、高等部の図書委員の生徒たちが、推薦する図書について

校内で紹介する取組を実施するなど、生徒の読書活動を計画的に実践しています。 
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(４) 専門・関係機関及び団体等における子どもの読書活動の推進 

 

ア 支援を要する子どもに向けた読書活動の推進 

支援を要する子どもたちが読書活動に親しむために、子どもの実態に応じた読書活

動が行えるような人づくりが求められます。 

 

○ 読書ボランティアの活用の促進 

神奈川県ライトセンター＊13 では、視覚障がい者の読書活動を支援するボランテ

ィアの養成を行っています。県では、その取組について特別支援学校を中心に情報

提供を行うことにより、読書ボランティアの活用の促進を図ります。 

 

 

 

 

 

 

イ 企業等とのかかわりにおける読書活動の推進 

子どもの読書活動を推進するには、その重要性について、企業等の事業者や従業員

の理解を図ることが大切です。 

 

○ 家庭教育協力事業者連携事業＊17の活用 

県と家庭教育協力事業者連携の協定を締結した事業者に対し、家庭教育に関する

情報提供を行う中で、子どもの読書活動の必要性についても周知し、家庭における

読書活動を推進します。 

 

ウ 関係機関及び団体等における読書活動の推進 

子どもの読書活動を推進するには、その重要性について、ＰＴＡ等の社会教育関係

団体やその他の関係機関・団体等の理解を図ることが大切です。 

 

    ○ 社会教育関係団体との連携 

学校や家庭、地域で活躍するＰＴＡ等の社会教育関係団体の会議や研修会、大会

等において、取組を紹介し、子どもの読書活動の必要性について理解を図ります。 

 

    ○ 放課後児童クラブ・放課後子ども教室への活動支援 

放課後児童クラブや放課後子ども教室の活動に、読書活動が取り入れられるよう、

それに関連する研修の情報や活動事例を指導員に提供し、読書活動の推進に向けた

啓発を行います。 

 

                         
＊13 神奈川県ライトセンター … 12ページ参照 
＊17 家庭教育協力事業者連携事業 … 家庭や地域の教育力の充実にむけ、従業員の家庭教育に係わる活動を支

援・推進している家庭教育に理解のある事業者を「協力事業者」として、神奈川県教育委員会と協定を結

び、家庭の教育力の向上を図っていく事業のことを言います。 

《読書ボランティアの取組事例》  

平塚点訳赤十字奉仕団（平塚市社会福祉協議会内）の活動  

平塚点訳赤十字奉仕団では、県立平塚盲学校等からの依頼で、点訳活動（文字や

点字に訳すこと）や、リーディングサービス（本や資料などを読むサービス）など

の活動を行っています。 
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(５) 子どもの読書活動の普及啓発の推進 

 

○ 「家庭教育ハンドブック すこやか」＊18による啓発 

中学１年生の保護者を対象に、家庭教育ハンドブック「すこやか」を配付し、家

庭による子どもの読書習慣の形成についての啓発を行います。 

 

○ 市町村立図書館の取組事例の情報発信 

プレママ・プレパパ＊19 に向けた講座や親子で一緒に参加できる講座など、市町

村立図書館が開催している家庭での読書活動にかかわる取組事例を収集し、市町村

立図書館向け情報誌への掲載などにより情報発信します。 

 

    ○ 小学校・中学校における効果的な取組事例等の情報提供 

神奈川県学校図書館協議会等と連携を図り、効果的な読書指導や特色のある読書

活動の取組事例を収集し、研究会や会議等で情報提供を行っていきます。 

 

《文化祭でのビブリオバトル＊20開催事例》平塚市立神明中学校 

ビブリオバトル（書評合戦）は、子どもが読書へ興味をもち、読書活動を充実させる

とともに、論理的思考力や表現力等の「言語の力」の向上を図ることを目的とする取組

です。 

     平塚市立神明中学校では、文化祭の中で 

「ビブリオバトル」を実施し、予選会から 

文化祭当日までの運営を図書委員会が担当 

しています。バトラー（参加者）について 

は、１・２年生は予選会（国語の授業にて 

実施）を勝ち抜いた生徒、３年生は自由参 

加からの代表選出された生徒になります。 

全生徒がビブリオバトルについて、興味 

・関心をもち、安心して取組むことができるようにするため、学校司書が、１・２年生

の国語の授業にサポート役として入り、「ビブリオバトルとは」という授業を教員と一

緒に行ったり、ビブリオバトルに関わりのある本を図書館に揃え、生徒支援をしてくれ

たりしています。 

    大会当日は、全校生徒が参加し、投票を行います。 

このビブリオバトルの取組により、図書館の利用率や貸出冊数が向上し、生徒の本へ

の興味・関心の高まりが見られました。 

 

 

                         
＊18 家庭教育ハンドブックすこやか … この冊子は、かながわ教育ビジョンで提唱している「心ふれあう し

なやかな 人づくり」の一環として、中学１年生の保護者の皆さんを対象に、家庭教育のヒントになること

を願って作成されたものです。 
＊19 プレママ・プレパパ … 妊娠している女性とそのパートナーを言います。 
＊20 ビブリオバトル … 発表者が読んで面白いと思った本を一人５分程度で紹介し、その発表に関する意見交

換を２～３分程度行います。すべての発表が終了した後に、どの本が一番読みたくなったかを参加者の多数

決で選ぶ活動です。 
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○ 高等学校等における効果的な取組事例等の情報提供 

    効果的な読書指導や特徴的な読書活動の取組事例について、会議等を通じて情報

提供を行います。 

 

《高等学校における取組事例》 県立相模原総合高等学校の取組 

県立相模原総合高等学校では、継続的に図書館へ 

来館し、本を読むきっかけづくりとして、生徒によ 

る本の相互紹介コーナー「Wisdom Tree」を設置 

しました。「Wisdom Tree」は、生徒が作成した 

本の推薦文が書かれた「葉っぱ」を展示し、内容 

に共感したら「葉っぱ」に「花びら（いいね！）」 

を付けていくものです。 

 また、公立図書館との協働事業として、「Wisdom Tree」を相模原市立橋本図書館

で展示しました。生徒にとって、公立図書館を訪れる良い機会となりました。 


