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２  子どもが読書に親しむための環境づくり 

子どもが本と出会い、本に親しむ環境をつくるには、大人が子どもに対して、本と親し

む場を積極的に提供していく必要があります。 

 

(１) 家庭における子どもの読書活動の推進 

 

○ 電子機器を活用した読書へのきっかけづくり 

パソコンやタブレット型端末＊21 等の電子機器を利用し、効果音や読み聞かせ機

能などを活用しながら読書を楽しむことができます。また、同様の機器を活用した

電子書籍は、子どもが読書に関心をもつ手段としても有効です。 
特に、支援を要する子どもにとっては、多様な形態による読書活動への理解を深

めることが効果的であることから、学校では、家庭に向けて電子機器を利用した読

書について、周知を図ります。 

 

○ 動画や漫画を活用した読書へのきっかけづくり 

近年の動画配信ソフトの急速な普及により、子どもたちがスマートフォン等で動

画を視聴する機会が拡大していることから、動画の視聴をきっかけとして、関わり

のある本に興味を持ち、ひいては読書へとつながることが考えられます。また、国

の調査では、漫画を読んでいる人と読んでいない人とでは、読んでいる人のほうが、

読書をしているとの調査結果もあります。このように、読書のきっかけづくりとし

て、動画や漫画は有効であると考えられることから、今後、子どもの読書につなが

っていくよう原作や関連図書の周知等に関して、動画や漫画の活用を検討していき

ます。 

 

(２) 地域における子どもの読書活動の推進 

 

  ア 図書館における環境づくり 

図書館は、子どもや保護者が本に関心をもち、親しむ機会を多くもてるよう、読書

環境を整備することが求められています。 

    

○ 県域の図書館ネットワークの推進 

県立の図書館は、大学等にＫＬ－ＮＥＴ(神奈川県図書館情報ネットワーク)＊22

への参加を促すことにより、その拡充を図るとともに、県民に「横断検索システ

ム」の利便性について周知し、活用の促進に取り組みます。 

 

 

 

                         
＊21 

タブレット型端末 … 液晶ディスプレイ等の表示部分にタッチパネルを搭載し、指で操作ができる携帯端

末のことです。 
＊22 

ＫＬ－ＮＥＴ(神奈川県図書館情報ネットワーク) … 図書館業務のシステム化に加え、横断検索・相互貸

借など、市町村図書館、大学図書館、高校図書館、専門図書館等と幅広く連携できる機能を備えた、図書館

サービスの推進を目的としたコンピュータ・システムです。 
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○ 市町村立図書館のホームページにおける子ども向けのページ開設の促進 

子どもや保護者が読書への関心を高めていくためには、図書館のホームページ

に子ども向けのページを設け、図書館が行っているサービスや行事の案内、ブック

リストの紹介などを行うことが有効です。そこで、市町村図書館に対して、子ども

向けのページにかかわる取組事例の情報提供を行ったり、会議等の場を通じてはた

らきかけたりすることにより、子ども向けのページの開設の促進やスマホのアプリ

等の活用を検討していきます。 

 

イ 公民館等における環境づくり 

 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

もの読書活動の推進を図る拠点となることが求められます。 

 

○ 公民館における児童書の充実 

  施設内に児童書を配架している公民館は、157 館中 105 館（神奈川県公民館連絡

協議会「公民館の実態調査」平成 29 年度）あります。公民館における読書の環境

づくりを進めるため、今後も児童書の充実を図るよう働きかけます。 
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(３) 学校等における子どもの読書活動の推進 

 

  ア 学校図書館を利用した読書活動の推進 

   平成 29・30 年告示の学習指導要領では、「学校図書館を計画的に利用しその機能

の活用を図り、児童生徒の主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善に生か

すとともに、児童生徒の自主的、自発的な学習活動や読書活動を充実すること」が求

められており、子どもたちにとって落ち着いて読書が行える環境や、知的好奇心を醸

成する学びの場としての環境を整えることが必要です。 

 

○ 学校図書館の利活用の促進 

平成 29・30 年告示の学習指導要領解説総則編において、「学校図書館は、学校

教育において欠くことができない基礎的な設備であり」、読書活動の場となるほか、

授業で活用されることにより、言語活動や探求活動の場となることが示されていま

す。また、学校図書館の利活用の促進には、司書教諭や学校司書、学校図書館ボラ

ンティアが連携することが必要です。そこで、連携に視点をおいて神奈川県教育委

員会が作成した「学校図書館ボランティアハンドブック」や実際の取組事例を研究

会や会議等で紹介することで、学校図書館の一層の利活用の促進を図ります。 

 

○ 小学校・中学校における体制整備の促進 

小学校・中学校においては、学校図書館長としての役割を担う校長のリーダーシ

ップのもと、司書教諭や読書関連の担当教員が中心となり、全ての教員が読書指導

や学校図書館の運営に積極的にかかわることの重要性について理解を深めてもらう

とともに、その体制整備の促進について研究会や会議等の場ではたらきかけます。

また、学校司書の配置の重要性について、各市町村に周知します。 

 

 

     

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《学校図書館による活動事例》 大和市立上和田小学校 

大和市立上和田小学校の重点目標には「学校図書 

館の積極的活用」が掲げられ、読書活動とともに教 

科を問わず授業での調べ学習が盛んに行われていま 

す。学校司書を中心に授業を支える資料収集や、児 

童の関心を高める展示が積極的に行われ、学習に対 

応できる図書館になっています。ボランティアは週 

に１回学校司書と相談をしながら、学習の資料とな 

る新聞記事の切り抜きや情報ファイルの作成・ディスプレイ作りなどを行い、学校

司書や児童の活動を陰から支えています。 

また、隣室にある畳敷きの第２図書館では、休み時間に児童図書委員会活動の一

環として、高学年児童による読み聞かせがあり、児童たちの人気を集めています。

教師による委員会指導と選書等を支える学校司書、意欲ある児童図書委員がこのイ

ベントのエネルギーとなっています。 
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○ 「学校だより」等の活用 

     「学校だより」等、学校が配付している広報紙に、「かながわ子どものためのブ

ックリスト」や神奈川児童福祉審議会推薦の「優良図書」に掲載されている本等に

ついて、「先生からの推薦書」を掲載するなど、児童・生徒におすすめの本を紹介

するよう、市町村教育委員会や学校等へ働きかけていきます。 

 

○ 県立高等学校等における蔵書管理システム等の活用 

県立高等学校等では、「蔵書管理システム」を導入し、学校図書館の蔵書のデー

タベース化を行っています。これにより、自校の学校図書館にあるすべての書誌を

検索することができるようになりました。また、「神奈川県内高等学校図書館相互

貸借管理システム」を活用することで、県立の図書館や県立高等学校等における相

互貸借が可能となりました。この２つのシステムについての担当者向けの研修等を

行い、活用の促進を図ります。 

 

○ 県立特別支援学校における学校図書館等の利用促進と電子機器の活用 

県立特別支援学校では、授業の中で絵本や一般図書を教科書として活用している

ことから、今後も大型絵本等の蔵書の整備を進めていきます。また、タブレット型

端末等＊21 やスレートＰＣ（パソコン）＊23 等の電子機器を活用し、子ども一人ひと

りのニーズに応じた読書活動への取組の推進を図ります。 

   

イ 学校等と専門・関係機関及び団体等との連携における読書活動の推進 

    子どもの読書環境を整備するには、学校等だけでなく近隣の市町村立図書館職員や

地域の読書ボランティアの力を活用することが必要であることから、地域の人材が所

属している専門・関係機関及び団体等と連携を図ることが大切です。 

 

○ 学校等と専門・関係機関及び団体との連携の促進 

各学校等では、読書ボランティアやＰＴＡ等の社会教育関係団体と連携し協力を

得ることで、学校図書館や学校等の読書環境の整備を図ることができることから、

その取組事例を収集し、研修会等を通じて情報提供を行うことにより、連携の促進

を図ります。 

 

   ○ 学校等と市町村立図書館との連携の促進 

各学校等と市町村立図書館とが連携した取組事例を収集し、図書館職員向け情

報誌や研修を通じて情報提供を行うことにより、連携の促進を図ります。 

 

 

 

                         
＊21 

タブレット型端末 … 24ページ参照 
＊23 

スレートＰＣ（パソコン） … 持ち運び型のパソコンの一種で、板状の筐体
きょうたい

（ケース）の前面がすべて

液晶画面になっており、キーボードなどが付属せず画面に指やペンなどでふれて操作するタイプのものです。 
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   ○ 各学校と市町村立図書館・関連施設等との連携 

平成 29・30 年告示の学習指導要領に、「地域の図書館や博物館、美術館、劇場、

音楽堂等の施設の活用を積極的に図り、資料を活用した情報の収集や鑑賞等の学習

活動を充実すること」が示されています。各学校が市町村立図書館、博物館等の社

会教育施設とも連携し、さまざまな視点から子どもの読書活動を推進することが大

切です。取組事例を研究会や会議等で紹介することにより、連携を促します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 県立高等学校等と県立図書館との連携の促進 

県立高等学校等と県立の図書館との連携により、平成 22 年度から「神奈川県内

高等学校図書館相互貸借管理システム」が運営され、学校図書館間の図書の相互貸

借や情報交換、レファレンス＊７対応などが行われています。このように、県立高

等学校等と県立の図書館との連携は重要であることから、司書教諭や学校司書を対

象とする研修会などを通じ、連携の重要性についての理解を深めてもらうことによ

り、連携の促進を図ります。 

 

(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  

障がいのある子どもや日本語を母語としない子どもなど、支援を要する子どもが、読

書に関心をもち親しむためには、さまざまな機会や場を設ける必要があります。    

                         
＊７ レファレンス … ５ページ参照 

《学校と市町村立図書館とが連携した事例②》鎌倉市深沢図書館 

 鎌倉市深沢図書館では、市内の学校に対し、授業支援、朝の読 

書支援として、いずれも 40 冊を上限に、一ヶ月間資料の貸出を 

しています。 

修学旅行や社会科見学などの事前学習のほか、教科書の学習内 

容にあわせた資料、また、朝の読書時間に子どもたちが読む本を 

主に提供しています。 

《学校と市町村立図書館とが連携した事例①》海老名市立門沢橋小学校 

 海老名市立門沢橋小学校は、市立有馬図書館を読書セン 

ターや情報センター、学習センターとして活用し、充実し 

た教育活動を展開しています。有馬図書館が隣接している 

という利便性を活かし、図書の授業では、図書館へ移動し 

て読書を行っています。また、調べ学習の際には、有馬 

図書館の図書の団体貸出を頻繁に利用しています。 

 ちょっとした空き時間でも本を読んでいたり、休み時間に自主的に学校図書館で調

べ学習をしていたりと、本に親しむ児童の姿がたくさん見られます。図書館を身近に

感じられる環境と取組がそのような姿につながっていると考えます。 
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○ 障がいのある子どもに向けた取組の促進 

障がいのある子どもと読書をつなぐには、点字図書＊24、さわる絵本＊25、布絵本＊26、

録音図書（ＤＡＩＳＹ）＊27、電子図書＊28、拡大図書＊29、ＬＬブック＊30（やさしく読

める本）、対面朗読＊31 や宅配サービス＊32 など、障がいに応じた資料やサービスの提

供が求められます。 

視覚障がい者の読書活動を支援している神奈川県ライトセンター＊13 の取組につい

て、ガイドブックに情報を掲載し、市町村や様々な機関に情報提供を行うことにより、

資料やサービスの活用の促進を図ります。 

 

 

《神奈川県ライトセンターについての情報提供》 

神奈川県ライトセンターは、視覚障がい者及び視覚による 

表現の認識に障がいのある方々のために、全国ネットの「サ 

ピエ」を活用した図書の相互貸借システムや郵送等による貸 

出サービスを行っています。 

「情報提供事業」では、点字や録音（ＤＡＩＳＹ、テープ） 

図書・雑誌などの製作や閲覧・貸出と、点訳・録音・対面朗 

読などの個別サービスを行っています。 

その他「指導訓練事業」「スポーツ振興事業」「ボランテ 

ィア育成事業」「普及啓発事業」なども行っています。 

 

    《インターネット図書館「サピエ」についての情報提供》 

「サピエ」は、視覚障がい者及び視覚による表現の認識に障がいのある方々に対

し、さまざまな情報を点字・音声データで提供するインターネット上の図書館です。

サピエ図書館は、日本点字図書館がシステムを管理し、全国視覚障害者情報提供施

設協会が運営を行っています。 

神奈川県内では、神奈川県ライトセンターをはじめ 12 の団体が登録しています。 

 

 

 

                         
＊24 点字図書 … 視覚障がいのある利用者が、指先などによって触読できるよう、点字により表現された図書

資料です。 
＊25 さわる絵本 … 視覚障がいのある子どもたちが、手でさわって鑑賞できるように製作された絵本です。 
＊26 

布絵本 … 布などを使い、手芸の技法を用いて絵画的表現や立体表現を作りだす絵本です。 
＊27 

録音図書（ＤＡＩＳＹ） … 文字で書かれた図書を音声化した図書です。ＤＡＩＳＹとは、Digital 

Accessible Information System（デジタル音声情報システム）の略称。 
＊28 

電子図書 … コンピューターなどで読む電子の図書。 
＊29 

拡大図書 … 文字や図表を大きくした図書で、主に弱視の人たちの利用を想定して製作されています。 
＊30 

ＬＬブック … 知的障がい等により通常の活字図書の利用が困難な人向けに、図や写真を多く使うなどの

工夫をした本で、スウェーデン語で“やさしく読める”を意味する「lattlast」という語の略からＬＬブッ

クと言います。 
＊31 

対面朗読 … 視覚に障がいがある方等に、希望する資料を図書館（対面朗読室）で朗読者（音訳者）が朗

読（音訳）することです。 
＊32 

宅配サービス … 図書館への来館が困難な、利用者個人の手元に資料を届けるサービスです。 
＊13 

神奈川県ライトセンター … 12ページ参照 

本を読んで録音を 

しています。 
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○ 日本語を母語としない子どもに向けた取組の促進 

日本語を母語としない子どもの読書活動を推進するには、市町村立図書館等におい

て、多言語による利用案内や館内の掲示、多言語でのおはなし会などの取組が必要

です。 

そこで、神奈川県立地球市民かながわプラザ（あーすぷらざ）＊14 における取組や、

市町村立図書館等における日本語を母語としない子どもを対象とするサービスの実

施状況について、ガイドブックに情報を掲載し、市町村や様々な機関に情報提供を

行うことにより、資料やサービスの活用の促進を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         
＊14 

神奈川県立地球市民かながわプラザ（あーすぷらざ） … 12ページ参照 

《ともに生きる社会かながわ憲章》 

 

 

 

 

 

 

 一 私たちは、あたたかい心をもって、すべての人のいのちを大切にします 

 

 一 私たちは、誰もがその人らしく暮らすことのできる地域社会を実現します 

 

 一 私たちは、障がい者の社会への参加を妨げるあらゆる壁、いかなる偏見や 

差別も排除します 

 

 一 私たちは、この憲章の実現に向けて、県民総ぐるみで取り組みます 

 

平成 28 年 10 月 14 日 神奈川県 

《神奈川県立地球市民かながわプラザ（あーすぷらざ）についての情報提供》 

「あーすぷらざ」内にある、映像ライブラリーには、世界の文化や歴史にまつわる 

絵本や物語、環境問題や平和をテーマにした図書やＤＶＤ、 

外国語で書かれた絵本などをそろえた「こどもコーナー」 

があります。そこでは毎月１回、日本語と外国語で交互に 

おはなしを読む、絵本の読み聞かせ会 

や、テーマに合わせた図書の特集展示 

を実施しています。 

 

 

また、情報フォーラムでは日本語学習教材を豊富に揃え、子どもと保護者が手に 

取って見られる環境を提供しています。 
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イ 大学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、子どもの成長に応じて読書に対する視野を広げ

ていくことが大切であることから、大学との連携も大切です。 

 

   ○ 大学等の専門的な図書館との連携の促進 

県立の図書館は、高校生など子どもたちに幅広く多様な資料を提供できるよう、

大学等の専門的な図書館に対し、ＫＬ－ＮＥＴ（神奈川県図書館情報ネットワーク）
＊22への参加を促します。 

 

  ウ 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 

    子どもの読書活動の推進について、より広く周知・啓発するためには、ＰＴＡ等の

社会教育関係団体やその他の専門・関係機関及び団体等との連携が必要です。 

     

   ○ 「子どもゆめ基金＊33」の活用の促進 

市町村を通じて、専門・関係機関及び団体等に対し、「子どもゆめ基金」の活用

を促すことにより、子どもの読書活動の推進を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(５)  子どもの読書活動の普及啓発の推進 

 

   ○ ブックリストの改訂と活用 

     時代とともに、本への関心に変容が見られることから、第三次計画において作成

した「かながわ子どものためのブックリスト＊１」の改訂を行います。活用の促進

に向け、市町村や公立図書館、関係機関等に改訂したブックリストやチラシを配布

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。 

 

                         
＊22 

ＫＬ－ＮＥＴ(神奈川県図書館情報ネットワーク) … 24ページ参照 
＊33 子どもゆめ基金 … 独立行政法人国立青少年教育振興機構が運営し、子どもの体験活動、読書活動、子ど 

も向け教材の開発・普及活動など、子どもの健全育成に向けた活動に対し支援する基金制度です。平成 30年 

度の読書活動の分野では、県内 24団体が助成を受け活動しています。 
＊１ かながわ子どものためのブックリスト … ４ページ参照 

《「子どもゆめ基金」を活用している団体の事例》 

 絵本のつばさを広げる会（厚木市） 

 「絵本のつばさを広げる会」は、平成 29 

（2017）年に設立され、読書ボランティア 

等の方を対象に「絵本読み聞かせ講座」を開 

催しています。 

 絵本の素晴らしさを子どもに届けることが 

できるような読み手を育成するため、助成金を使って著名な講師を招き、絵本

の選び方や読み方を学ぶとともに、絵本を深読みする楽しさを体験するなど、

読み聞かせの方法や絵本の魅力を学ぶ機会を提供しています。 
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    ○ 優良図書の普及啓発 

     神奈川県児童福祉審議会＊８推薦の優良 

     図書の広報用リーフレットを作成し、県 

内の公立保育所やすべての幼稚園、学校、 

書店、公立図書館等に配布することで、 

優良図書への関心を高め、家庭で本に 

親しむきっかけづくりを進めます。 

      また、神奈川県青少年指導員連絡協議 

会の機関紙に 神奈川県児童福祉審議会 

推薦の優良図書の紹介記事を掲載し、優 

良図書の普及啓発を行います。 

 

 

 

 

○ 県立高等学校等における必読書・推薦書リストの公開 

     県立高等学校等は、読書への関心が高まるよう、生徒や家庭に向けて必読書・推

薦書を選んでいます。一部の県立高等学校等の必読書・推薦書を県のホームページ

に掲載するとともに、各県立高等学校等は、家庭に対してホームページを紹介する

ことにより周知を図ります。掲載校の決定に際しては、必読書・推薦書の選定に当

たっての各校の特色を生かした視点などを参考にしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         
＊８ 

神奈川県児童福祉審議会 … ６ページ参照 
 

◇「県立高校・中等教育学校 おすすめの本」ホームページ 

（http://www.pref.kanagawa.jp/docs/dc4/tokushoku/koukou-booklist.html） 

 

各校が選んだ必読書・推薦書のリス

トと、選んだ視点を見ることができ

ます。 

平成 29 年度「優良図書」リーフレット 

読んでほしい本を紹介しています。 

http://www.pref.kanagawa.jp/docs/dc4/tokushoku/koukou-booklist.html

