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第３章 第四次計画の基本的な考え方と推進体制 

本県では、「第三次計画」（平成 26年４月策定）の取組状況や課題、国の「子どもの読

書活動の推進に関する基本的な計画」（第四次）の策定（平成 30年４月）及び新学習指導

要領（幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校）の告示等をふまえて、次のと

おり「かながわ読書のススメ～第四次神奈川県子ども読書活動推進計画～」（「第四次計

画」）を策定します。 

 

  Ⅰ 基本的な考え方 

 

   １ スローガン 

「 友のように いつも そばに 一冊の本を 」 

～本との出会い、本から拓く 思いやり 心のつながりを大切に～ 

このスローガンには、日常生活の中で本をそばに置くことで、子どもが本を身近に感

じ、生きていく友とし、道しるべにしてほしいという思いが込められています。子ども

たちが本と出会い、本とのつながりを大切にすることで、より豊かに生きる力を身に付

けてほしいとの願いを込めています。 

 

２ めざす子どもの姿 

 

◇ 本との出会いを楽しみにする子 

読書によって得られる、さまざまな発見や新しい世界との出会いは、新たな本への興

味・関心を高めます。子どもが自ら本にふれ、本を読みたいと思うような、本との出会

いを楽しみにする子どもの育成をめざします。 

 

◇ 本から学び、知ることの喜びを感じる子 

読書習慣を身につけ、学ぶことや知ることの喜びを、読書を通じて感じることができ

る子どもの育成をめざします。 

 

◇ 本から感じ、思いやりの心を養い育てる子 

読書をすることで、他者に共感し、人の痛みや人と人とのつながりの大切さを感じと

るなど、思いやりの心を養い育てることができる子どもの育成をめざします。 

 

◇ 本を糧とし、自立した人間として生きる力につなげる子 

            本からの学びは、人生を力強くより豊かに生きるためのヒントとなります。読書によ

り、自立した一人の人間として、社会をたくましく生き抜くことができる子どもの育成

をめざします。 

 

     ◇ 本を生活に活かし、社会とかかわる子 

      読書で得られるものは、知識や人格の向上だけでなく、社会への窓口、社会とかかわ
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る手段ともなります。読書により得られた力で社会とかかわることにより、自己を成

長させ、将来、社会に貢献できるような子どもの育成をめざします。 

 

３ 第四次計画の目標 

  「平日の一日の読書量が 10 分以上の子どもの割合」（小学生・中学生）（単位：％） 

 
県実績値（最高値） 

（平成 26～30 年度） 

全国平均値（実績値） 

増加ポイント 

平成 35（2023）年度

目標値 

小学生 65.2 3.3 69 

中学生 49.5 2.1 53 

（小・中学生：文部科学省「全国学力・学習状況調査」） 

 

   過去５年間の本県実績値の最高値（小学生は平成 30年、中学生は平成 26年）に、全国平

均値（実績値）の増加ポイントを加算して目標値としました。但し、中学生については、計

算上の数値（52％）が第三次計画の目標値（53％）と近似値であり、新たな取組を進めるこ

となどから、前回の目標値と同一の 53％としました。 

 

「平日の一日の読書量が 10 分以上の子どもの割合」（高校生）（単位：％） 

         平成 30（2018）年度 平成 35（2023）年度 

高校生 27.9 30 

（高校生：県教育委員会「読書調査」） 

 

 高校生については、今回の計画から、新たに目標値を設定することとしましたが、全国調査

がないため、文部科学省「全国学力・学習状況調査」の過去５年間の中学生の全国平均値（実

績値）の増加ポイントを目安とし、本県の県立高校を対象に実施した平成 30 年度の「読書調

査」結果（実績値）に当該増加ポイントを加えた値を平成 35（2023）年度の目標値としました。 

 

（参考）平日の一日の読書量が 10 分以上の児童・生徒の割合の推移 （単位：％） 

 
H25 H26 H27 H28 H29 H30 

増加ポ

イント 

小学生（県目標値）  60.0 61.0 62.0 63.0 64.0 4.0 

小学生（県実績値） 59.6 63.3 62.6 62.1 61.9 65.2 5.6 

全国平均（実績値） 62.9 64.7 64.2 63.5 63.3 66.2 3.3 

全国平均と県実績値の差 3.3 1.4 1.6 1.4 1.4 1.0  

中学生（県目標値）  49.0 50.0 51.0 52.0 53.0 4.0 

中学生（県実績値） 48.1 49.5 47.1 45.1 46.4 46.4 1.4 

全国平均（実績値） 51.4 53.0 52.2 49.7 51.4 53.5 2.1 

全国平均と県実績値の差 3.3 3.5 5.1 4.6 5.0 7.1  

   ※網掛けは、平成 35（2023）年度目標値の設定にあたって、活用したもの。 
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   ４ 基本方針 

 

(１) 子どもが読書に親しむことを支える人づくり 

子どもが読書に親しみ、読書習慣を身につけるためには、子どもの成長に応じた取

組を推進する必要があります。また、子どもがより良い本と出会い、読書のきっかけ

をつくるためには、子どもと本とをつなぐ大人のかかわりも重要です。 

本計画では、子どもが読書に親しみ、自ら進んで本とのかかわりをもつことができ

るよう、子どもが読書活動に親しむことを支える「人づくり」を進めます。 

 

(２) 子どもが読書に親しむための環境づくり 

子どもが読書に親しむためには、あらゆる機会とあらゆる場所において、読書への

関心を高める「環境づくり」を推進する必要があります。 

本計画では、「環境づくり」を、いつも子どものそばに本を整えておく「環境づくり」

と、図書館や学校においての推進体制を整えていく「環境づくり」としてとらえてい

ます。家庭、地域、学校等、専門・関係機関及び団体等における取組の充実を図り、

子どもの読書活動の推進に向けた「環境づくり」を進めます。 

 

(３) 子どもが読書に親しむための情報収集・発信 

子どもの読書活動を推進するためには、読書活動の意義や重要性について広く普及

啓発に努め、機運の醸成を図る必要があります。 

そこで、実践事例等の情報提供のほか、優れた取組等を奨励する「文部科学大臣表

彰制度」なども活用し、より一層の普及啓発活動に取り組みます。また、子どもの読

書活動の取組について情報収集を行い、市町村や専門・関係機関及び団体等に情報発

信していきます。 

 

５ ５つの方策 

 

     基本方針に基づき、子どもの読書活動を推進するための具体的方策・取組を、次の５つ

の柱で進めます。 

 

(１) 家庭における子どもの読書活動の推進 

子どもの読書習慣は、日常の生活をとおして形成されるものであり、保護者が積極

的な役割を果たしていくことが必要なため、そのための人づくり、環境づくり、情報

提供等を進めます。 

 

(２) 地域における子どもの読書活動の推進 

地域住民の学習活動を支える図書館や公民館は、地域における子どもの読書活動を

推進するうえで重要な役割を果たしており、そのための人づくり、環境づくり、情報

提供等を進めます。 
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(３) 学校等における子どもの読書活動の推進 

すべての子どもの読書活動を支援し、読書の質を高めていくために、学校はかけが

えのない大きな役割を担っており、そのための人づくり、環境づくり、情報提供等を

進めます。 

 

(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 

子どもの自主的な読書活動を推進するためには、子どもが読書に親しむ様々な機会

を提供する専門・関係機関及び団体等の役割は重要であり、そのための人づくり、環

境づくり、情報提供等を進めます。 

 

(５) 子どもの読書活動の普及啓発の推進 

子どもの読書活動を推進するには、その重要性について広く理解の促進を図り、先

駆的な取組に関する情報を提供することが重要であり、普及啓発等に取り組みます。 

 

６ 取組の期間 

  平成 31（2019）年度から平成 35（2023）年度（５年間） 

 

  Ⅱ 推進体制 

 

   １ 県の推進体制 

 

(１) 神奈川県子ども読書活動推進会議＊９等の開催及び啓発 

神奈川県子ども読書活動推進会議では、第四次計画に基づく事業・施策等の取組状

況を把握し、効果的な方策について研究協議を行うことで、計画の推進を図ります。

また、県の関係課等で構成するワーキング・グループ＊10を設置し、事業・施策等の進

捗状況の検証や、関係各課における推進に向けた啓発を行います。 

 

(２) 社会教育主事会議＊11等における検討 

県の社会教育主事等で構成する社会教育主事会議において、効果的な研修のあり方

を協議し、また、県の指導主事の会議においても、学校と地域が連携した取組につい

て情報交換を行い、その成果を広げていきます。 

 

 

 

 

 

 

                                                   
＊９ 神奈川県子ども読書活動推進会議 … 平成 15年に設置された組織で、神奈川県図書館協会、神奈川県書店商業組

合など 17機関・団体等で構成されています。 
＊10 ワーキング・グループ … 子ども教育支援課、次世代育成課など県の６課１機関で構成する組織です。 
＊11 社会教育主事会議 … 県の社会教育の推進に向け、さまざまな施策について協議を行う組織です。 
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   ２ 市町村との連携・協力体制 

 

(１) 県・市町村生涯学習・社会教育主管課長会議を活用した連携・協力 

県・市町村生涯学習・社会教育主管課長会議では、県及び各市町村の取組状況を共有

するとともに、共通の課題について協議することにより、県と市町村との連携・協力体

制を強化していきます。 

 

(２) ホームページ「かながわ読書のススメ」の活用 

県が開設しているホームページ「かながわ読書のススメ」を活用し、市町村の取組の

紹介や、子どもの読書活動にかかわる情報を積極的に発信・提供していきます。 

 

   ３ 専門・関係機関及び団体等との連携・協力体制 

 

ＰＴＡや神奈川県公民館連絡協議会＊12、神奈川県図書館協会＊４等の社会教育関係団体

や、ＮＰＯ法人等の子どもの読書活動にかかわる団体等との連携強化を図ります。また、

子どもの読書活動の意義について、より理解を深めるため神奈川県ライトセンター＊13 や

神奈川県立地球市民かながわプラザ（あーすぷらざ）＊14 等の専門・関係機関に対し、積

極的な情報提供や協働による取組の推進に努めます。 

 

 

 

                                                   
＊12 神奈川県公民館連絡協議会 … 神奈川県公民館連絡協議会は昭和 27（1952）年に設立されました。公民館相互の

連携を図り、公民館活動の振興に努め、社会教育の進展に寄与することを目的に活動を展開しています。 
＊４ 神奈川県図書館協会 … ４ページ参照 
＊13 神奈川県ライトセンター … 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。 
＊14 神奈川県立地球市民かながわプラザ（あーすぷらざ） … 平成 10年、神奈川県が「子どもの豊かな感性の育

成」「地球市民意識の醸成」「国際活動の支援」を目的に設置した総合的な学習施設です。映像ライブラリーは、子

どもから大人まで幅広い世代の方々の利用を目的とした専門図書室で、国際理解、環境、平和についての図書やＤ

ＶＤをそろえています。 


