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第１章 計画策定の背景 

 

１ 子どもの読書活動の現状  

平成２３年度の第５７回学校読書調査（全国学校図書館協議会・毎日新聞社）

によれば、１か月の平均読書量は、小学生が１０年前と比べ３.７冊増の９.９

冊、中学生が１.６冊増の３.７冊、高校生は０.７冊増の１.８冊となっており、

増加の傾向にあります（図１）。これは、「朝の読書」を取り入れている学校が

増えたことが大きな要因になっていると考えられます。 

  

しかし、調査を行った５月の１か月間に１冊も本を読まなかった割合（不読 

  率）は、小学生６.２％、中学生１６.２％、高校生５０.８％となっており、学

校段階が進むにつれ子どもの不読率が増える傾向であることがうかがえます。 

また、平成２２年度の調査では１冊も読まなかった子を含め、２冊以下が中学

生では５１％、高校生では８０％と多数を占めている一方で、１０冊以上読む

割合は、中学生で９％、高校生でも３％おり、読書量に関して中学生・高校生

では格差が大きくなっているといえます。 

  今回の調査では、読書によって今まで知らないことや本を読むことが楽しい

ことだとわかったと８０％近くが答えています。また、小学生から高校生に進

むに従って読書によってより感動したり、別世界の体験をさせてくれたりと感

じているようです。このように、子どもたち自身は読書の効果を感じています

が、放課後にもっとも時間を割くのは習い事・勉強・部活動・テレビ・ゲーム

などで、なかなか読書の時間を取ってないのが現状です。 
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２ 国・県の動向  

国は、読書の持つ計り知れない価値にかんがみ、子どもの読書活動を支援す

るため、平成１２年を「子ども読書年」とし、さらに、国全体として子どもの

読書活動を推進していくため平成１３年１２月に「子どもの読書活動の推進に

関する法律」を公布・施行しました。この法律は、子どもの読書活動の推進に

関し、基本理念を定め、国及び地方公共団体の責務などを明らかにするととも

に、施策の総合的かつ計画的な推進を図り、もって子どもの健やかな成長に資

することを目的としています。政府は、この法律に基づき平成１４年８月に「子

どもの読書活動の推進に関する基本的な計画」を定めました。 

また、平成１７年７月には、知的で心豊かな国民生活と活力ある社会の実現

に寄与することを目的とした「文字・活字文化振興法」が施行されました。 

平成１８年には教育基本法が改正され、我が国の未来を切り拓く教育を実現

していくための教育の目的や理念をより明確に定めました。そして、それを受

け平成１９年には学校教育法など教育関連三法という教育の基本理念に関す

る法律が改正され、子どもの人格形成の基盤となるべき法の整備が進められま

した。 

さらに、平成２０年３月には「子どもの読書活動の推進に関する基本的な計

画」における成果や課題、諸情勢の変化などを検証した上で、新たな計画が策

定され、子どもの読書活動推進に関する施策の一層の充実を謳っています。 

平成２１年３月には、文部科学省のもと開かれていた子ども読書サポーター

ズ会議が「これからの学校図書館の活用の在り方等について」の報告書を出し、

学校図書館の人的・物的体制の充実の必要性を示しています。 

平成２２年の「国民読書年」では、政官民協力のもと、国を挙げてあらゆる

努力を重ねることが宣言され、国民の読書推進に関する協力者会議が開かれ

「人の、地域の、日本の未来を育てる読書環境のために」という報告書で今後

の読書を進めるための３つの提言もなされました。 

福岡県は、平成１３年度から「将来の夢や目標を持ち、それに向かって努力

する人間性豊かな青少年の育成」を目指す県民運動｢青少年アンビシャス運動｣

を推進しています。その中で、読書は知識を得、考えを深めるだけでなく他人

を思いやり自己の内面を見つめなおす機会を得る絶好の場として提案されて
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います。 

平成１６年２月には「福岡県子ども読書推進計画」が策定され、福岡県にお

ける子どもの読書活動推進のための総合的な指針が示されました。また、平成

２２年３月には、より効果的に子どもの読書活動を推進するために「福岡県子

ども読書推進計画」の改訂が行われました。 

 

３ 太宰府市の子どもの読書活動の現状  

「子どもたちに本を」という要望から始まった太宰府市文庫連絡協議会（以

下「文庫連」という）を中心とした市民の熱意によって、太宰府市民図書館は

昭和６１年１１月に開館しました。開館以来、地域における読書活動の拠点と

して、おはなし会、ファーストブック事業、読書ボランティア講座など子ども

の読書活動を推進するための様々な取組みを行ってきました。その成果として

児童書の貸出数は伸びていましたが、平成１７年度以降は、子どもの数が増え

ているにもかかわらず減少傾向にあり、さらなる読書活動推進が必要となって

います（図２）。 
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  また、図書館本館での貸出数のうち児童書の占める割合が２４.３％に過ぎな 

 いのに対して、移動図書館車「すくすく号」では３２.０％（図３）、児童に対

しての貸出数も本館の１０.４％に対して、「すくすく号」では３６.２％とな
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っています。図２においても、本館での児童書貸出数は減少しているにもかか

わらず、「すくすく号」ではあまり変動がないことが見て取れます。このこと

から、図書館まで足を運ぶことが難しい子どもたちにとって「すくすく号」の

果たしている役割が大きなものであることがわかります。 

         図３ 種別貸出割合（平成２２年度） 

 

しかし、図書館本館では平成２０年度から、３０歳代の貸出数減少とともに

子どもの貸出数も同じ傾向を示しており、保護者の啓発が今後の課題となって

います（図４）。 

  

また、地域においては、子育て支援センターや家庭教育学級などで親子での 

読書の大切さを啓発しています。さらに、文庫連をはじめとして、「太宰府お
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はなし会」、「絵本クラブいないいないばぁ」などの読書ボランティアも太宰府

の子どもたちに本の楽しさを味わってもらうため、様々なおはなし会を催して

います。 

  保育所（園）、幼稚園においても日常保育の中で発達段階に即した絵本や物語

の読み聞かせを行い、家庭への絵本の貸出しを行うなど子どもの読書習慣の形

成を図っています。 

小・中学校の読書活動に関しては、各学校が教育課程を編成するなかで「生

涯にわたって読書に親しみ、読書を通して生活を豊かにする人間の育成」を目

指して教育活動を行っています。児童生徒の読書意欲と読書力を向上させるた

めに、各学校において次のように取り組んでいます。 

学級ごとに学校図書館を確実に使うことができるように、小学校では図書館

を優先的に使える時間を各学級に、中学校では各学級の国語科の時間を中心に

割り振っています。また、児童生徒が自由に図書館を利用できるように、常時

開館したり、休み時間などの時間を決めたりして開放しています。 

すべての学校では、「朝読書」や「昼読書」など全校一斉の読書活動を実施

しています。その成果として、学習に落ち着いて取りかかれるようになったり、

集中して読書したりする姿が見られています。 

また、学校図書館においては、必読書コーナーや推薦図書コーナーを設置す

るなどの工夫を行い、読書活動を推進しています。しかし、現在学校図書館に

は専任の学校司書がいないなど、読書活動推進に対しての取り組みが十分に行

われているとは言えない状態です。 

さらに、読み聞かせやブックトーク等を、保護者や地域のボランティアの力

も借りて行い、児童生徒の読書意欲を呼び起しています。読み聞かせにおいて

は、小学校高学年でも好きな子が多く、本に興味を持つよい機会となっていま

す。各学校の読書ボランティアは全市的なネットワーク「絵本おとどけＴai！」

を立ち上げ、太宰府の子どもたちのために研修と交流に努めています。 

今後、小・中学校の読書活動を推進するためには、司書教諭・学校司書・担

任を中心とした学校全体、そして市民図書館、読書ボランティアとが連携を深

めていくことが大切です。その鍵となる学校図書館運営にかかわる人的体制の

充実が大きな課題となっています。 
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第２章  基本的な考え方 

 

１ 基本目標  

（１）子どもの読書活動の意義 

読書を通じて、子どもたちは読解力や想像力、思考力、表現力などを養うと

ともに、多くの知識を得たり、多様な文化を理解したりすることができます。

また、本や新聞、図鑑などを読み深めることで、自ら学ぶ楽しさや知る喜びを

得ることができます。 

しかし、インターネットや携帯電話などの情報メディア、ゲーム機器の急激

な普及は、子どもの生活環境に大きな変化をもたらし、子どもの読書離れの原

因の１つになっているといわれてきました。そして、子どもの読書離れは、読

解力、思考力、コミュニケーション能力などの低下の一因となっています。こ

のように社会が急激に変化し、複雑化していく中で、読書活動は言葉を学び、

感性を磨き、思考力・創造力を豊かにするなど、人生をよりよく生きていく力

を身に付けていく上で重要なことです。 

また、最近の脳科学の研究から経験的だけでなく、科学的にも読み聞かせの

効果がわかってきました。乳幼児期から豊かな心を育むためにも、読書活動は

大きな意義をもっています。 

（２）計画の目標 

太宰府市では、親子の 絆
きずな

をより深め、自分自身を受け入れ心豊かに暮らして

いくための読書を更に勧めていきたいと考えています。 

また、太宰府市の子どもたちが、これから出会うであろう幾多の困難を自分

の力で乗り越えていくためには、読書を通して世界の現状を知り、先人の知恵

を学び、新たな視点を持つことが必要となります。しかし、読書習慣の形成は

小さな子どものころから本に親しんでおかなければ、なかなか難しいものです。 

乳幼児期には、読み聞かせによって保護者と子どもの 絆
きずな

が強まり、言葉と心

を育み、読書を楽しむきっかけがつくられていきます。そのために、身近な大

人に読み聞かせの必要性を啓発します。 

小学生は、しだいに自分で本を読めるようになりますが、読書を習慣付ける

大事な時期でもあるので、読書に対する興味・関心を高めていく機会を設けま
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す。 

中学生・高校生は、世界観の広がりに応じた多様な興味・関心に沿った内容

の読書へ誘うことで、考える力を育み、人生を豊かにする読書ができるように

環境整備や情報提供に努めます。 

これらのことを達成するために、太宰府市に在住・在学している１８歳以下

の子どもが、あらゆる時とあらゆる場所において、自主的に読書活動ができる

ような読書環境の整備を推進していきます。 

また、すべての時期を通して、身近な大人が図書館などを大いに利用して多

くの本との出会いの場を作り、ともに読書を楽しむことができるように啓発し

ます。 

 

２ 計画推進のための基本方針  

（１）家庭・地域・学校における子どもの読書活動の推進  

子どもたちは、乳幼児期から継続して読み聞かせを経験することで読書習

慣の基礎ができていきます。生活の中心となる家庭で、子ども達が読み聞か

せや読書を心から楽しむことができるように、家庭での読書活動を積極的に

支援します。 

また、地域や学校において読書に親しむきっかけを作り、子どもたちが自

主的に読書活動をできるように事業を推進します。 

（２）子どもの読書活動推進のための施設・設備など諸条件の整備・充実 

家庭だけでは揃えられない絵本や児童書を、子どもの身近な場所である保

育所（園）・幼稚園・学校・図書館などで貸出しすることで、良質で潤沢な本

との出会いが広がります。そのために、子どもの身近な場所に豊富な資料と

手渡す人材を確保することで、子どもの身近な施設や設備を整備し、充実を

図っていきます。 

（３）学校・図書館・読書ボランティアなど、子どもの読書にかかわる関

係団体の連携・協力・ネットワーク化 

子どもの読書活動の環境を整えるには、施設・設備だけでなく人的ネット

ワークの形成も必要です。学校・図書館・読書ボランティアなど子どもの読

書にかかわる関係団体が連携・協力し、ネットワーク体制を構築するととも
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に、研修していくことで子どもの読書活動を推進します。 

（４）子どもの読書活動に関する理解と関心の普及  

子どもの読書活動を推進するには、子どもの周りにいる大人に読書活動に

対して理解と関心を持ってもらうことが一番大事です。そのためには、保護

者・保育士・教師など子どもに接する大人に子どもの読書の持つ意義の理解

を促し、一緒に読書を楽しんでもらえるように啓発を進めます。 

 

３ 計画の期間  

平成２４年度から平成２８年度までの５年間とします。 

 

４ 計画の推進  

本計画の目標を達成するために、関係各課が協力し、計画の理念や施策に

対する理解を浸透させるとともに、関連団体を含めた全市的な連携のもとに

着実な推進を図ります。また、図書館協議会において本計画における各事業

の進捗についての点検と評価を行います。 
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第３章 推進のための方策 

 

１ 家庭・地域 

子どもが幼いころから本に親しみ、本の楽しさを知るためには、家庭におけ

る読書環境の充実が大切です。家庭は、子どもの読書活動の始まりの場所であ

り、日常的に子どもが本と出会える場所です。子どもは、身近なところに本が

あり、保護者から愛情いっぱいに読み聞かせをしてもらったり、保護者と一緒

に本を楽しんだりすることで、言葉や読解力以外にも想像力や自分で考える力、

豊かな感性や情操、思いやりの心などを学びながら成長します。 

また、家庭だけでなく、各地域で行われている読書に関する取り組みに参加

し、地域の方々と交流しながら読書を楽しむことも大切です。 

このように日常生活の中で、読書を通じて保護者と子どもが楽しく触れ合い、

感動を共有する経験を持つことが、子どもの読書習慣形成の基礎となります。 

本市では、そのための環境整備や市民への呼びかけなどの事業を更に推進し

ます。 

 

（１）読書推進活動の充実 

子どもの読書活動を促すためには、最も身近な存在である保護者が子どもと

共に読書の楽しさを分かち合い、読書に親しむことが大切です。そのために子

育て支援センターや家庭教育学級などで行われる講座や子育て支援事業など

を通じて、子どもの読書習慣や読み聞かせの重要性について更に啓発を進めま

す。      

（２）読書環境の整備 

各自治会や子育て支援事業を行っている部屋に設置している絵本コーナー

や情報コーナーの充実を図ります。 

 

＜各方策に対する具体的な取り組み＞ 

関連
方策

項　目 内　　容
新
規

充
実

継
続

関係所管

（１）
子育て講座での
啓発

「絵本について」の講座を実施し、子どもの読書活動
についての保護者等の啓発を図ります。

○ 子育て支援課
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関連
方策

項　目 内　　容
新
規

充
実

継
続

関係所管

（１）
家庭教育学級で
の読書活動の推
進

子どもの読書推進に努めるため、保護者が学べるよう
に、「読み聞かせ及び本の重要性」の内容の講師を入
れるなど、講師一覧表を充実させ、読書活動の推進を
図ります。

○ 生涯学習課

（１）

家庭教育学級
（就学前コース）
で絵本の読み聞
かせの推進

５回講座の中の１回に、講師を招いて『絵本の選び方
と読み聞かせ』の講座を実施します。

○ 生涯学習課

（１）

子育て支援セン
ター事業での読
み聞かせなどの
推進

子育て支援センター事業で、定期的に行っている読
み聞かせやパネルシアターなどを通して、おはなしの
楽しさや興味、関心をさらに育んでいきます。

○ 子育て支援課

（１）
子育てサーク
ル・団体の支援・
連携

地域の子育てサークル・団体への紙芝居などの貸出し
やサポーター支援講座などを通して、更に活動を支援
し連携を図ります。

○
子育て支援課
市民図書館

（２）
絵本コーナーな
どの整備

子育て支援センター事業を行っている部屋に設置して
いる絵本コーナーや情報コーナーを更に充実させま
す。

○ 子育て支援課

（２） 地域文庫の活用
各自治会やボランティアによる地域文庫の貸出しや読
み聞かせ活動を、市内全体に広めます。

○
子育て支援課
生涯学習課
市民図書館

 

２ 保育所（園）・幼稚園  

幼児期は、生涯にわたる人間形成の基礎を培う極めて重要な時期にあたりま

す。このことから、保育所（園）や幼稚園では、保育士や幼稚園教諭による絵

本や物語の読み聞かせや紙芝居などの読書活動を日常的に行っています。想像

力を育てる大切なこの時期に年齢や発達に合った本と出会って、楽しさや心地

よさを味わうことが情緒の安定を図り、健やかな成長の基礎を作るとともに豊

かな心を育みます。 

今後とも、読み聞かせなどの機会を一層充実させ、読書環境を整備するとと

もに、家庭と保育所（園）・幼稚園が連携することにより、さらに子どもの読

書習慣の形成を図っていくことが必要です。 

 

（１）読書推進活動の充実 

保育所における絵本の貸出しを継続するとともに、保育所（園）・幼稚園

での絵本や物語の読み聞かせの機会を多くもつなど、子どもたちの読書の日

常化を図っていきます。 
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（２）読書環境の整備 

市民図書館の団体貸出や移動図書館車「すくすく号」を活用し、子どもた

ちが本にふれあう機会のさらなる拡大に努めます。また、保育所（園）や幼

稚園における絵本、紙芝居などの蔵書の充実を要請していきます。 

 

＜各方策に対する具体的な取り組み＞ 

関連
方策

項　目 内　　容
新
規

充
実

継
続

関係所管

(1)
本にふれあえる
スペースの確保

保育所（園）や幼稚園において、子どもたちが絵本に
接することができるスペースの確保に努めます。

○ 子育て支援課

(1)
読み聞かせの普
及

保育所（園）や幼稚園に入所している児童への絵本な
どの読み聞かせを継続し、子どもが本にふれあえる機
会の創出を推進します。

○ 子育て支援課

(2) 蔵書の充実
保育所（園）や幼稚園における絵本、紙芝居等の蔵書
の充実を図ります。

○ 子育て支援課

 

３ 学校  

学校は、子どもが家庭から出て、一日の多くの時間を過ごす場所です。学校

図書館は、子どもたちにとって最も身近な図書館であり、子どもの読書活動に

大きな影響を与えます。教師などの働きかけにより、子どもが読書に親しむ態

度を育み、読書習慣をより確かなものへと形成していくことが求められていま

す。 

文部科学省は文化審議会答申「これからの時代に求められる国語力について」

（平成１６年２月３日付）を公表し、読書活動を国語力の向上に有効な手段と

して位置づけ、「自ら手を伸ばす子どもを育てる」ことを最大の目標に掲げ、

すべての教科での読書活動の取り組みを提案しています。 

学校図書館は、子どもが自ら学ぶ学習・情報センターとしての役割と豊かな

感性や情操を育む読書センターとしての役割とをもっていますが、現状ではま

だ十分に役割を果たしているとは言えません。 

今後の学校における図書館教育では、子どもの自主的、主体的な学習や読書

活動を推進することが求められ、学校の教育活動全体を通じ、多様な指導の展

開を図ることが課題です。 



 １２ 

そこで、本市の学校教育においては、読書活動の推進と図書資料の整備を中

心に、課題の解決に向けて取り組んでいきます。 

 

（１）学校図書館を計画的に活用した教育活動 

国語科をはじめ各教科・領域などの学習指導はもちろん全教育活動において、

効果的に学校図書館を活用できるように、教職員全体が職員研修などで学校図

書館の意義と役割、読書生活の重要性などの共通理解を図り、計画的な教育活

動を行います。 

① 年度当初の図書館オリエンテーション 

② 学習指導における計画的な活用 

③ 学習時間外における計画的な活用 

（２）子どもの読書活動の工夫 

学習時間外の様々な機会における読書活動の活性化を図ります。 

①「読書の時間」の充実 

全校一斉での「読書の時間」を週時程に位置づけます。「朝の読書」や「昼

の読書」を通して、読書の習慣化を図ります。 

②児童会活動・生徒会活動の活性化 

司書教諭や図書委員会担当教員の指導のもと、図書委員を中心に子どもの

創意による活動を積極的に進め、子どもの読書への関心を高めます。 

③「子ども読書の日」「子ども読書週間」における読書関連行事の実施 

子どもの読書への関心を高めるような行事・イベントを企画実施します。 

（３）読書環境整備 

子どもの読書生活の構築を図るため、読書活動推進の中核となる場としての

学校図書館の環境を整備し、読書の啓発をします。学校図書館が読書センター

及び学習・情報センターとしての機能を果たすために、蔵書の充実を図ったり、

図書館内の配架・レイアウトを工夫したりして、子どもの多様なニーズに応え

られる魅力ある学校図書館の整備を目指します。また、子どもが読書したくな

るような図書館だよりを発行するなど、読書の啓発に努めます。 

（４）保護者・地域の方々との連携 

読書活動を推進するための保護者・地域の方々との連携体制を整えます。 
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①「読書の時間」や「読み聞かせ」など、保護者・地域のボランティアとの

連携体制を整えます。 

②保護者にも読書活動の意義を伝えるため、授業参観やＰＴＡ活動、学校だ

よりなどを通して啓発します。 

（５）市民図書館等の関係機関との連携 

子どもたちに本と接する場をより多く提供できるよう、市民図書館などの関

係機関と連携します。また、支援が必要な子どもたちの実態やニーズに合う図

書と出会えるように、市民図書館訪問や移動図書館車の利用などを通して、全

ての子どもが読書に親しむことができる環境の充実に努めます。さらに、施設

見学（小学生）や職場体験（中学生）で市民図書館の仕組みや役割を学ぶこと

で、読書への関心を高めます。 

（６）学校司書の配置体制の整備 

学校図書館運営に関わる学校司書の配置モデル校事業など、将来的な体制の

整備に努めます。 

 

＜各方策に対する具体的な取り組み＞ 

関連
方策

項　目 内　　容
新
規

充
実

継
続

関係所管

(1)
学校図書館を活
用した調べ学習
の充実

学校図書館を活用して調べ学習ができるよう、各学年
の学習指導との関連を明確にして計画的に指導でき
るように努めます。

○ 学校教育課

(1)
学校図書館利
用方法の紹介

新入生を対象に、学校図書館オリエンテーションを行
い、子どもたちが学校図書館に親しめるよう推進しま
す。

○ 学校教育課

(2)
朝や昼の読書活
動の充実

小・中学校の学校生活を通して、継続的に朝・昼の読
書活動が実施できるよう、学校の指導計画に位置づ
け、さらに充実させます。

○ 学校教育課

(2)
読書活動の取り
組みの充実

子どもたちがそれぞれの目的にあった本に出会えるよ
うに、発達段階に合わせて、読み聞かせやブックトー
ク、ブックラリーなどの実施に努めます。

○ 学校教育課

(2)
児童・生徒会活
動による取り組
みの充実

児童・生徒自身のアイデアを生かして、自主的・実践
的な活動を行うことができるよう支援に努めます。

○ 学校教育課

(2)

「読書」に関する
日に合わせた取
り組み

「子ども読書の日」や「読書週間」、「文字・活字文化の
日」などにあわせた取り組みや、子どもの発達段階や
学校の特色に応じた読書活動に関する取り組みの実
施に努めます。

○ 学校教育課
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関連
方策

項　目 内　　容
新
規

充
実

継
続

関係所管

(3)
学校図書館にお
ける図書資料の
整備

学校図書館図書整備計画を作成したり、図書管理シ
ステムを導入したりして、図書資料の整備・管理の向
上に努めます。

○ 学校教育課

(3)
学校図書館の環
境整備

学校図書館の環境などについて、現状の分析を行
い、より効率的な環境整備を進めます。

○ 学校教育課

(3)
学校図書館だよ
りの発行

推薦図書の紹介や学校図書館に関する情報などを、
図書館だよりに掲載し、学校図書館に親しめるよう更
に努めます。

○ 学校教育課

(4)
読書ボランティ
アの育成

学校図書館での読み聞かせや、朝・昼の読書の時間
に支援する読書ボランティアを募り、子どもの読書活動
の支援に更に努めます。

○
学校教育課
市民図書館

(4)
学校図書館ボラ
ンティアの導入

学校図書館ボランティア（本の補修・整理などを行う
人）を募り、講習会を実施し，技術や知識の向上を図り
ます。

○
学校教育課
市民図書館

(4) 保護者への啓発
保護者にも読書活動の意義を伝えるため、授業参観
やＰＴＡ活動、学校だよりなどを通してＰＲし、保護者へ
の啓発を図ります。

○ 学校教育課

(5)
市民図書館等と
の連携

施設見学（小学生）や職場体験（中学生）で市民図書
館を訪問し、市民図書館の司書の仕事内容などにつ
いて学び、読書への関心が高まるように努めます。ま
た、支援が必要な子どもたちを連れて、市民図書館や
移動図書館車を利用し、適した図書に出会えるように
推進します。

○
学校教育課
市民図書館

(5)
小・中学校サ
ポート制度の活
用

太宰府市小・中学校サポート制度を活用して、学校図
書館の活動の支援を図ります。

○ 学校教育課

(6)
学校図書館司
書の配置体制の
整備

学校図書館運営に関わる学校司書の配置モデル校
事業など、将来的な体制の整備に努めます。

○ 学校教育課

 

４ 市民図書館  

市民図書館は、市民が「だれでも」「どこでも」「いつでも」利用できるとい

う基本的な姿勢のもとに運営しています。直接市民に対して貸出しを中心とす

るサービスを行うとともに、地域の特殊性をとらえ、市民の求める広範囲な資

料や情報を収集し、調査、研究の援助を行っています。子どもに対しても一人

の個人としてその人格を尊重し、同様のサービスを行っています。 

市民図書館は、子どもの読書活動を推進するために、広く子どもや保護者に

対し、情報や機会を提供することが大切だと考えます。 

親子で気軽に図書館を訪れて本を選び、おはなし会など主として子どもを対
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象とする事業に参加できるよう、資料を充実させ、事業の企画・広報を行い、

読み聞かせや読書の持つ意義の周知啓発を行うとともに、司書等職員において

は、講座や研修会に参加し資質の向上を図っていきます。 

また、読書推進活動を支援してくださる読書ボランティアや保育所（園）・

幼稚園・学校などの関係機関に対して連携を図るとともに、積極的な支援を行

っていきます。 

 

（1）図書資料などの整備・充実 

子どもの豊かな読書活動や主体的な学習活動を保障する魅力ある図書資料

を充実させるために、児童図書や学習資料の収集を行います。また、団体貸出

を通じて保育所（園）・幼稚園・学童保育所・学校・地域文庫などの関連施設

の支援が十分にできるよう、長い年月読み継がれた本などの買い替えや複本の

整備・充実に努めます。 

（２）移動図書館の整備推進 

移動図書館車「すくすく号」は、図書館から遠距離にある地域の方々にとっ

て便利であるだけでなく、交通移動手段が限られる子どもたちにとって欠かす

ことのできないものとなっています。今後も市内の各市立小学校に定期的に乗

り入れ、また、下校後の身近な公園などへ巡回することにより、読書に親しむ

機会を提供して行きます。そのためには、更新時期の来ている移動図書館車の

買い替えも必要です。 

（３）「子ども読書の日」を中心とした事業の実施 

平成１３年１２月に施行された「子どもの読書活動の推進に関する法律」に

よって、４月２３日は「子ども読書の日」となりました。広く子どもの読書活

動についての関心と理解を深めるとともに、子どもが積極的に読書活動を行う

意欲を高めることを目的としたものです。図書館ではその趣旨にそった事業を

計画・実施することでさらに効果を高めるように努めます。         

さらに、定期的におはなし会を実施し、子ども向けのイベントや子どもの読

書に関する講演会を実施することで、子どもの読書活動を推進していきます。 

（４）乳幼児へのサービス 

乳幼児への図書館サービスは、子育て支援の１つであるとともに、子どもの
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読書習慣の形成に寄与するものです。乳幼児向けの資料の充実を図るとともに、

ファーストブック事業として保健センターで行われている１歳６ヶ月児健康

診査時に読み聞かせや読書の持つ意義の周知啓発のための事業を行っていま

す。 

今後は、子育て支援課・保健センターをはじめとした市の子育て支援事業や

機関と連携・協力しながら、もっと月齢が低い段階に絵本そのものをプレゼン

トすることで、どの家庭でもすぐに絵本を開いて赤ちゃんと楽しい時間を持つ

きっかけとなるブックスタート事業も実施できるように努めます。 

また、乳幼児向けのおはなし会を読書ボランティアと協力して行うことで、

絵本の楽しみ方を実体験できるようにします。 

（５）青少年（ヤングアダルト）へのサービス 

青少年期においての読書は生涯の糧となることから、読書の魅力を十分に伝

え、さらに学習や進路決定の指針となるような資料を集めた専用のコーナーを

充実していきます。 

また、児童青少年サービスに携わる人材については、県立図書館の研修を活

用し、司書の資質を高め、子どもや保護者が職員に気軽に相談できる体制づく

りに配慮します。 

（６）配慮が必要な子どもへのサービス 

障がいのある子どもや外国語圏の子どもなど、配慮が必要な子どもの読書を

支援するため、布の絵本や外国語資料の充実に努めます。また、布の絵本はボ

ランティア団体の手作りのため、制作活動に対して支援していきます。 

  さらに、市立小・中学校の特別支援学級などの子どもたちへの団体貸出、図

書館見学、体験学習の受入れなどの充実を図ります。 

（７）図書館情報化の推進 

子どもでも検索できる利用者端末を設置することで、子どもが自らの興味・

関心により、必要とする本を容易に手にすることができるようにしています。 

また、小学校３年生からインターネット端末を開放し、調べ学習の充実を図

っています。 

さらに、市民図書館のホームページの中に「子どものページ」を作り、子ど

もの読書活動を支援していきます。 
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（８）家庭に対する支援 

家庭においては、保護者は子どもが本に親しむ機会を作り出し、ともに読書

を楽しむことが望まれます。子どもの成長の喜びを感じながら、温かく見守る

読書環境を整えるために、図書館や所蔵資料、行事を紹介するパンフレットを

作成し利用を促します。また、保健センターにおいて１歳６ヶ月児健康診査時

に行うファーストブック事業や定期的に行われる図書館でのおはなし会、要望

に応じて行う出張おはなし会などの講座を通して、家庭における保護者による

読み聞かせの啓発を行い、乳幼児からの親子読書を推奨し、家庭における読書

機会を拡充できるように努めます。 

（９）読書ボランティア団体や個人に対する支援 

地域において子どもが読書に親しむ身近な機会を提供している読書ボラン

ティアに対して、団体貸出しだけでなく、講演会や意見交換を行うことで、技

術力を高め意義を明確にするとともに、理解や関心を広げることにより、より

一層地域に密着した子どもの読書活動の推進を図ります。 

（10）学校などとの連携・協力 

読書活動や調べ学習の活性化につながる学級文庫への図書貸出しのほか、太

宰府市内の公立小学校への移動図書館の乗り入れ、保育所（園）・幼稚園・学

童保育所など子どもにかかわる施設への図書貸出し事業を行うことで、日常的

に子どもたちが読書を楽しむことができるような環境整備を目指します。 

また、学校での読書ボランティアや学校図書館を運営している職員の研修・

ネットワーク化を、地域の読書ボランティアと協力して実施します。 

さらに、市内の大学等と連携・協力しあいながら、おはなし会などの子ども

対象の読書推進行事を実施することにより、子どもに本の楽しさを知ってもら

い、読書に対する興味・関心を持ってもらうよう努めていきます。また、同時

に将来保育士など子どもに関わる仕事を目指す学生に対しては、おはなし会な

ど子どもとふれあう実践を通して、学習の成果を発揮する機会と場の提供を行

います。 

（11）ホームページなどを活用した啓発広報の推進 

図書館の利用案内をはじめ、行事の案内や図書の紹介など紙を媒体とした広

報活動に加え、ホームページを活用することで多くの情報をさらに広く発信す
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ることができます。インターネットの普及にともなって多くのアクセスが見込

まれる今後は、さらにホームページの充実を図り、子どもの読書活動の啓発に

努めます。 

 

＜各方策に対する具体的な取り組み＞ 

関連
方策

項　目 内　　容
新
規

充
実

継
続

関係所管

(1) 児童図書の整備
乳幼児向けの絵本や、児童の読み物、調べものの本
など、子どもの読書活動を支える資料の充実に努めま
す。

○ 市民図書館

(1) 資料の展示
季節やテーマ、お勧めの絵本などを展示し、読書への
誘いを推進します。

○ 市民図書館

(2)

移動図書館車の
学校への乗り入
れと身近な場所
への巡回

各小学校に移動図書館車を乗り入れ、特に読み物の
本の読書環境の整備を実施していきます。また、子ど
もが利用しやすい時間・場所への巡回に努めます。

○
市民図書館
学校教育課

(3)
「子ども読書の
日」の事業開催

「子ども読書の日」の啓発のため、関連したイベントを
地域の読書ボランティアと協力して開催します。

○
市民図書館
生涯学習課

(3)
講演会・イベント
などの開催

子どもの読書に関する講演会などを実施し、読書活動
を推進します。

○
市民図書館
生涯学習課

(3)
おはなしかいの
実施

毎週土曜日におはなしかいを実施します。また、年間
行事の中で「こわいおはなしかい」「クリスマス会」など、
太宰府おはなし会などの読書ボランティアと協力して
実施し、読書活動のきっかけ作りを推進します。

○ 市民図書館

(4)
ファーストブック
事業の充実

１歳６ヶ月健診時に、絵本の楽しさと大切さを伝え、貸
出しを行っているファーストブック事業の充実を図りま
す。

○
市民図書館
子育て支援課
保健センター

(4)
ブックスタート事
業の実施

４ヶ月健診時に、絵本を差し上げることによってすべて
の家庭で絵本に親しんでもらえるようにするブックス
タート事業の実施に努めます。

○
市民図書館
子育て支援課
保健センター

(4)
乳幼児対象のお
はなしかいの実
施

０歳児とその保護者を対象とした「あかちゃんゆびのお
はなしかい」、読書ボランティア「絵本クラブいないいな
いばぁ」のおはなしかいの実施に努めます。

○ 市民図書館

(5)
青少年向きの資
料の整備

青少年（ヤングアダルト）向けの資料を充実し、利用し
やすいように配慮し、充実させていきます。

○ 市民図書館

(6)
布の絵本・外国
語資料の整備

配慮が必要な子どもの読書を支援するため、布の絵
本・外国語資料を充実させていきます。

○ 市民図書館

(6)
特別支援学級な
どの支援

特別支援学級などへの団体貸出しを充実させます。 ○ 市民図書館
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関連
方策

項　目 内　　容
新
規

充
実

継
続

関係所管

(7) 図書館の情報化

子どもでも利用できる利用者端末や、調べ学習のため
に小学校３年生よりインターネット端末を開放し、図書
館のホームページに「子どものページ」を作ることで、
子どもの読書活動の支援に努めます。

○
市民図書館

(7)

レファレンスサー
ビス（調べ物の
お手伝い）の充
実

子どもたちへのレファレンスサービス（調べ物のお手伝
い）をさらに充実させます。

○ 市民図書館

(8)
出張おはなしか
いの実施

子育てサークルや学童保育所などで、おはなしかいを
実施し、読書活動のきっかけをつくります。

○
市民図書館
子育て支援課
学校教育課

(9)
地域文庫の環境
整備

市民図書館の団体貸出を利用して読書環境の整備を
推進します。

○ 市民図書館

(9)
地域文庫ボラン
ティアの研修の
整備

地域文庫でボランティアをされている方向けの絵本の
研修を、文庫連と協力して行い、おはなし会などへの
還元を推進します。

○ 市民図書館

(9)
読書活動に対す
る助成等の情報
提供

地域の読書活動に対する顕彰や助成などの情報提供
を行い、その有効活用を図ります。

○ 市民図書館

(10)
幼稚園・保育所
（園）の環境整備

幼稚園には市民図書館より２週間に１度、絵本と紙芝
居を配本します。保育所（園）には、各クラスに対して
団体貸出を行い、読書環境の整備を推進します。

○
市民図書館
子育て支援課

(10)
学級文庫の環境
整備

各学級に対して、市民図書館から学期ごとにセット貸
出しを行い、読書環境の整備を推進します。

○
市民図書館
学校教育課

(10)
調べもの等の本
のバックアップ

調べもの等の学習に必要な本を、市民図書館より団体
貸出を行うことで、環境の整備を向上させます。

○
市民図書館
学校教育課

(10)
学校読書ボラン
ティアの育成・研
修

朝の読書の時間など学校で読み聞かせをする読書ボ
ランティアの育成・研修・ネットワーク化を、絵本お届け
Ｔａｉ！、文庫連と協力して充実させます。

○
市民図書館
学校教育課

(10)
学校図書室従
事者の研修

学校図書館を運営している職員に対して、研修の充
実やネットワーク化に努めます。

○
市民図書館
学校教育課

(10)
施設見学の受入
れ

図書館の利用の仕方を知ってもらい、今後の利用に
結びつけるため、施設見学の受入れを推進します。

○
市民図書館
学校教育課

(10)
職場体験の受入
れ

図書館の仕組みを知ってもらい、今後の利用に結び
つけるため、職場体験の受入れを推進します。

○
市民図書館
学校教育課

(10)
児童図書の情報
の提供

児童図書の新刊案内「こんなほんしってる？」を乳幼
児、小学校低・中学年、ティーンズのグレード別に発行
し、幼稚園、保育所（園）、小・中学校、学童保育所、
地域文庫など、子どもの読書活動を行っている団体や
保護者に配布し、情報の提供を推進させます。

○
市民図書館
子育て支援課
学校教育課

(11)
広報・ホームペ
ージでのＰＲ

「広報だざいふ」、「としょかんだより」や太宰府市民図
書館ホームページで、子どもの読書に関する情報提
供や啓発活動に努めます。

○ 市民図書館
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資料編 

「太宰府市子ども読書活動推進計画」策定までの経過 

 

期   日 事     項 

平成２３年 ８月４日 第１回太宰府市子ども読書活動推進計画関係課会議開催 

 ８月１７日 
「太宰府市子ども読書活動推進計画策定について」市長決

裁 

 ８月３０日 第２回太宰府市子ども読書活動推進計画関係課会議開催 

 ９月２１日 第３回太宰府市子ども読書活動推進計画関係課会議開催 

 ９月２８日 第１回太宰府市立図書館協議会において審議 

 １１月１５日 第４回太宰府市子ども読書活動推進計画関係課会議開催 

 １１月下旬 太宰府市立小学校・中学校に学校図書館利用等調査 

 １２月１４日 第５回太宰府市子ども読書活動推進計画関係課会議開催 

平成２４年 1 月３１日 第６回太宰府市子ども読書活動推進計画関係課会議開催 

 ２月１５日 第２回太宰府市立図書館協議会において審議 

 ２月２８日 太宰府市教育委員会に計画案提示 

 ３月２１日 部長会議で審議 

 ３月３０日 「太宰府市子ども読書活動推進計画」市長決裁 

 ３月３０日 「太宰府市子ども読書活動推進計画」発行 
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