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第１章 読書活動推進計画の意義
１．子どもの読書活動推進の意義
子どもにとって本を読むことは、言葉を学び、感性を磨き、表現力やコミニュケーション
を高め、想像力を豊かなものにし、思いやりのある豊かな心をはぐくむなど、人生を深く生
きる力を身に付けていくうえで欠くことのできないものです。また、生涯にわたって読書を
生活の一部としていくためには、幼少期の頃から年代に適した良い本と出会えるように、大
人が多種多様な本の中から質の高い優れた本を子どもに手渡し、読書の楽しみを伝えていく
ことが重要になっています。そのためにも、家庭・地域・幼児施設・学校・ボランティア団
体・図書館などが連携・協力し、社会全体で子どもの読書活動を推進していくことが必要で
す。
２．第１次計画の策定
「子ども読書活動の推進に関する法律」※1 は平成１３年１２月に施行され、第９条第２項
に「市町村は、子ども読書活動基本計画（都道府県子ども読書活動推進計画が策定されてい
るときは、子ども読書活動推進基本計画※及び都道府県子ども読書活動推進計画）を基本と
するとともに、当該市町村における子どもの読書活動の推進の状況等を踏まえ、当該市町村
における子ども読書活動の推進に関する施策についての計画（以下「市町村子ども読書活動
推進計画」という。
）を策定するよう努めなければならない。
」と定められています。
森町は、平成２０年３月に第１次となる「森町子どもの読書活動推進計画」を策定し、す
べての子どもが、読書活動をより身近で親しみやすいものとするために、家庭・地域・学校・
図書館などが連携し協力しあって、読書環境の整備のために施策を示しました。
※別添資料

第２章 第２次森町子どもの読書活動推進計画の策定にあたって
１．第２次計画策定の目的と趣旨
「
（第１次）森町子どもの読書活動推進計画」は、
「子どもの読書活動推進に関する法律」
（平成１３年１２月法律第１５４号）に基づき、子どもの読書環境の改善を図り、読書活動
を推進するため、平成２０年３月に平成２４年度までの５か年の計画として策定しました。
第１次計画については、平成２４年度で満了となるため、引き続き森町の子どもの読書活
動推進のために、
「第２次森町子どもの読書活動推進計画」を策定し、よりきめ細やかな子ど
もの読書環境の充実に努めていくものです。
さらに一層、家庭・地域・幼児施設・学校・ボランティア団体・図書館などが連携・協力
し、子どもの読書活動を推進していくことが必要です。
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２．基本的な考え方
第２次計画では、次の２項で示された国と北海道の考え方に基づき策定しました。
（１）国
「子ども読書活動推進に関する基本的な計画（第二次）
」※別添資料
国においては、計画改定が行われ、平成２０年３月に「子どもの読書活動の推進に関する
基本的な計画（第二次）
」が閣議決定されました。今後概ね５年間にわたる施策の基本的方向
と具体的な方策が示されました。ここでは、多様な情報提供を通じた家庭における読書活動
への理解の促進、地域における読書環境の格差の改善、
「学校図書館整備計画」を踏まえた学
校図書館標準の達成を目指した図書の整備、司書教諭※2 の発令の促進など、家庭・地域・学
校それぞれにおける具体的取組について整理した内容となっています。
（２）北海道
「次代を担う子どもの心をはぐくむ北の読書プラン」※3、別添資料北海道においては平成１５
年の「北海道子どもの読書活動推進計画」※4 に続き、平成２０年に新たな「北海道子どもの
読書活動推進計画－次代を担う子どもの心をはぐくむ北の読書プラン－」
が策定されました。
この計画は、
「北海道教育推進計画」の個別計画として、子どもの読書活動推進のため、学校・
図書館などの関係機関、民間団体、事業者などの緊密な連携と相互の協力によって、社会全
体で本道の子どもの読書活動の推進に取組む方向性を示したものとなっています。
（３）状 況
① 社会の状況
現代は、テレビ・DVD・インターネット・携帯電話・携帯ゲーム機などの情報メディアの発
達・普及により情報化が急激に進み、子どもでも大量の情報を手軽に利用できる環境にあり
ます。そのため、子どもが膨大で雑多な情報の洪水にさらされる危険性をもっています。そ
うした様々な情報の中から正しい情報を読み取る力を養うことが必要です。また、テレビや
ゲームなどに時間を費やすことにより、
外で友達と遊んだり、
読書や勉強する時間が減少し、
子どもの発育に及ぼす影響も懸念されています。
② 全国的な状況
第５８回読書調査※（全国学校図書館協議会・毎日新聞社）によると、１か月（平成２４
年５月）に読んだ本の冊数及び本を読まなかった子どもの調査結果は、第５７回調査と比べ
小学生・中学生の読書冊数は増加、高校生は微減傾向となっております、一方で、本を読ま
なかった子どもは（不読者）
、小学生は減少し、中学生、高校生は増加しております。読書活
動が定着しているとは言い切れない現状があります。
読書冊数 (冊)

小学生 １０.５（９.９）

中学生 ４.２ （３.７）

高校生 １.６ （１.８）

不 読 率 (％)

小学生

中学生１６.２（１６.４）

高校生５３.２（５０.８）

４.５（６.２）

※（ ）内は、平成２３年５月の調査結果。
※読書調査とは、毎日新聞主催により全国学校図書館協議会と共同で、全国の小・中・高等学校の
児童及び生徒の読書状況について毎年調査を行っています。
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３．森町の現状
第１次子どもの読書推進計画策定の前年度である平成１９年度と第２次子どもの読書推進
計画策定着手時点である平成２３年度との比較をしました。
人口（人）

児童生徒数（人）

児童生徒数
／人口×100（％）

児童生徒登録者数
（人）

児童生徒登者数
／登録者数×100（％）

平成２３年度

１７，９２０

１，８０１

１０．０５

４６７

２５．９３

平成１９年度

１８，９７７

１，８８３

９．９２

４９３

２６．１８

平成２３年度 児童生徒登録者数内訳は、
（小学生３５６人・中学生８２人・高校生２９人＝４６７人）
平成１９年度 児童生徒登録者数内訳は、
（小学生３５３人・中学生１０４人・高校生３６人＝４９３人）
※人口は各年４月１日現在、児童生徒数は各年５月１日現在（児童生徒は小・中・高生を対象）
図書購入費
（千円）

購入冊数
(冊)

平成２３年度

３，７２３

２，３９２

８０９

３３．８２

交

３，７２３

９０８

５１５

５６．７２

７，４４６

３，３００

１，３２４

３，９１７

２，４９２

８１３

合

付

金
計

平成１９年度

貸出冊数

購入児童書
冊数（冊）

蔵書数
（冊）

児童書
蔵書数（冊）

童書蔵書数/
蔵書数×100（％）

７８，７９５

２４，０３８

３０．５１

４０．１２

７８，７９５

２４，０３８

３０．５１

３２．６２

７３，１６６

２０，２７６

２７．７１

購入児童書冊数/
購入冊数×100（％）

（a）/貸出冊数×100（％）

児童書貸出

児童書貸出冊数/

（冊）

冊数（冊）

貸出冊数×100（％）

平成２３年度

６９，８７４

２７，４０５

３９．２２

２１．４２

２．５３

０．６９

平成１９年度

６４，５８７

２５，１２１

３８．８９

１７．８４

２．７７

０．６７

(a)＝小学生貸出冊数

(a)＝中学生貸出冊数

(a)＝高校生貸出冊数

平成２３年度学年別貸出冊数の内訳は、
（小学生 14,967 冊・中学生 1,767 冊・高校生 479 冊）
平成１９年度学年別貸出冊数の内訳は、
（小学生 11,522 冊・中学生 1,821 冊・高校生 433 冊）
※児童書貸出冊数＝小学生貸出冊数と一般・児童書貸出冊数の合計

平成１９年度と平成２３年度の児童生徒の動向を比較すると、図書館登録者数の割合に大
きな変化は見られません。平成２３年度の図書購入については、地域活性化対策費の住民生
活に光をそそぐ交付金※5（３，７２３千円）により別途専門書等を購入したところです。ま
た、従来の図書購入費は平成１９年度と比べ１９４千円減少しましたが、購入冊数は、８０
８冊の増加が見られます。また、注目すべきところは、少子化、人口減少の進む中で貸出冊
数が２，２８４冊増加した点です。これは小学生の貸出冊数が増加したことによるものと分
析できます。総体的に小学校から中学、高校へと進むにつれ図書館の利用が減少する傾向に
ありますが、これは学校生活が忙しくなり、興味や行動半径の拡大により読書への興味が薄
れるためと思われます。しかし、この時期は教養を身に付け、個性を磨き、想像力や判断力
をはぐくむと同時に、読書をする根気を養って、生涯にわたる読書習慣を身に付ける大切な
時期でもありますので家庭の協力が必要不可欠です。
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（１）森町の図書館利用状況
当町では、小学生に関しては、読み聞かせや月ごと・半年ごと・年間の個人別の貸し出し
冊数を集計し、
「だれが一番読んだかな」という統計を、氏名、読書冊数、学校名･学年を図
書館に掲示したり、
「今月の本棚」で知らせることで多少でも読書に関心を示してもらう効果
があるかと推測されますが、中学・高校生については生涯にわたる読書習慣を身に付ける大
切な時期であるにもかかわらず利用が低迷しています。近年の動向は下記のとおりです。
① 図書館の利用者数（平成１９年度から平成２３年度：人）
2500
2000

小学校男子
小学生女子
中学生男子
中学生女子
高校生男子
高校生女子

1500
1000
500
0

H１９

Ｈ２０

Ｈ２１

Ｈ２２

Ｈ２３

（人）
項 目
小学生男子
小学生女子
中学生男子
中学生女子
高校生男子
高校生女子
計

平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度
1,207
1,300
1,391
1,464
1,219
1,489
1,737
1,769
1,960
2,040
164
71
61
53
155
213
168
206
239
169
27
41
49
51
33
78

108

68

36

60

3,178

3,425

3,544

3,803

3,676

１．小学生は、平成 19 年度から平成 22 年度まで順調に増加しているが、平成 23 年度は
前年度より若干減少している。
２．中学生は、平成 19 年度をピークに一時減少したが、近年は増加傾向にある。
３．高校生は、平成 20 年度をピークに減少したが、近年は若干増加している。
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② 図書館の図書利用状況（平成１９年度から平成２３年度：冊）

10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

小学生男子
小学生女子
中学生男子
中学生女子
高校生男子
高校生女子

Ｈ１９

Ｈ２０

Ｈ２１

Ｈ２２

Ｈ２３

（冊）
項 目

平成 19 年度

平成 20 年度

平成 21 年度

平成 22 年度

平成 23 年度

小学生男子
小学生女子
中学生男子
中学生女子
高校生男子
高校生女子

5,326
6,196
660
1,127
143
290

5,723
7,765
357
964
205
828

6,173
8,112
273
1,138
194
353

6,385
8,787
179
1,343
271
226

5,318
9,649
878
889
157
322

計

13,742

15,842

16,243

17,191

17,213

１．小学生は、平成 19 年度から順調に増加しているが、平成 23 年度は前年度より
若干減少している。
２．中学生は、平成 19 年度をピークに一時減少したが、近年は増加傾向にある。
３．高校生は、平成 20 年度をピークに減少している。
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３章 子どもの読書活動推進計画の背景
１．計画の目標
① 子どもの読書活動の環境整備
② 子どもの読書に親しむための機会提供
③ 子どもの読書活動の啓発活動
２．計画の期間
平成２５年度から平成２９年度までの５か年とし、必要に応じて見直しを行います。
３．計画の対象
０歳からおおむね１８歳までの子どもを対象とします。
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第４章 読書活動推進のための取り組み
１．家庭・地域における読書活動の推進
子どもの読書習慣は乳幼児期からの日常の家庭環境から育まれます。そのため子どもの生
活の中に本とふれあう読書環境づくりが必要です。
また、子どもに｢読みたい｣｢読んであげたい｣という意識をおこさせるような本を身近に整
備する読書環境作りを推進します。
また、子どもたちの読書活動を推進する地域のサークルを育成する取り組みも必要です。
《推進方策》
①乳幼児期からの読み聞かせなど、読書活動の啓発の推進
②移動図書配本所※6 での図書コーナーの充実
③「読み聞かせ会」※7 などのボランティアサークルの育成と読書活動の奨励
④読み聞かせ講習会の開催による読み聞かせなどの啓発の推進
２．学校における読書活動の推進
小学校・中学校・高等学校それぞれの段階での読書指導は、児童生徒が本に親しみ、読書
活動を身につけさせる上で大切なことです。
また、学校図書館の利用向上を図るためには、児童生徒相互に本を紹介しあったり、読後
感想を交流しあったりする機会の設定などが重要です。
学校図書館は、子どもたちの総合的な学習を支えるための「学習情報センター」であり、
子どもたちのオアシスとしての「読書センター」の機能を充分に発揮することが大切です。
そのためにも、学校図書館の整備・充実を進めるための対策が必要となってきています。
《推進方策》
① 読書タイムの設置※8、読書目標などを設定することにより、子どもたちへの読書の促
進ならびに読書習慣の継続の奨励
② 子どもたちの読書意欲を高揚させるような資料の整備や、図書委員会の活動の中で児
童生徒相互に本の紹介や感想の交流ができる機会の設定の推進
３．図書館における読書活動の推進
地域の図書館が「ブックスタート事業」※9 をはじめ読み聞かせなどを通して、家庭・地域・
学校などと連携、協力して子どもの読書活動の充実を推進します。
《推進方策》
① 保健センターと連携した、６か月健診時における「ブックスタート事業」の実施
② 現在、約４５０冊所蔵している「赤ちゃんコーナー」の拡充を図る
③ 「総合的な学習」※10 に対応した図書・資料の整備と活用の促進やレファレンスサービ
ス※11 の充実
④「子ども読書の日（４月２３日）
」※12 や「子どもの読書週間※13（４月２３日～５月１２
日）
」についての住民への理解・周知の促進と事業の実施
⑤ 幼稚園・保育所などへの絵本や児童図書※14 の配本の実施
⑥ 園児・児童生徒などの図書館見学と利用の促進
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⑦ 乳幼児から小学校低学年までを対象にした図書館利用をすすめる案内や冊子などの作
成と配布
⑧ 中学校、高校が行っている職場体験を通しての啓発
⑨ 図書館まつり（青空図書館※15・本の交換市※16 やボランティアによる読み聞かせ、あ
そびの広場※17）などの実施
⑩ 中学生による「総合的な学習」の受入実施
４．関係機関の連携・協力における読書活動の推進
子どもの読書活動を推進するために、学校・図書館・関係機関が連携し、子どもたちがい
つでもどこでも図書に親しめるような生活環境の整備が必要です。
《推進方策》
① 幼稚園・保育所・学校への図書館利用の促進のための施設利用見学等を通じた連携の
強化
② ヤングアダルト（YA）※18、大型絵本※19 のリストを作成し学校、保育所等に配布して
読書活動の推進
③ 保健センターで行われる６か月健診時に実施している「ブックスタート事業」におけ
る図書館利用案内、事業案内、赤ちゃん絵本リストの配付
５．読書活動を推進するための諸条件の整備・充実
子どもの読書要求に応えるには、読書意欲をかきたてるような豊富で多様な図書・資料の
整備が必要です。
それぞれの施設整備の充実はもとより、既存の施設・設備も有効利用できるような連携体
制の整備が必要です。
《推進方策》
① 学校図書館の整備・充実
② 図書館の児童コーナーの整備と図書・資料の充実
③ 幼稚園・保育所・学校などへの移動図書配本活動の継続及び強化
④ 公民館図書室との連携
６．子どもの読書活動を推進するための啓発・広報
子どもの読書活動を推進するため、その意義や大切さを理解し、関心を高めるように様々
な方法で啓発することが必要です。
《推進方策》
① 「広報もりまち」
「もりの教育」をはじめとした広報誌等の配布及び森町公式ホームペ
ージを活用した新刊図書案内や事業案内などの情報提供と意識啓発の継続
② 読書活動を啓発する事業の実施と子ども向け利用案内の作成と配布
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資 料
１．子どもの読書活動の推進に関する法律（平成１３年１２月１２日施行）
○子どもの読書活動の推進に関する法律
(平成十三年十二月十二日)
(法律第百五十四号)
第百五十三回臨時国会
第一次小泉内閣
子どもの読書活動の推進に関する法律をここに公布する。
子どもの読書活動の推進に関する法律
(目的)
第一条 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、並びに国及び地方
公共団体の責務等を明らかにするとともに、子どもの読書活動の推進に関する必要な事項
を定めることにより、子どもの読書活動の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、
もって子どもの健やかな成長に資することを目的とする。
(基本理念)
第二条 子ども(おおむね十八歳以下の者をいう。以下同じ。)の読書活動は、子どもが、言
葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、創造力を豊かなものにし、人生をより深く生きる
力を身に付けていく上で欠くことのできないものであることにかんがみ、すべての子ども
があらゆる機会とあらゆる場所において自主的に読書活動を行うことができるよう、積極
的にそのための環境の整備が推進されなければならない。
(国の責務)
第三条 国は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。) にのっとり、子どもの読書活動
の推進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
(地方公共団体の責務)
第四条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の実情を
踏まえ、子どもの読書活動の推進に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。
(事業者の努力)
第五条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、基本理念にのっとり、子どもの読書
活動が推進されるよう、子どもの健やかな成長に資する書籍等の提供に努めるものとする。
(保護者の役割)
第六条 父母その他の保護者は、子どもの読書活動の機会の充実及び読書活動の習慣化に積
極的な役割を果たすものとする。
(関係機関等との連携強化)
第七条 国及び地方公共団体は、子どもの読書活動の推進に関する施策が円滑に実施される
よう、学校、図書館その他の関係機関及び民間団体との連携の強化その他必要な体制の整
備に努めるものとする。
(子ども読書活動推進基本計画)
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第八条 政府は、子どもの読書活動の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るた
め、子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画(以下「子ども読書活動推進基本計画」
という。)を策定しなければならない。
２ 政府は、子ども読書活動推進基本計画を策定したときは、遅滞なく、これを国会に報告
するとともに、公表しなければならない。
３ 前項の規定は、子ども読書活動推進基本計画の変更について準用する。
(都道府県子ども読書活動推進計画等)
第九条 都道府県は、子ども読書活動推進基本計画を基本とするとともに、当該都道府県に
おける子どもの読書活動の推進の状況等を踏まえ、当該都道府県における子どもの読書活
動の推進に関する施策についての計画(以下「都道府県子ども読書活動推進計画」という。)
を策定するよう努めなければならない。
２ 市町村は、子ども読書活動推進基本計画(都道府県子ども読書活動推進計画が策定されて
いるときは、子ども読書活動推進基本計画及び都道府県子ども読書活動推進計画)を基本と
するとともに、当該市町村における子どもの読書活動の推進の状況等を踏まえ、当該市町
村における子どもの読書活動の推進に関する施策についての計画(以下「市町村子ども読書
活動推進計画」という。)を策定するよう努めなければならない。
３ 都道府県又は市町村は、都道府県子ども読書活動推進計画又は市町村子ども読書活動推
進計画を策定したときは、これを公表しなければならない。
４ 前項の規定は、都道府県子ども読書活動推進計画又は市町村子ども読書活動推進計画の
変更について準用する。
(子ども読書の日)
第十条 国民の間に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ため、子ども読書の日を設ける。
２ 子ども読書の日は、四月二十三日とする。
３ 国及び地方公共団体は、子ども読書の日の趣旨にふさわしい事業を実施するよう努めな
ければならない。
(財政上の措置等)
第十一条 国及び地方公共団体は、子どもの読書活動の推進に関する施策を実施するため必
要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
○ 衆議院文部科学委員会における付帯決議
政府は、本法施工に当たり、次の事項について配慮すべきである。
一 本法は、子どもの自主的な読書活動が推進されるよう必要な施策を講じて環境を整
備していくものであり、行政が不当に干渉することのないようにすること。
二 民意を反映し、子ども読書活動推進基本計画を速やかに策定し、子どもの読書活動
の推進に関する施策の確立とその具体化に努めること。
三 子どもがあらゆる機会とあらゆる場所において、本と親しみ、本を楽しむことでき
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る環境作りのため、学校図書館、公共図書館等の整備充実に努めること。
四 学校図書館、公共図書館等が図書を購入するに当たっては、その自主性を尊重する
こと。
五 子どもの健やかな成長に資する書籍等については、事業者がそれぞれの自主的判断
に基づき提供に努めること。
六 国及び地方公共団体が実施する子ども読書の日の趣旨にふさわしい事業への子ども
の参加については、その自主性を尊重すること。
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２．子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画（第一次）
「子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画」
１ 基本計画策定の根拠
（１）平成１３年１２月に議員立法により制定された「子どもの読書活動の推進に関する法
律」
（資料１）に基づき、施策の総合的かつ計画的な推進を図るため策定・公表
（２）子どもが自主的に読書活動を行うことができるよう、環境の整備を推進
（３）おおむね５年間（平成１４年度～平成１８年度）にわたる施策の基本的方向と具体的
な方策
２．基本計画の概要
（１）家庭、地域、学校を通じた、子どもが読書に親しむ機会の提供
① 家庭教育に関する学習機会等を通じた、親に対する、読書の重要性の理解の促進
② 図書館等でお話会などの活動や関係機関と連携した取組の充実
③ 「子どもゆめ基金」の助成による、民間団体の活動の支援
④ 学校における学習活動を通じた読書活動の推進
⑤ 学校における「朝の読書」の奨励や目標を設定すること等による、読書週間の確
立
（２）図書資料の整備などの諸条件の整備・充実
① 図書館や公民館図書室など地域における読書環境の整備
② 図書館の図書資料の整備や情報化の推進
③ 図書館司書の養成・研修の充実と適切な配置
④ 学校図書館整備５カ年計画による図書資料の計画的整備（公立義務教育諸学校につ
いて、平成１４年度から毎年約１３０億円、５か年で総額約６５０億円の地方交付
税措置
⑤ 学校図書館の情報化の推進
⑥ 司書教諭の発令の促進、学校図書館担当事務職員の配置やボランティアの協力
（３）学校、図書館などの関係機関、民間団体等が連携協力した取組の推進
図書館を中心とした他の図書館、学校図書館、保健センターなどの関係機関、国際
子ども図書館との連携協力。地域の推進体制の整備等
（１） 社会的気運醸成のための普及・啓発
① 子ども読書の日（４月２３日）を中心とした全国的な啓発広報
② 文部科学省の専用ホームページによる関連情報の広範な提供
（２） 本計画に掲げられた各種施策の実施のため、必要な財政上の措置を講じるよう努
める
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４．用語の説明
用語※１【子どもの読書活動推進に関する法律】
・・平成１３年１２月に公布され、子ども
（概ね１８歳以下）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
務を明らかにすると共に、政府が基本計画を策定・公表することや４月２３日を
「子ども読書の日」と制定した。全国各地で子ども読書に関する催しが行われる。
用語※２【司書教諭】
・・司書教諭とは、学校図書館において、児童・生徒の読書指導をする
先生であり、図書館における司書と同様、書籍の購入計画・整理や貸し出しなどの管
理業務を行う教諭のことである。学校図書館法第５条で１２学級以上の学校に司書教
諭の配置が義務付けられている。
用語※３【次代を担う子どもの心をはぐくむ北の読書プラン】
・・北海道の政策の基本的な方
向を総合的に示す教育分野の計画である「北海道教育推進計画」の施策項目の一つ
に位置付け、北海道子供読書推進計画の５年間の成果と課題を踏まえ、新たに北海道
で策定された計画。
用語※４【北海道子どもの読書推進計画】
・・子どもの読書活動の推進に関する法律が施行さ
れたのを受け、北海道のすべての子どもがあらゆる機会とあらゆる場所において、自
主的に読書活動を行うことができるよう環境づくりの施策を推進するために北海道が
定めた計画。
用語※５【地域活性化対策費の住民生活に光をそそぐ交付金】
・・国の単年度の交付金事業で
地域の活性化を図るため、平成２２年度に臨時の交付金として繰越明許費として平成
２３年度に使用。
用語※６【移動図書配本所】
・・図書館を中心に概ね半径１ｋｍ以上離れた、小学校、幼稚園、
保育所、郵便局等の公共施設等を対象に、月１回読書普及活動の一環として配本サー
ビスを実施。
（現在２１ヶ所）
用語※７【読み聞かせ】
・・主として乳幼児から小学生の子どもに対して、読者がともに絵本
などを見ながら読んで聞かせること。ボランティアや図書館職員、教師による読み聞
かせ。
ボランティアによる読み聞かせは次のとおり。
（毎月）
毎月第１第３土曜日～おやこころんの会
毎月第２第４土曜日～はらぺこあおむし
用語※８【読書タイム】
・・朝の読書として学校で行う読書の時間を指す。朝の１０数分、児
童・生徒が持参した本を読み、読書習慣を身に付けるきっかけ作りとして取り入れて
いる学校が多い。
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用語※９【ブックスタート事業】
・・乳幼児期から本に出会わせることで、読書への動機付け、
親子のふれあいを深めようとする運動。森町では６か月健診時に実施し、ブックスタ
ートパック（絵本２冊、赤ちゃん絵本所蔵リスト、布製バッグ、図書館利用案内、事
業案内など）を手渡している。
用語※１０【総合的な学習】
・・教科の枠や領域を超え、児童・生徒が主体的に横断的総合的
な課題学習、探究的な学習を行う時間。児童生徒自らが課題を見つけ、自ら考え、主体
的に判断し、よりよく問題を解決する資質や能力を育成することをなどをねらいとして
いる。
用語※１１【レファレンスサービス】
・・図書館の利用者が学習・研究・調査の目的のために
必要な資料及び情報を求めた際に、図書館員が情報そのもの、あるいはそのために必
要とされる資料と機能を検索・提供・回答することによってこれを助ける業務。
用語※１２【子ども読書の日】
・・
「子どもの読書活動推進に関する法律」第１０条第２項に
により、４月２３日を読書の日と制定した。
用語※１３【子どもの読書週間】
・・子どもの読書活動についての関心と理解を深め、子ども
が積極的に読書活動を行う意欲を高める目的として、
「子どもの読書活動推進に関す
る法律」第１０条第２項により、
「子ども読書の日」と制定した４月２３日から
５月５日の「子どもの日」を含んだ５月１２日までの３週間。
用語※１４【児童図書】
・・幼児向きの絵本や童話、児童文学など、少年少女向きの書物を総
称していう。そのほか、古典や名作文学を児童向きに改作したり、その一部を抽出し
たもの、用語・用字のみを平易にしたものなども含まれる。
用語※１５【青空図書館】
・・青空の下で親と子が一緒に読書に親しむ機会を設け、より一層
の読書の習慣化を図るとともに、豊かな情操の形成に資することを目的とする。
用語※１６【本の交換市】
・・家庭で読み終わり、眠っている本を持ち寄り、お互い交換しあ
い有効活用を図るとともに、本に親しむ生活を奨励することを目的とする。
用語※１７【あそびの広場】
・・図書館では年３回（春休み、図書館まつり、読書週間）子ど
もを対象に絵本の読み聞かせや折り紙あそび、伝承あそびを実施。
用語※１８【ヤングアダルト】
・・ヤングアダルト（YA）とは、中高生ぐらいの十代の若者
を指す言葉。
「子どもの本では、物足りない。大人の本ではわからない。
」そういった
世代に向けて、YAコーナーを設置している。
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用語※１９【大型絵本】
・・一度に大勢の子どもたちを対象に読み聞かせをするために、作者
の許可を得て拡大制作された絵本。その他に行事用読み聞かせ関連では、エプロンシ
アター※19-1紙芝居※19-2も所蔵している。
用語※１９-１【エプロンシアター】・・エプロンを使った幼児向けの劇。ポケットやマジッ
クテープなど、さまざまな仕掛けがついたエプロンを劇場に見立て、人形を使って
お話を展開する表現遊び教材。
（１９－１）
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