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子どもの読書活動は、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、他者との関わりを築きながら人生をより深く魅力的な

ものにしていく基盤を形づくるものです。国はそうした読書のもつ計り知れな

い価値を認識し、子どもの読書活動を国を挙げて支援するため、平成 12 年を「子

ども読書年」と定め、平成 13 年には「子どもの読書活動の推進に関する法律」

を施行しました。この法律は、すべての子どもが自主的に読書活動を行うこと

ができるよう、また適切な時期に適切な本に出会い、読書が楽しめるように、

諸条件を積極的に整え、環境の整備・醸成を図ることを基本理念としています。  

また、岐阜県も平成２７年に「岐阜県子どもの読書活動推進計画（第３次）」

を作成し、地域の子どもの読書活動の推進状況を踏まえた独自の読書活動推進

計画の策定に努めるよう求めています。  

本市においても、次代を担う子どもを育成していくため、地域と学校と図書

館とが協力し合って活動を推進することを目指しています。  

平成１９年６月に、「第１次岐阜市子どもの読書活動推進計画」を策定し、サ

ービスを提供してきましたが、平成２７年７月にはみんなの森 ぎふメディアコ

スモス（以下ぎふメディアコスモスとする）内に「知の拠点」として岐阜市立

中央図書館が開館するなど、読書環境も大きく変化しています。 

子どもの読書活動の推進への動きを受けて、本市が取り組むべきことを示す

とともに、子どもの人生がより豊かなものとなることを願い、すべての子ども

が読書活動に取り組むことができる環境作りを図っていくことを目的として

「第２次岐阜市子どもの読書活動推進計画」を策定します。  
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（１）計画期間中の主な事業 

① 市立図書館※注１の司書が小学校、中学校に出向いて、ブックトーク※注

２の実施を開始しました。

② おはなし派遣のボランティアを育成し、小学校へのおはなし派遣を継続

して実施しています。 

③ ヤングアダルト※注３コーナーを分館に設置し、中・高生向けの本を充実

させました。 

④ 地元のサッカーチームＦＣ岐阜との連携を開始し選手おすすめの本を紹

介したり、グッズを展示して、スポーツ好きの中・高生に図書館をアピ

ールしました。 

※注１）市立図書館:中央図書館及び分館・図書室全体の総称 

※注２）一定のテーマを立てて一定時間内に何冊かの本を順序だてて紹介すること 

※注３）13〜19 歳の世代の人たちに対して使われる言葉で「若いおとな」という意味 

 

 

（２）計画期間中の主な課題 

① 市立図書館の来館者数・利用登録者数・貸出し冊数を増加させること 

② 市立図書館のブックトーク派遣を増加させること 

③ 市立小・中学校の団体貸出冊数を増やすためのネットワーク便を新しく

運行させること 

④ 市立図書館システムを学校図書館システムと連携させることが可能にな

るよう図書館システムの改修を進めていくこと。 

 

第１次の計画策定時から岐阜市における読書環境も大きく変化し、平成２７

年に中央図書館が開館したことから第１次の枠組みを継承するだけでは、子ど

もの読書活動の推進には及ばない状況であること、一層の情報化等の社会変化

に対応することを鑑み、第２次の計画では、その枠組みを大きく変えて新たに

作り直していくこととしました。 
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計画策定に際して、読書活動の現状を把握するために今回初めて市内の小中

学生を対象に「子どもの読書活動に関するアンケート調査」を実施しました。

本計画策定にあたって、特に以下の４点に留意いたしました。調査結果の詳細

については、資料編で後述しています。 

 

●質問４・５・１１・１２・１４ 多くの設問回答にみられるように、中学生になると読書量、

頻度ともに減少する傾向が見られる。また、本が嫌い、あまり好きではないも増加。 

 中学生の読書離れは全国的な課題となっていますが、小学生から中学生への断

層をどう埋めていけば良いのか、交流や発表、表現の場などの設定を工夫しな

がら、その具体的な方策を導いていく必要があります。 

 

●質問３ 休みの日に「本を読む子ども」は、小学生で9.7％、中学生で7.5％しかいな

い。 

「勉強をする」、「テレビを見る」、「ゲーム（スマートフォンもふくむ）をす

る」という回答に比べて大きく下回っています。本は好きだから読むというだ

けのものではなく、広く捉えれば、自分で考えるためのスキルや方法、生きる

力につながるものです。その点からみれば、子どもの豊かな育ちにおいては大

きな課題があると言わざるを得ません。せめて、勉強、テレビ、ゲームという

選択肢と同等のレベルに読書も並んでほしいところです。 

 

●質問１０ 読書をしない小中学生への問いでは、「読書より面白いことがある」が、

全体で 21.4％を占めた。 

「忙しくて時間がない」（全体 15.6％）を小中学生ともに上回ったことに着目

する必要があります。小中学生、乳幼児期も含めて、読書活動の中身を問い直

す必要があるのではないでしょうか。 

 

●質問１２ 「１か月に何冊、学校図書館で本を借りるか」は、中学生の 48.2％が 1～3

冊と答えたのに対し、小学生では 35.8％が 10冊以上と回答。 

一方、「借りない」と回答した小学生が 2.8%、中学生が 15.4％、存在している。 

小中学生で本を読まない子どもが存在しています。この層にどのようにアプ

ローチしていけばよいのでしょうか。 

数から言えば、小学生は本を読んでいる子どもの割合が多く、このことは希望

といえます。ここからどう中学生への読書の橋渡しができるかを考えていく必
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要があります。 

 

これまでの日常的な読書活動により、一定の成果は出ています。しかし、読

書活動の習慣化は定着しているとはまだまだ考えづらいです。ではどうすれば、

子どもたちは読書を学校・生活の中に習慣化してくれるのでしょうか。特に、

本に興味を示さない子どもたちを、どう読書に振り向かせるのかを考える時に、

読書が面白い、楽しくなるための方法を取り入れていく必要があると考えます。

そのひとつの方法として、「共読」※注４という読書の幅ややり方を広げる新し

いスタイルにも着目したことをはじめに述べておきます。 

※注４）子どもが本を読んで感じた気持ちを、自分ひとりで完結させないで、家族や友

だちなど他の人と伝えあい、語りあうこと 

 

 

 

  

 

 

子どもたちに、こんな風に生きてみたいという生きる希望を与えてくれるの

が読書です。 

物語を想像すること、他者を知ること、世界や歴史上の人物を知ること、自

分を知ること。それらを可能にする子どもたち自身が自分と向き合う時間が何

にもまして大切です。 

 

読書は、「子どもの幸せを実現する」ための魅力的なドアです。 

ドアをひらくのは子どもたち自身ですが、子どもたちがドアをひらこうとす

る意欲や気持ちをかきたてるためのいきいきとした読書環境を用意するのはす

べてのおとなの役割です。 

 

子どもたちが、「人」を通して、学校や家庭や図書館で様々な「本」と出あい、

お互いの「学び」を深めていく。そんな「人」「本」「学び」の循環をぐるぐる

とまわして子どもたちのサポートを広げていきます。 

１基本理念 
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（１）子どもたちが読書を通して「読書が楽しい」「本が読みたい」気持ちがわ

きあがる活動を進めます。 

① 子どもの自主性、自発性を引き出す取り組みをします。 

② 読書の楽しさを伝える事業を実施します。 

③ 様々な場所で本との出会いの機会を増やします。 

④ 共読することの楽しさを伝えます。 

⑤ 本を読んで感じたことや考えたことを表現できる、社会と関わりをもつ

機会をつくります。 

 

（２）子どもの読書活動を推進する環境づくりと、援助する人材を育成します。 

 

（３）家庭、地域、学校、市立図書館など様々なセクターをつなぎ合って、一

体となった読書活動を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本を読んで感じた気持ちを、言葉で相手に届けたり、相手とキャッチ

ボールしたり、文章や絵や様々な手段で表現することで、家族や友だち

など他の人に伝える力やお互いに伝えあう力を育むことをめざして、読

書活動を進めています。 

 また、コミュニケーション力を高める機会や、情報発信の場を提供し

ます。 

 

 

 

＜活動方針１＞  子どもの主体的な読書活動の推進 

 

＜活動方針２＞  子どもの読書活動の啓発、広報の推進 

 

 

２基本目標 

 

３活動方針 
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読書の喜びを子どもたちに伝え、子どもたちの知的好奇心を引き出す

ため、本と人が響きあう読書方法やスタイルを工夫しながら本が好きな

子どもたちにも、本に興味がわかない子どもたちにも届けていきます。 

 

 

 

 

質の高い読書活動のためには、これを支援してくれる人の存在が不可

欠です。 

読書の社会的意義を理解し、子どもの読書活動の推進を支援してくれ

る専門能力を備えた人材を育成します。また、子どもの読書に関わる関

係者を集めたプラットホームづくりを進めていきます。 

 

 

 

 

学校（図書館や保護者を含む）と市立図書館がつながりながら、子ど

もたちの読書活動を活発にする取り組みを深め広げあいます。 

 

 

 

 

 この計画は、「子どもの読書活動の推進に関する法律」に基づき策定された国

の「子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画」及び県の「岐阜県子ども

の読書活動推進計画（第三次）」を踏まえ、他の計画との整合性を図るとともに、

岐阜市の読書活動推進に関する方針と具体的施策を明らかにし、策定します。 

 

 

 

 

 

 図書館法に基づき設置した、岐阜市立図書館協議会の中に部会を設けて策定

します。 

 また、小・中学校の児童・生徒からアンケートを取るとともに、市民から幅

＜活動方針３＞  子どもの読書活動推進のための人材育成と推進ネットワークづくり 

 

 

 

＜活動方針４＞  学校と市立図書館をむすぶ 

 

 

 

 

４推進計画の位置付け 

 

 

５推進計画の策定方法 
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広い意見を得るために、パブリック・コメントを実施します。 

 

 

 

 

 

 推進計画期間は、平成２９年度から平成３３年度までの５年間とします。た

だし、必要に応じて、方向の確認や中身の刷新を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 推進計画の子どもとは、０歳からおおむね１８歳以下の者を対象とします。

６推進計画の期間 

 

 

７推進計画の対象 
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 本市では、本を読んで感じた気持ちを言葉で相手に届けたり、相手とキャッ

チボールしたり、文章や絵や様々な手段で表現することで、家族や友だちなど

他の人に伝える力やお互いに伝えあう力を育むことをめざして、読書活動を進

めています。 

 また、コミュニケーション力を高める機会や、情報発信の場を提供します。 

 

 

 

 

 

 

 子どもの読書週間は、日々の生活を通して身につくものであり、子どもが本

と触れあうことのできる最も身近な場所が家庭です。このため、家庭において

は、子どもの身近に本を置き、読み聞かせをしたり、子どもと一緒に本を読ん

だり、図書館など本がある環境に出向いたりと、様々な手段で子どもが読書に

親しみ、本を読む喜びを感じる機会を作ることが重要です。また、読書を通じ

て家庭で感じたり考えたりしたことを語りあったりするなどして、子どもが気

持ちを言語化し、他の人に伝える力を育むことで、子どもの成長にもつながり、

家族間のコミュニケーションを深めることにもなります。 

 

 

 

 

 

 

① ブックスタート関連事業の実施 

家庭での読み聞かせを始めるきっかけとして、市立図書館では平成１５年度

活動方針１ 子どもの主体的な読書活動の推進 

（１）子どもの読書活動推進における家庭・地域の役割 

家庭・地域で読書活動を推進するための取り組み 
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より「絵本といっしょ」事業をブックスタートに関連する事業として実施して

います。 

 この「絵本といっしょ」事業は、赤ちゃんに絵本を読み聞かせることで、親

子がふれあう楽しい時間を持ってもらうために始まりました。 

絵本を読み聞かせることで、赤ちゃんの時から本に親しみ、赤ちゃんの豊か

な人間性を育むきっかけになります。 

乳幼児に対する取り組みとして、毎月、北、中、南市民健康センターで行わ

れる１０ヶ月児健康診査を受診に来られた親子を対象として、読み聞かせの大

切さをＰＲすることを目的に、赤ちゃんへのおすすめの絵本や離乳食などの育

児支援の本の紹介、読み聞かせの実施、図書館利用カードの作成、図書の貸出

しを行っています。 

 １０ヶ月の赤ちゃんは、まだ字を読んだりことばの意味を理解したりするこ

とはできないと思われますが、家庭での読み聞かせを行うことによって、絵本

の絵を見つめたり指さしをしたり、繰り返しのことばのリズムを感じたりして、

絵本を楽しむことができます。また、読んでくれる身近な人の声や表情を見て、

その温かい記憶を心に残し本に愛着を感じることにより、その後の読書活動の

推進になるとも考えられます。 

この事業は、地域のボランティアの方にも協力いただき、保健センターと市

立図書館の連携により“絵本はこころの栄養素”をスローガンに、絵本を介し

た親子のふれあいをお手伝いしています。 

 

◆今後の目標 【継続】 

○１０ヶ月の赤ちゃんとその保護者に読み聞かせの大切さをＰＲし、利用登

録・貸出し数・図書館でのおはなし会の参加が増加するよう、市立図書館の

利用を促進していきます。 

 

 

 

 

※赤ちゃん絵本や育児支援の本の紹介（冊子の配布） 

※絵本を介した親子のふれあい支援（読み聞かせの実演） 

※市立図書館の紹介（おはなし会のちらし配布）  

※利用カードの登録・貸出 
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② ドリームシアター岐阜における活動の推進 

 ドリームシアター岐阜は、岐阜市中心部にある、青少年をはじめとする総合

文化活動の拠点施設です。 

 この施設では、月に１回、登録ボランティアによる幼児から小学生とその家

族を対象としたおはなし会を実施しています。読み聞かせやパネルシアター、

人形劇なども開催しています。 

 また、施設内に絵本・ミニイベントコーナーがあり、毎月テーマを設定して

市立図書館と連携し図書館の本を利用して「おすすめ絵本紹介コーナー」を設

置しています。 

 

◆今後の目標 【継続】 

○他の公共施設と協力し、おすすめ絵本紹介コーナーを充実させるなど、読

書環境の推進を進めていきます。 

 

                 

 

 

③ 科学館における活動の推進 

 科学館では、平成２７年度から中央図書館と連携して、ぎふメディアコスモ

スみんなの広場カオカオで、「みんなの森の天体観望会」を実施しており、平成

２８年度からは年３回程度の実施を予定しています。 

 この広場で開催することによって、実際に今見た星のことをすぐに図書館の

資料で調べたりできるメリットがあり、科学教育の向上と天文教育の普及にな

っています。図書館でも科学の本を充実させており、ブックトークでも科学本

の紹介を行っていますが、より子どもたちに興味をもってもらう相乗効果が期

待できます。 

一方柳津図書室でも、独自にサイエンスおはなし会を毎年開催して、科学へ

の興味を湧き立たせる本の紹介もしています。今後も継続して科学分野での読
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書活動を推進していきます。 

 

◆今後の目標 【拡大】 

○科学館と図書館が連携して、天体観望会を定着させていくと共に、科学分

野に関わる読書環境の整備に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子どもの読書活動を支えるためには、子どもの近くに本があるという環境を

整備することが重要です。市立図書館の役割として、子どもたちへの図書等の

資料充実をさせること、そしてその本を手に取りやすくするための整備をすす

めていくことが大切です。 

そして、「この本おもしろそう」「この本読んでみたい」と読書の楽しさを伝

え本への興味がわきあがるよう、読み聞かせやブックトーク等を行うことも、

子どもの読書推進には有効です。 

また、子どもの育ちを０歳の赤ちゃんから高校生まで継続してサポートでき

る読書環境として、本市においては中央図書館に機能を集約しており、長い期

間をかけてトータルでの子どもの読書活動を支えていきます。 

 

 

 

 

 

（２）子どもの読書活動推進における市立図書館の役割 
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① 市立図書館のネットワーク 

市立図書館は、中央図書館、分館１か所、５か所の図書室（長良図書室、東

部図書室、西部図書室、長森図書室、柳津図書室）があります。 

また、図書室のない５つのコミュニティーセンターへ司書の巡回を行い、地

域に密着した図書館サービスに努めています。 

中央図書館を拠点としたネットワークを新たに整え、分館・各図書室からも

資料の予約、貸出し、返却ができるよう環境整備を進めました。 

 

 

② コンピュータを利用した資料検索機能の充実 

館内の利用者検索システム（ＯＰＡＣ）は、一般用と子ども用の両方の画面

があり、市内のすべての市立図書館で所蔵している資料の検索・予約が行なう

ことができます。同様にインターネットからも検索・予約ができます。 

 

 

③ 「おはなし会」※注５等の開催 

子どもたちが、本と出あう機会となるよう、毎月各館・室では子どもたち向

けのおはなし会を開催しています。 

ボランティアと共に、季節や年齢に合わせて絵本・紙芝居・手遊びといった

プログラムづくりで行っています。 

今後も、子どもたちと本をつなぐきっかけとなるような選書を心がけていき

ます。 

※注５）子どもに対して読書する素地を作る、本への興味を育てることを目的とした会。 

 

 

【わんこカートきららのおはなし会】 

中央図書館には、犬の形をした「わんこカートきらら」がいます。このわん

こカートきららに絵本を入れて、中央図書館の親子のグローブで土・日・祝日

におはなし会を行っています。このおはなし会は平成２７年度より中央図書館

の開館と同時に始まりました。 

中央図書館には、親子のグローブ（０歳から３歳専用スペース）が設置され

市立図書館で読書活動を推進するための取り組み 
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ています。ここは、オープンスペースで、赤ちゃんとその保護者が自由に座っ

たり寝そべったりして、まるで家の居間でくつろぐように過ごせる場所になっ

ています。 

親子のグローブは、普段は０～３歳の子どもたちの専用スペースですが、き

ららのおはなし会の時間は年齢制限なく子どもたちは参加できます。 

定例のおはなし会は、部屋で暗幕を引き、落ちついた環境で行われています。

わんこカートきららのおはなし会は、通常のおはなし会と区別し、場所を見通

しのよい親子のグローブとし、おはなし会の途中でも通りすがりに、気になれ

ばすぐ参加できるゆるやかな環境で行うおはなし会です。このおはなし会が始

まる前には、中央図書館のシンボルとなるキャラクターが、ぎふメディアコス

モスの建物から外へもおさんぽに出かけておはなし会をＰＲし、今まで図書館

には来なかった子どもたちや保護者にも、図書館に親しんでもらうために行っ

ている事業です。 

また、「きらら」という名前は子どもたちから公募した、１，２９４通の中か

ら候補を選出し、子どもたちの投票により選ばれています。 

きららは子どもたちに大人気で、子どもたちが触ったり抱きついたり後を追

いかけたりして、おはなし会に子どもたちを誘ってくれます。 

読み聞かせの方法についても、身ぶり手ぶりを交えて、聞き手の子どもたち

自身の内的な感情の表示を促すような、アクティブなプログラムを取り入れ、

子どもたちが本と親しむ入口として、他のおはなし会とは一線を画し、垣根を

低くして広く読書活動を啓発していきます。 

 

 
 

 

【読み聞かせタイム】 

 中央図書館で、平日の午前中に主に乳幼児向けのおはなし会を開催しています。 
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それぞれのおはなし会では、幅広い年齢の子どもたちに、本と親しむ機会の提

供をしています。子どもたちが、本に興味をもち多くの本と出あうことで、読

書の楽しみを育んでいます。 

 

◆今後の目標 【継続】 

○月７回行っているおはなし会を定着させて、おはなし会に参加する人数を

増やしていきます。特に０～３歳のおはなし会は、１回で定員が超えてしま

う場合は２回行うなど、おはなし会に来館した方が皆参加の機会を得ること

ができるよう対応していきます。 

 

 

④ 木育事業 

この事業の目的は、小さな子どもの頃からいのちを感じる機会として本を通

じて木とふれあえる場を提供するため、平成２７年度から中央図書館で始まり

ました。 

 親子のグローブを木のベンチで囲い、保護者が座ってグローブ内の子どもた

ちを見守れる場所にしました。さらにこの場所に、木の玩具を置いて、ちいさ

な子どもの頃から木にふれることができる機会を提供しています。 

 親子のグローブのすぐ近くにある書架の一角を使って木育に関する図書資料

を司書が選書して、展示及び貸出しを行うスペースを作っています。また木育

おはなし会と銘打って、季節ごとに年４回程度、季節にあった木や自然に関す

る内容や遊びを取り入れたおはなし会も始めています。今後はいのちとふれあ

える場所となるよう緑を育てたり、子どもたちと建物の外にも出かけて周辺の

並木道を散策するなど検討していきます。 

 

◆今後の目標 【継続】 
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○いのちを考える機会を提供し、子育て世代が交流できる場所のひとつにな

るよう、木育を拡げていきます。 

 

 

⑤ 読書ノート「本のお宝帳」の取り組み 

 読書ノート「本のお宝帳」は、子どもの読書の意識を高め、本を読む楽しさ

を知り、感じた思いを伝えられる力を育むことを目的として、平成２７年度か

ら市内の小学生を対象に配布を行っています。 

 ５０冊を達成すると、「本のお宝帳」に達成シールを貼り、おすすめの本の紹

介ページを図書館が集めて展示を行っています。 

 「本のお宝帳」の達成冊数の段階により、称号を授与しています。今後、各

称号の子どもたち同士の集まりの場を設け、情報交換やイベント等を開催して

読書推進を図ります。 

平成２８年度からは、低学年用の読書ノート「本のおたからちょう」を作成

し市内の新小学１年生に配布を開始しました。 

 また、「本のお宝帳」通信を年４回発行し、各小学校の学校図書館の取り組み

紹介をしています。読書ノートの終わりに付いている「おすすめ本の紹介ペー

ジ」を図書館に提出してもらい、原本を学校図書館に展示できるよう返却し、

中央図書館でも複製の展示を行って、子どもたちの声を発信する場を設けてい

ます。 

平成２８年度の夏休みには、第１回目のサブリーダー（読書ノート３冊達成

者）の集いを開き、子ども同士の自己紹介やおすすめ本のポップ作成のワーク

ショップを行いました。 

 

◆今後の目標 【拡大】 

○この読書ノートの取り組みにより、子どもたちが本を読むだけでなく、そ

の楽しさを表現し、感じたことや考えたことを他の人に伝える力を育んでい

きます。同じ称号の子ども同士を交流させて、コミュニケーションを深める

機会を提供していきます。 

 

 

称号 サブリーダー リーダー マスター グランドマスター 

本のお宝帳冊数 ４～６冊目 ７～９冊目 １０～１５冊目 １６冊目～ 
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⑥ 子ども司書養成講座の実施 

子どもの読書啓発のためには、親や学校からの働きかけだけでなく、友人同

士との読書の広がりも効果的となります。学校現場や地域での読書推進のリー

ダーを育成するため、子ども司書養成講座を平成２７年度より行っています。

司書の仕事を知ることはもちろん、子どもたちが本を読むことを通して思った

り考えたりしたことを、友達や大人に自由に、楽しく伝えていける子どもたち

を毎年育てていくことを目的としています。 
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講座は、４日間で全１６講座を開催し、１４講座以上を受講した子を子ども

司書として市立図書館が認定します。 

図書館の仕組みや司書の仕事を学ぶ講座として、図書館の分類や選書、本の

修理、読み聞かせの仕方などを実践も交えながら教わります。また、レファレ

ンスの講座では、利用者の方が本当に探している本を見つけるために、その本

をどんなところで使うのか、どういった目的で使うのかなども聞き、ぴったり

のものを見つけられるコツなども伝えます。 

さらに、おすすめ本の紹介をするブックトークやポップ作り、絵本作りなど、

自分が好きなものや自分の想いを発信する講座も行っています。完成したもの

は最終日にみんなの前で発表会を行います。 

 

・カリキュラム 

講 座 内  容 

①-1 オリエンテーション ・子ども司書とは？ 

①-2 図書館の見学・探索 ・図書館の見学及び自由探索 

①-3 基礎講座 ・図書館と司書について、読書の役割り 

①-4 司書の仕事① ・カウンター、レファレンス、検索 

②-1 司書の仕事② ・ＮＤＣと分類、目録、配架 

②-2 本の分類 ・本のテーマの決め方、分類番号の選び方 

②-3 おはなし会の見学と実践 ・絵本の読み聞かせの見学と体験 

②-4 手作り絵本の製作① ・実際に話を考え、絵本づくりを体験① 

③-1 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄの利用、取材、生涯教育 ・本以外の情報の活かし方を学ぶ 

③-2 手作り絵本の製作② ・実際に話を考え、絵本づくりを体験② 

③-3 本づくりとスクラップブック ・本の作り方（本ができるまでの作業）について 

③-4 司書の仕事③ ・本の面白さを友達に紹介する方法を学ぶ 

④-1 司書の仕事④ ・図書館の本の選び方、修理方法を学ぶ 

④-2 ポップを作ろう ・本のﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲやﾎﾟｯﾌﾟの作り方を学ぶ 

④-3 子ども司書の仕事と活動の内容 ・子ども司書の活躍の場について 

④-4 認定式 ・子ども司書認定証の授与式 

 

 

この講座だけで終わることなく、講座を終えた子ども司書たちが想いを表現

したり、主体的に活躍できる環境を、継続して提供していきます。 

 

◆今後の目標 【拡大】 

○子ども司書に認定された子どもたちが、活動できる場を広げていきます。
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子どもラジオの出演や他のイベント等事業を企画して参画を促します。 

     

 

 

⑦ 子どもラジオの開局 

 平成２７年度から育成している「子ども司書」に次の活躍の場を与え、子ど

も自らが社会に発信していこうとする意思と、子ども同士の情報発信による図

書館事業の周知及び読書推進を促すことを目的に、子ども司書によるラジオ局

「みんなの森 小さな司書のラジオ局」を平成２８年度から開局しています。 

このラジオ局は、ぎふメディアコスモス内でラジオ番組の放送を行っている

市民活動団体「てにておラジオ」との協働で行っているラジオ番組で、収録さ

れた番組は、ぎふメディアコスモス内での放送にとどまらず、「ＦＭわっち」で

も放送されています。 

今後については、子ども司書１期生が中心となってラジオ局を開局しました

が、２期生以降の子ども司書がどんどん仲間に入ってきて、充実したラジオ番

組の制作をしていく喜びが、次の子どもたちに受け継がれていく仕組みに整え

ます。 

◆今後の目標 【継続】 

○ラジオ制作を通じて、仲間と協力して本や図書館の魅力、読書の大切さな

どを伝えていける子どもたちを育成していきます。 
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⑧ ＹＡ（ヤングアダルト）コーナーの設置 

 中学生以上になると、勉学や部活など様々な活動で忙しくなり、本から遠ざ

かっていく子どもたちも増えてくる時期です。そうした、中高生の子どもたち

に、図書館に足を運んでもらい、読書に興味を持ってもらえるよう、中高生向

けのスペースの設置をし、常に５０席を確保しています。ここでは、読書だけ

でなく自習したり、グループで活動したり、各自が自主的に活用できます。 

 掲示板には、ＹＡ世代からの様々な質問や相談に、司書たちが回答した手紙

を常時公開掲示していて、中高生と司書との双方向での文通スタイルによるコ

ミュニケーションを深めています。中高生によるおすすめ本のポップの展示や、

中高生が原稿を作成したおすすめ本冊子「ほんまるけ」の発刊もしています。 

 また、ＹＡ世代への情報発信として、定期的にブログを図書館ホームページ

に掲載するなど、広報に努めています。 

読書離れが進むＹＡ世代が、本を読むことが目的でなくても、家庭や学校以

外で過ごせるアットホームで居心地のよい場所=サードプレイスとして、図書館

を活用することができます。本を手に取る機会もあり、ふとしたことがきっか

けで本を読み始める可能性もあり、本が周りにある環境で過ごす良さがありま

す。図書館で過ごす内に、司書や仲間のＹＡたちが作ったおすすめポップや展

示を見て、様々な事がらに興味を持ったり、掲示板を読んで共感したり、時に

は自ら参加したりする経験をしていくことで、自ら考えたり表現したり、選択

する力を育てていきます。 

 

◆今後の目標 【継続】 

○ＹＡ世代の子どもたちが、自主的に図書館のＹＡの取り組みに参画してい

けるように、ＹＡコーナーの運用や「ほんまるけ」の作成などの活動につい

て意見や提案を積極的に取り入れ、図書館が居場所のひとつになるようにサ

ポートしていきます。 
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⑨ めざせ直木賞作家！ぼくのわたしのショートショート発表会 

 岐阜ゆかりの作家であり、中高生を中心に幅広い人気のある直木賞作家の朝

井リョウ氏を招き、将来作家を目指す中高生の子どもたちの自作短編作品の発

表会を平成２７年度から行っています。子どもたちにはあこがれのプロ作家か

らの言葉をはげみとし、将来の夢実現のための礎としてもらい、公開講座の形

式をとることにより中高生たちの小説を書くことへの関心や読書意欲を喚起し、

作品を発表できる機会を作ることで、将来岐阜市から直木賞作家を輩出する契

機となることを期待しています。 

 

◆今後の目標 【継続】 

○このイベントを通じて、本物にふれる機会や生きる力の基となる感性を磨

くための文章表現スキルを掴んでもらえるよう取り組んでいきます。 
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子どもの読書習慣を身に付けていく上で、学校はとても大きな役割がありま

す。学校図書館は、すべての子どもが利用することのできる、一番身近な図書

館です。学校教育法においても、義務教育として行われる普通教育の目標の一

つとして、「読書に親しませ、生活に必要な国語を正しく理解し、使用する基礎

的な能力を養うこと」（第 21 条第５号）が規定されています。 

学校においては、子どもが生涯を通じて読書に親しみ、読書を楽しむ習慣を

形成するため、発達の段階に応じた読書指導を行うことが求められます。 

さらに、子どもの読書活動を支援し、読書指導を充実させていくには、学校

図書館の資料の収集や整理、書架の工夫、推薦図書の紹介など、環境を整備し

ていくことが重要です。それには、各学校に学校司書を配置するなど人員確保

の問題や、地域のボランティアによる読み聞かせの実施や図書環境の整備の支

援協力などが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 岐阜市の小中学校では、「学校図書館教育全体計画」を作成し、児童生徒の読

書活動や主体的な学習を支える学校図書館教育を推進しています。 

各学校ではこの全体計画に基づき、児童生徒が全校一斉に読書する時間を設

けています。また、読書週間の設定、図書館まつりの開催、読書感想文コンク

ールへの参加など、多様な読書指導を行っています。また、児童生徒が読書の

喜びを味わい、積極的に図書館を活用して自ら学ぶ力を身に付けていくことが

できるよう、学年段階に応じた利用指導を計画的に行っています。 

このように、意図的・計画的な学校図書館教育を推進することで、主体的に

読書をし、積極的に図書館を活用する児童生徒の育成をめざしています。 

また市立高校では、始業前に朝読書※注６の時間を設けて、読書とその感想の

発表を行っています。さらに年に１回西児童センターに図書委員が出向いて、

利用者の幼児や児童及び保護者に「読み聞かせ隊」として、読み聞かせ等のレ

（３）子どもの読書活動推進における学校の役割 

学校で読書活動を推進するための取り組み 
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クリエーションも実施しています。異年齢間交流は、お互いの読書活動を推進

する相乗効果が期待でき、今後も活動を進めて交流を深めていきたい事業です。 

※注６）読書を習慣づける目的で始業時間前に読書の時間を設ける運動 

 

① 「学習・情報センター」として、調べ学習や課題解決学習に応えることが

できる環境の整備 

  学校図書館内に「調べ学習コーナー」「教科学習コーナー」「郷土学習コー

ナー」等や目的別図書室を設置します。 

また、パスファインダー※注７やブックリストの作成、新聞の配置等、課題

解決のための資料をさがすことができるしくみを整備していきます。 

図書館を活用して学習することを通し、資料の集め方、調べ方、まとめ方、

報告や発表の仕方等の学び方や考え方を身に付けていけるよう、情報活用能力

の育成を図ります。 

※注７）「道（path）」を「見つける人（finder）」という意味で、知りたいことがあると

き、どのように資料を探したらよいかの手引きのこと。 

 

② 魅力ある「読書センター」としての環境整備 

 学校図書館が、児童生徒にとってやすらぎとうるおいのある空間となるこ

とが必要です。そのために、掲示や配置等を工夫し、魅力に溢れた「読書セ

ンター」として整備します。 

 また、学校図書館のユニバーサルデザイン化を図ります。 

 

◆今後の目標 【継続】 

○読書習慣を形成させるため、小学校・中学校での全校一斉読書を進めてい

きます。 

○小学校・中学校でのおすすめの本紹介を進めていきます。 

○小学校での親子で同じ本を読んだり同じ時間に読書をしたりする、親子読

書を進めていきます。 

○小学校でのＰＴＡの活動などで読み聞かせを行うための、読み聞かせの研

修会を開催していきます。 

○読書の記録を継続的に蓄積し、児童生徒一人一人の支援に生かします。 

 ○学習に役立つ図書資料および児童生徒の作品を含む非図書資料の整備を進

めます。 

 ○全校体制で誰もが実践できるよう、「学校図書館年間活動計画」「読書指導

年間指導計画」「利用指導年間計画」「学校図書館活用授業実践一覧」を作成・

改善していきます。 
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幼い頃から絵本等に触れることは、子どもの知的・言語的発達に強く影響す

ることが実証されており、また特に絵本を読んでもらうことは感性と想像力を

豊かにすることから、子どもの発達にきわめて重要だといえます。幼稚園や保

育所（園）等では読み聞かせを日ごろの保育の中で行うことにより、子どもの

心を育み絵本の楽しさを知らせると共に、成長や発達に繋がるようにしていく

ことが重要です。 

さらに、幼児が絵本に触れる機会を増やすため、幼稚園及び保育所（園）等

で、図書コーナーを設置し、園児やその保護者が利用できるよう、環境の整備

に努めていく必要があります。保護者の方に対する子育ての支援という観点か

らも重要です。それは、通園している園での図書コーナーは、保育者が様々な

観点から選んだ本が置かれており、読み聞かせのための絵本や育児に関連した

図書に出会ったり借りられたりする身近な場所だからです。 

 このように幼稚園や保育所（園）等では、幼児への直接の働きかけと共に、

保護者を通して幼児の読書習慣の形成を促していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

幼稚園及び保育所（園）等では、子どものころから絵本に親しめるよう、常

日頃から園児に対する読み聞かせが行われています。保育者の読書に対する意

識及び読み聞かせ技術、選書能力等を高めるために、絵本研修を行います。 

また地域のボランティアの方による読み聞かせの実施や、保護者の方も参加

するおはなし会を開催する等、園児と保護者への読書推進に取り組んでいます。 

身近で安心して図書に触れることのできる図書スペースを確保し、園児や保

護者に図書の貸出も行っています。園児、特に就学を控えている年長児の家庭

に積極的に絵本を貸し出し、家族で読む機会を作る努力をします。 

さらに、市立図書館は各園のコレクションを補うために、読み聞かせに利用

する大型絵本や紙芝居、エプロンシアター、パネルシアター等の団体貸出を行

います。 

（４）子どもの読書活動推進における幼稚園及び保育所（園）等の役割 

幼稚園及び保育所（園）等で読書活動を推進するための取り組み 
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◆今後の目標 【継続】 

○園児への読み聞かせを実施します。 

〇保育者のための絵本活用の研修を行います。 

〇新入園児の保護者に読書を推進するパンフレットを配布します。 

○園児へのおはなし会を地域ボランティアと協力して進めます。 

○図書スペースを確保し、園児や保護者に図書の貸出しを行います。 

〇年長児の家庭に積極的に絵本を貸し出すプログラムを促します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 子どもの中には、身体的な理由、家庭的な理由によって支援を必要とする子

どもたちがいます。支援を必要とする子どもには、その子どもに合った支援を

考え用意していかなければなりません。すべての子どもが本と触れあうことが

できるように、様々な支援の仕方で、読書環境を整えていく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 市立図書館では、障がいのある方向けに音訳※注８・点訳※注９のサービスを

していますが、現在は大人を対象としたものが中心であり、今後は子ども向け

も検討していきます。字の読みにくい子どもへのサービスとして、読み物を中

心に大活字本を所蔵し貸出しを行っています。また、日本語に慣れていない子

どもを対象とした絵本等の購入も進めています。 

 図書館等の施設が遠く利用することが困難な子どもたちが、身近に本と触れ

あえる場所として日ごろ利用している施設等に、地域からの寄附等で図書コー

ナーを作ることも検討していきます。 

※注８）文字や図表などの情報を音声化すること  ※注９）文字を点字に翻訳すること 

（５）困難が伴う子どもの読書活動推進を支援する役割 

困難が伴う子どもの読書活動を推進するための取り組み 
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◆今後の目標 【継続】 

○大活字本の所蔵を増やします。 

○外国語の絵本等の所蔵を増やします。 

○障がい者向け資料の拡充をしていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

子どもの主体的な読書活動の推進に関して、学校での朝読書、市立図書館や

幼稚園及び保育所（園）等でのおはなし会といった、毎年続けて行っている取

り組みは、読書への親しみに良い効果を与えています。また、平成２７年に中

央図書館が新たに開館し、新しい様々な取り組みを始めたことによって、図書

館の来館者も飛躍的に増加しています。その中でも、乳幼児を連れた親子や、

小・中・高校生といった子どもたちの来館が増えています。今後、図書館等を

利用してくれている子どもたちが継続して利用したくなる、さらにはまだ読書

に興味のない子どもたちが来館したくなる工夫を考えて、現在実施している取

り組みを常に見直し磨き上げて行きます。 

 

○おはなし会の拡充 

 おはなし会は、乳幼児には、親子で楽しむ手遊びやわらべうたを増やします。

また、多彩なジャンルからの適切な選書につとめ、ストーリーテリングや昔ば

なしも積極的に取り入れていきます。 

 

○ＹＡコーナーの充実 

 中・高生との本を通じての交流の場作りに力を入れます。交流掲示板による

司書と中・高生との投書による交流では、生活上の悩み等多岐にわたる相談が

数多く寄せられ、この状況が継続しています。この交流をさらに深めていき、

中・高生による企画イベントやブックコーナー作り、ブログ作成など、中・高

生が自主的に参画できる協働の場作りへ繋げるよう進めていきます。 

 

○図書館司書の専門能力の向上 

（６）課題と今後の方策 
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 司書の専門能力を向上させるため、子どもの考えに対応できるレファレンス※

注１０能力、選書の力を付ける研修やポップの作り方、展示の企画力、読み聞か

せの技術等、定期的に研修会を開催していきます。 

※注１０）利用者が学習・研究・調査を目的として必要な情報・資料などを求めた際に、

司書が情報に必要とされる資料を検索・提供・回答することによってこれを助

ける業務 

 

○困難が伴う子どもへの読書活動の支援 

図書館等の施設利用が困難な児童の読書環境作りのために、児童が日ごろ利

用する施設（公民館、児童館・放課後児童クラブ、児童養護施設、青少年会館

等）に地域からの寄附等で図書のコーナーを作っていくよう検討していきます。 

 

○「共読」読書ツールモデルの開発 

 「共読」をあらゆる子どもの育ちに対応して、誰にでもわかりやすく、楽し

く伝えていくための方法とツールとして、読書メソッドが身に付くワークシ

ョップの実施や共読用黒板等を開発し、中央図書館児童エリアへのモデル設

置を企画検討していきます。 
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 本市では、読書の喜びを子どもたちに伝え、子どもたちの知的好奇心を引き

出すため、本と人が響きあう読書方法やスタイルを工夫しながら本が好きな子

どもたちにも、本に興味がわかない子どもたちにも届けていきます。 

 

 

 

 

 

 

① 家読※注１１のすすめ 

親子・夫婦・三世代といった家庭内で、本についての会話が増えるよう中央

図書館では、展示企画をして家読のすすめを提案しています。さらにおすすめ

の本のリスト作成をして、情報提供しています。 

※注１１）（うちどく）家族で読書の習慣を共有することでコミュニケーションを図り、

家族の絆を強める取組 

 

② 地域の読書活動への支援 

子ども会やＰＴＡなど、地域で子どもたちに読み聞かせの会を開く時に活用

できる、大型絵本・大型紙芝居・パネルシアター・エプロンシアター等の貸出

しを行っています。 

 

③ まちライブラリーを開始 

平成２８年度より、地域の読書啓発の一環として、まちライブラリーを金華

地区７店舗１寺院を拠点に始めました。家族で街を散策しながら、小さな書棚

から気になる本を手にとることができます。 

 

 

◆今後の目標 【拡大】 

○家読をすすめる活動を、子どもだけではなく、夫婦・親子の関係性などに

も目を配りながら、多様な方向から進めていきます。 

 

活動方針２ 子どもの読書活動の啓発、広報の推進 

（１）家庭・地域で読書活動を啓発、広報するための取り組み 
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① 児童用及びＹＡ用図書館だよりの作成 

 岐阜市立図書館では、毎月の図書館だよりとして一般向けとは別に、児童用

及びＹＡ用図書館だよりを作成して、学校や園へ配布しています。おはなし会

のチラシは、カウンターに配置するだけでなく、各おはなし会の終わりに、次

回の開催お知らせとして配布しています。 

 

② おはなし会カードの作成 

子どもたちがおはなし会に参加する楽しみとなるよう、おはなし会カードを

作成し、参加のスタンプも押しています。スタンプカードが増えると、缶バッ

チのプレゼントをしています。 

 

③ ホームページへの掲示及びブログ更新 

ホームページにも図書館だよりやイベントのお知らせを載せています。ＹＡ

向けには、ホームページにブログを更新して、興味を引くよう努めています。 

 

④ ブックリストの作成 

中高生が作成したブックリスト「ほんまるけ」を各中学校・高等学校にも配

布しています。 

また、司書による小学生向けのブックリストも作成し、小学校に配布してい

ます。 

乳幼児向けには、「絵本といっしょ～絵本はこころの栄養素～」のチラシを

作成し、どんな絵本を選んだらよいか１冊ずつ簡単な内容紹介付きで各保健セ

ンターの 10 ヶ月健診の際に配布しています。 

 

⑤ ＦＣ岐阜との連携 

  全中・高生を対象に地域との交流に力を入れ、若い世代に影響力を持つ地

元サッカーチームと連携した事業（読書啓発ポスター・リーフレット等の作

成）を展開することで、図書館の利用促進と地域の活性化を図っています。 

 

 

（２）市立図書館で読書活動を啓発、広報するための取り組み 
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◆今後の目標 【継続】 

○ＹＡブログにＹＡ世代の声を直接載せるなどの企画をしていきます。ブッ

クリストの見直しを定期的に行って、新しい図書も紹介していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① わんこカート「きらら」との小学校訪問 

 平成２８年度より、市内の小学校の低学年を対象に、わんこカート「きらら」

を連れて学校を訪問し、読書についての楽しさ、大切さを伝える活動をしてい

ます。 

わんこカートと一緒に小学校を訪問すると、小学生たちは目を輝かせてくれ

ます。図書館が配布している読書ノート「本のお宝帳」の使い方や、読書の楽

しさ、大切さのお話などをして学校に出向くことで、図書館では出会えなかっ

た子どもたちにも会うことができます。 

（３）学校で読書活動を啓発、広報するための取り組み 
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◆今後の目標 【継続】 

○年間１０校程度の小学校を訪問していきます。 

 

   

 

② 本のお宝帳通信の発行 

 読書ノート「本のお宝帳」の事業の一つとして、年に４回程度「本のお宝帳

通信」を発行し、各小学校に配布しています。ここには、読書ノートに関連す

る記事や、各小学校の学校図書館の特集、校長先生の読書についてのコメント

などを載せています。 

 通信は各学校にも配布して、学校図書館に掲示しています。他の学校の取り

組みを知る機会にもなり、図書館と学校図書館、また学校図書館同士の情報交

換の場として活用を進めています。 

 

◆今後の目標 【継続】 

○学校同士の情報交換の場に育てていきます。 
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③ おはなし派遣ボランティアによる学校への派遣 

 児童、生徒に読書や本に親しみをもってもらうために、読み聞かせを行って

います。この読み聞かせに関しては、ボランティア登録しているおはなし派遣

ボランティアを学校へ派遣して実施しています。市民協働事業の一環として、

ボランティアの協力を得て行っています。 

 

◆今後の目標 【拡大】 

○学校の要望に応えられるよう、ボランティアの質を向上していきます。 

○読み聞かせだけでなく、ストーリーテリング※注１２でおはなしを聴く機会

を増やしていきます。 

※注１２） 語り手が、創作童話や昔話などを覚えて、主として子供たちに語り、語り手

と聞き手がおはなしの世界をわかちあい、共に創り上げる喜びを味わうもの。 

 

 

 

 

 

   

① おはなし派遣ボランティアによる子育て支援団体への派遣実施 

 公民館等で開催される読み聞かせの会に、読み聞かせボランティアの派遣を

行っています。図書館までは中々出向けない方も、近くの地域で参加できるこ

ういった催しには、気軽に出かけることもできます。顔なじみの方々と一緒に、

安心できる場所での読み聞かせの機会を作ることは、子どもの読書活動を広め

る入口となります。これをきっかけに読み聞かせに興味がわき、図書館へも来

（４）幼稚園・保育所（園）等で読書活動を啓発、広報するための取り組み 
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館していただけるように取り組んでいます。 

 

◆今後の目標 【継続】 

○幼稚園・保育所（園）の要望に応えられるよう、ボランティアの質を向上

していきます。 

 

 

 

 

 

 

 読書活動の啓発が重要なのは、やはり本に興味のない子どもたちが自主的に

本を読んでみたいと思ってもらえるようにしていくことです。そのためには、

図書館だけでなく、子どもが関わる様々な場所からの発信も有効となります。 

 

○家読のすすめの提案 

  家読をすすめる活動を様々な方向から進めていきます。 

また、地域のボランティアの協力を得て、地域が一体となって子どもの読書

活動に理解を深めていただけるよう、啓発活動、広報を積極的に進めていきま

す。 

 

○図書館での啓発 

 ＹＡ世代が参画する図書館だよりやブログ作成、ブックリストの作成など、

自主的に活動できる企画を進めていきます。 

 

○学校での啓発 

今まで読書に興味のなかった子どもが「図書館って面白そうだ」「この本読

んでみようかな」と一人でも思ってくれるからこそ、学校訪問を続けていく意

味があると考えます。学校図書館紹介をしている「本のお宝帳通信」は発行部

数を増やし続けて、学校同士の情報交換の場に育てていくことが目標です。 

 

 

  

（５）課題と今後の方策 
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質の高い読書活動のためには、これを支援してくれる人の存在が不可欠です。

本市では、読書の社会的意義を理解し、子どもの読書活動の推進を支援してく

れる専門能力を備えた人材を育成します。また、子どもの読書に関わる関係者

を集めたプラットホーム作りを進めていきます。 

 読書活動を推進しているそれぞれの関係機関と協力し合って、活動を活発化

するための連携をしていきます。 

 

 

 

 

 

① おはなし派遣ボランティアの育成 

 小学校や幼稚園・保育所（園）等へ、読み聞かせに派遣するボランティアの

育成のために、読み聞かせに適した絵本の紹介などの情報提供や様々な研修、

ボランティア同士の意見交換ができる機会を設けるため、ボランティアの定例

会を開催しています。これにより、ボランティアの方々のレベルアップを支援

しています。 

 

② 読み聞かせ講座の実施 

 地域において、ボランティア活動を進めていくためには、新たな人材を育て

ていく必要があります。読み聞かせに携わっているボランティアの方々のレベ

ルアップを図るとともに、読み聞かせに興味を持ってもらうことでこれから活

動してみようと考えている個人の方を発掘し、地域で読み聞かせの活動をして

いただけるよう、外部の講師を招いて、一般の方が参加できる読み聞かせ講座

を開催しています。また平成２７年度には保護者へも、家庭で読み聞かせを行

うきっかけ作りとして、親子の読み聞かせ教室を開催しています。こういった

講座を受講していただくことにより、子どもたちへの読み聞かせの裾野を広げ

ていきます。 

 

活動方針３ 子どもの読書活動推進のための 

     人材育成と推進ネットワークづくり 

（１）ボランティアへの支援活動 
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③ 子育て支援団体、個人ボランティアへの大型絵本、エプロンシアター、パネ

ルシアターの資料貸出し 

 個人ボランティア及び団体登録をしているボランティアの方々が、読み聞か

せを行うための資料として、大型絵本、大型紙芝居、エプロンシアター、パネ

ルシアター等を利用できるよう貸出しを行っています。 

 

◆今後の目標 【継続】 

○ボランティアの研修会を、年に３回程度開催していきます。また、一般の

方も参加できる講座は、毎年開催していきます。 

 

 

 

 

 

① 青少年サポーターの育成 

中・高生が、自主的に図書館活動に参加する機会を提供しています。青少年

サポーター登録をした子どもたちに最初にオリエンテーションを行い、以後書

架整理、環境美化等の活動を、それぞれが自分にできる範囲で自由に行えます。

自ら積極的に図書館に関わることで、サポーターとなった子どもたちの読書推

進を図ります。 

 

◆今後の目標 【継続】 

○子どもたちにとって図書館が居場所となり、自己肯定できる機会を様々な

形で作っていきます。 

 

 

 

 

 

 

親子読書等を通じて、保護者や地域の方、市立図書館等との連携を図ってい

くことは、子どもの読書生活の充実と向上につながります。例えばコミュニテ

ィースクールのしくみを生かし、地域の人材であるＰＴＡやボランティア等を

活用した読み聞かせやブックトークなどを行うことは有効な手立てになります。

学校図書館の運営に関しては、司書教諭※注１３、図書館主任※注１４、学校司

書※注１５、学級担任、児童生徒等の役割分担を行い、全校が協力して取り組め

（２）青少年サポーターへの支援活動 

（３）学校及び幼稚園や保育所（園）等関係者への支援活動 
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るよう、学校運営組織を立案しています。 

また、学校司書の果たすべき役割を明確にし、資質や能力を高めることがで

きるよう研修会を実施しています。 

※注１４）学校図書館の運営・活用などの業務の担当者となる教師等 

※注１５）専門的な知識・経験を有する学校図書館担当司書 

 

① 学校司書・学校図書館担当者研修会の開催 

 学校司書の司書業務の向上を図るため、学校指導課主催で２回、中央図書館

主催で３回、合計年に５回の研修会を開催しています。また、学校図書館担当

教諭の読書指導力の向上を図るため、学校指導課主催で年３回の研修会を開催

しています。両研修会とも交流会を設け、それぞれの現場での様子や問題点な

どの意見交換の場にもなっています。 

 

◆今後の目標 【継続】 

○研修会を年に５回開催していきます。 

○学校司書の役割を明確にし、資質向上に努めます。 

○児童生徒の主体的な活動、家庭、地域の教育力を活用した取り組みなどを

充実していきます。 

 

 

 

② 司書教諭、図書館主任、学校司書、担任の連携 

 児童生徒の図書館利用の記録を適切に活用し、小・中学校においては、学校

長を館長として、司書教諭・図書館主任・学校司書・担任が連携して、子ども

に応じた読書計画を提供できるようにしていきます。 

 

◆今後の目標 【継続】 

※注１３）司書教諭講習を履修した教師。学校図書館の管理・運営において、

中心的役割を担う者 
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 ○小・中学校においては学校図書館長（校長）のもと、司書教諭・図書館主

任と学校司書が連携を図りながら、児童生徒の読書生活の把握に努めます。 

 

③ 子育て支援団体への読み聞かせ講座の講師派遣 

幼稚園や保育所（園）等で開催される子育てセミナーで、読み聞かせに関す

る講座のための講師として、司書の派遣を行っています。家庭での読み聞かせ

の意義や目的、子どもの発達と絵本について、乳幼児向けの絵本紹介など、保

護者とともに、幼稚園教諭、保育士も一緒に読み聞かせについての理解を深め

ています。 

 

◆今後の目標 【継続】 

○年に３回程度、講師派遣を行っていきます。 

 

 

 

 

 

 

① 読書推進ネットワーク 

読書推進計画を具体的に、分野横断的に、地区横断的に推進していく上で

は、活動母体の設立が欠かせません。 

これまでそれぞれの分野や地域によって個別に進められてきた市民活動

（読書サークル、読み聞かせ団体、ＰＴＡ、学生サークル等）や、児童のた

めの公共施設・団体（保育園・幼稚園、子育て支援センター、児童館・放課

後児童クラブ、青少年会館等）を、学校教育と児童福祉の両面から横軸で、

人と情報を通してゆるやかにつなぎあう子ども読書情報連携ネットワーク

（仮称）を発足します。 

◆今後の目標 【新規】 

○読書情報を連携するネットワークをつくります。 

 

 

 

 

 

 子どもの読書活動を推進していくためには、支援してくれる人材の育成が欠

かせません。 

（５）課題と今後の方策 

（４）読書推進ネットワークづくり 
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○地域ボランティアの人材育成 

地域からのボランティア人材の育成には、今後は組織づくりをして進めてい

きたいと考えています。また、広く一般の方向けの読み聞かせの講座も増やし

ていくよう検討していきます。特に子育て支援の一環として家庭での読み聞か

せの普及に努め、講師派遣を進めていきます。 

 

○青少年サポーターの育成 

学生の間にボランティアに興味を持ち、図書館を選んでくれた青少年サポー

ターの子どもたちが、図書館をよく知り身近に感じ、本に愛着を持ってもらう

ことも大切な事業です。地域ボランティアスタッフ（ＣＶＳ）と連携して、子

どもたちの図書館でのボランティア活動を今後も活発にしていきます。 

 

○学校図書館司書の専門能力の向上 

市内の小中学校の学校図書館には学校司書が配置されていますが、子どもた

ちに身近に接する学校司書の役割は重要です。今後も継続して研修会を開催し

交流の機会を設ける等して、学校司書の専門能力の向上を図っていきます。 

 

 ○読書情報を連携するネットワークづくりを実現するためのプロセス 

 ＳＴＥＰ１ 図書館等が呼びかけ、団体有志による情報交換会議を行います。

（お互いの顔と活動を知る） 

 ＳＴＥＰ２ 情報交換を通じて関係を構築するとともに、各分野に呼びかけ、

会議の定例化をめざします。さらに、活動交流大会を開催し、

参加者、賛同者を広げていきます。 

 ＳＴＥＰ３ 子ども読書情報連携ネットワーク会議（仮称）を行います。 
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 岐阜市では、学校（図書館や保護者を含む）と市立図書館がつながりながら、

子どもたちの読書活動を活発にする取り組みを深め広げあいます。 

 

 

 

 

 

学校と学校図書館と市立図書館が一体となって子どもたちの読書活動を活発

にする取り組みを充実させていくため、平成２７年度から、中央図書館内に「学

校連携室」を設置し、学校に関わる読書活動の事業を集約しています。 

 

 

活動方針４ 学校と市立図書館をむすぶ 

（１）学校連携室の設置による取り組み 
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① 学校司書の研修会・交流会の開催 

各学校図書館担当者及び学校司書の研修を通して各学校の読書指導の支援と

情報交換等に努めています。 

 

② 市立図書館司書の学校派遣 

市立図書館の司書が学校へ出向き、学校図書館の運営相談にあたります。さ

らに、資料の修理やブックカバーの貼り方、レファレンス能力の向上といった

図書館に関する実践的な研修を実施しています。 

また、児童、生徒に読書や本に親しみをもってもらうために、授業時間等を

利用してのブックトークを行っています。 

 

③ 図書館見学・職場体験の受入 

【図書館見学】 

学校等団体からの受け入れを行っています。予約の時にコースや日程の調整

をして、学年に合わせたおはなし会を実施したり、複合施設として図書館だけ

でなく、ぎふメディアコスモス全体の案内も行っています。 

校外学習として来館する時は、前もって司書への質問事項を聞いて準備しま

す。 

社会見学の一環として、図書館に来たことのない子どもたちも、「図書館はこ

んな楽しいところなんだ」「また来てみたい」という気持ちを育むために受け入

れをしているので、多いに活用していただきたいと考えます。 

 

◆今後の目標 【継続】 

○見学プログラムやおはなし会などを充実させていきます。 

 

【職場体験】 

主に中・高生が実際の社会現場を見て、様々な仕事を体験することで、将来

の希望や目標を広げていけることを支援するため、図書館での職場体験を希望

する生徒･学生を受け入れしています。 

カウンターでの貸出や、返却処理、書架の整理、破損本の修理、バックヤー

ド等の仕事など、図書館での司書の仕事を実際に体験する事で、図書館により

深く親しんでもらうことを目的として進めています。 

まずは書架整理を行って多くの本と出会い、書架の美化活動の一環としてお

すすめ本のポップ作りで本の紹介を試みてもらうことで、楽しみながら自らの

アイディアを出し、それぞれの個性を表現するなどの様子が見られます。職場

体験後も図書館を訪れてくれる実習生もおり、司書とのコミュニケーションも
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深まっています。 

近くの図書室での職場体験希望だけでなく、新しく開館した中央図書館に憧

れて職場体験を希望してくる生徒もいる事から、これからを担う生徒たちが、

「こんな司書の仕事は素敵だな」「司書になりたい！」「図書館で働きたい！」

といった思いを抱いて将来の目標にできるような、体験プログラム作りと指導

を行っていきます。 

 

◆今後の目標 【継続】 

○生徒の希望に応えられるよう、受け入れを進めていきます。 

 

＜職場体験の時間割例＞ 

 ９：００～ カウンター業務 

１０：００～ 読み聞かせタイムのお手伝い 

※おはなし会での手遊び、カードのスタンプ

押印・片づけ等 

１０：３０～ 書架整理・環境美化 

１１：３０～ カウンター業務 

１２：００～ お昼休憩 

１３：００～ おすすめ本のポップ作成(児童書） 

本の修繕、展示物作成等 

  ～１６：００ 終了 

 

 

④ テーマ別セット資料の貸出 

調べ学習などに活用できるテーマ別にセットで用意している資料と、学級運

営等に役立つ教育支援資料を揃えています。学校連携室に実物が配架されてい

ますので、来館して内容をみていただけます。 

 

◆今後の目標 【継続】 

○セット資料を充実させていきます。 

 

⑤ 相談窓口 

学校の先生や学校司書の方からのいろいろな質問、相談に対応するため学校

連携室に集約して設置しています。 

見学の申込みから、テーマに応じた貸出資料の収集、ブックトークの計画や、

学校図書館の配架の仕方に至るまで、随時相談を受けています。 
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◆今後の目標 【拡大】 

○各学校図書館の取り組みを展示紹介していきます。 

 

 

 

 

 

  学校図書館から市立図書館の蔵書へ予約貸出し、及び返却ができる仕組みを

構築しました。市内の全小学校の学校図書館システムと市立図書館システムを

連動させる改修を、平成２７年度に行い、翌２８年度から、まず１０校で試行

を開始した後、全小学校で児童への予約貸出しを開始しています。 

 学校図書館は、どの児童でも利用できる身近な図書館であるため、学校図書

館で予算等の関係で準備できない図書を市立図書館が補い、学校図書館を支援

します。また、市立図書各館・室からは遠い校区にあり、市立図書館を利用す

ることが難しい児童たちも、学校に居ながら市立図書館の本が学校から借りら

れるよう、事業を進めています。 

  

◆今後の目標 【拡大】 

○学校図書館を通して、市立図書館資料を借りることにより、学校図書館の

利用を活発にしていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 学校と市立図書館が連携して、子どもの読書活動の推進を図っていくことは、

それぞれの持ち味を生かしたアプローチで進めることで、お互いの役割を補い

合えることから、その効果が大きいと予測できます。子どもたちが一番身近に

利用できる図書館が学校図書館であり、学校図書館と協力しあって市立図書館

がどちらの図書館も盛り上げていく役割を担っていくことが、これからは求め

られています。市立図書館で行われる子ども向けの事業は、市立図書館で終わ

らずに、子どもたちが学校に戻って学校図書館を活性化する役割を担うことに

繋がる企画を今後も行っていきます。  

（３）課題と今後の方策 

（２）学校図書館と市立図書館とのシステム連携による図書の貸出し 
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今回の子どもの読書活動推進計画策定の中で繰り返し確認をしたのは、読書

は子どもの発達と社会性形成に欠かせないツールであり、生きるためのスキル

であるということであり、子どもの読書環境を支えるのは私たちおとなの責任

であるということです。これは基本理念として表した通りで、すべてのおとな

は当事者となって子どもたちの未来に対してみなで一緒に読書を広めようと呼

びかけるものです。 

 

それぞれの子どもの豊かな読書は、子どもの第一の居場所である家庭はもち

ろん、第二の居場所である幼稚園、保育所（園）等、小学校、中学校、高等学

校等と、サードプレイスである図書館、児童館、放課後児童クラブ等、地域コ

ミュニティが、ゆるやかにつながりあい、豊かな子どもの成長を見守ることで、

子どもだけではなく、地域やまちの健全な発達にも寄与することができるもの

と考えます。なぜなら、子どもはやがて成人し、まちを支えるおとなとなって

いくからです。 

 

これからの５年の間、読書が子どももおとなも地域も越えて、「共読＝共に読

み合うまち」へと本市が発展することを祈って、この計画を進めていきます。 

 


