姫路市子ども読書活動推進計画（第４次）
（案）の概要

第 1 章 第４次計画の策定にあたって
子供の読書活動の意義・策定の趣旨・期間
・読書活動は、子供の探究心、表現力、想像力を養い、子供にとってより豊
かな人生を生きることにつながる。
・平成 28 年策定の第 3 次計画の成果と課題、発達し多様化するメディアの
状況など社会情勢の変化、国及び県の第 4 次計画における見直しを踏ま
え、引き続き子供の読書活動を推進するため、第 3 次計画を改定し、第
4 次計画を策定する。
・第 4 次計画の期間は、令和 3 年度から令和７年度までの 5 か年とする。
・「子供」とは、おおむね 18 歳以下の者をいう。

第 2 章 第３次計画における取組状況
＜主な成果＞
・関連施設において啓発行事や子供向け行事が多数開催された。
・７か月児の健康相談におけるブックスタートを引き続き実施した。
・「ひめじ子ども読書週間」などにおいて、関連施設の連携が進んだ。
・学校司書の配置により、学校図書館が整備でき、授業での活用が進んだ。
・学校司書と図書館の連携により、
「学校支援パック」を含む団体貸出数が
増加した。
＜主な課題＞
・子供の読書に関心の薄い保護者や施設を利用していない市民への働きか
けが難しい。
・地域の関連施設における図書コーナーの整備が十分でない。
・学校図書館について、「読書センター」に加え、「学習・情報センター」
としての機能強化を図る必要がある。

第 3 章 第４次計画の基本的な考え方
＜基本目標＞「心豊かで幸せな人生につながる本と出会うために
子供の環境―本・場・人―を整える」
＜基本方針＞「子供一人一人の発達に合わせた読書の機会の提供」「家庭・
地域・学校を通じた社会全体で取り組む」
「子供の読書活動
への関心と理解の普及および人材育成」
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３

施策の体系

１

1 保護者への啓発および読書のきっかけ
(1) 家庭

づくりの推進

家庭における
2 「予防接種と子育て手帳」やこんにちは

読書活動の推

赤ちゃん事業の啓発冊子に絵本の読み

進

聞かせについて紹介
3 健診や相談の場での絵本の紹介と図書
２

コーナーの充実
(1) 保健所

地域におけ

4 ７か月児健康相談時のブックスタート
としての絵本配布と読み聞かせ実施

る読書活動

5 絵本に親しむきっかけづくり推進のた

の推進

めの関係機関との連携
6 読み聞かせに関する講演会等の実施
(2)すこやかセンター

7 絵本の閲覧と貸出の実施

３階子育て支援施設

8 絵本のおはなし会・読み聞かせの実施
9 読書関連イベントに関する情報発信
10 おはなし会の開催・乳幼児と保護者対

(3) 星の子館・児童セ
ンター・児童館

象の読み聞かせの充実
11 図書スペースの蔵書の充実、おすすめ図
書の展示

(4)放課後児童クラブ

12 予算の確保による図書の充実☆

(5)男女共同参画推進

13 男女共同参画にかかる絵本・児童書の

センター
(6) 青少年センター

充実および蔵書紹介
14 青少年向きの図書の充実
15 読み聞かせ講座などの充実★
16 地域の読書の関係機関との連携強化

(7) 公民館
(2)

17 子供向け図書の充実のための仕組みの
検討
18 図書コーナーの充実
19 啓発のための講座やイベントの企画運
営充実への支援
20 絵本・児童書の充実☆

(8) 姫路文学館

会の開催☆

(3)
３

22 資料の充実

図書館にお

(1) 図 書館 に おけ る

ける読書活

環境整備

動の推進

21 児童文学者や絵本作家を紹介する展覧

(4)

23 よちよち文庫事業の推進
24 児童バリアフリーコーナーの設置☆
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25 推薦図書コーナーのリニューアル☆
26 司書の研修の機会の確保

(2) 図 書館 に おけ る

27 図書館フェスティバルの実施

児童サービスの

28 子供向け行事の充実

充実

29 子供向け展示の充実

(3) 中 高生 の 読書 へ
の関心を高める

30 ブックリスト、パスファインダーの作成
31 中高生コーナー及び中高生向け行事の

取組の充実

充実☆★

(4) 図書館における子
供に関わる大人へ
の支援の充実

(5) 電 子書 籍 等の 導

32 啓発、人材育成のための事業の充実
33 保護者対象講座の実施☆
34 電子書籍利用サービス導入の検討☆

入の推進
35 ボランティアによるおはなし会の実施

４

学校・園等に
おける読書活

(1) 保 育所 ・ こど も
園・幼稚園

動の推進

36 保護者への啓発
37 園の貸出図書の促進★
38 未就園児の保護者への読書推進の啓発
39 対象校への司書教諭の配置
40 設備・施設の改善
41 学校図書館の蔵書の充実
42 調べ学習等の学校図書館を中心とした

(2) 学校

学びの推進☆
43 幼稚園から高校まで一貫した読書指導
44 司書とボランティアによる学校訪問

５

推進体制の整
備と啓発・広
報の推進

45 見学や体験学習等の推進
(1) 図 書館 と 学校 等
との連携

46 学校支援パックの推進
47 団体貸出の実施
48 資料リサイクルの実施
49 学校図書館等支援の推進★

(2) ボランティア・民

50 ボランティアと関係施設との連携の
推進

間団体との協働

51 「姫路子どもと本を結ぶネットワーク」
連絡会議の開催

(3) 推進体制の整備

52 「子ども読書の日」啓発事業の推進
(4) 啓発・広報の推進

53 「ひめじ子ども読書週間」啓発事業の推
進
54 「広報ひめじ」やホームページ、ＳＮＳ
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☆は、新規事業

★は、重点事業

等を活用した情報提供

「子どもの読書に関するアンケート調査」について（概要）
１．調査目的、対象および実施時期
(1) 国の「第四次子供の読書活動の推進等に関する基本的な計画」の指針を参考に、市内の中学生の読書
活動の現状を把握する目的で実施
(2) 市立中学校義務教育学校全 35 校のうち、図書館近傍とそうでない学校を 13 校抽出し、各学校から
１クラスずつを対象として実施（市立中学校在校２年生 4,609 名のうち、426 名）
(3) 令和元年 10 月 1 日～10 月 31 日

２．主な調査内容と集計結果
(1)一か月何冊ぐらい本を読みますか？
・中学校２年生が１ケ月間に１冊も本を読まなかった割合は、22％。
・第 65 回学校読書調査（令和元年６月実施の全国調査）では、中学生 13％。
(2)現在、本をあまり読まない理由はなんですか？（複数回答可）
・他にしたいことがあったから

(68％)

・ふだんから本を読まないから

(67％)

・読みたいと思う本がないから

(51％)

・読むのがめんどうだから

(48％)

・他の活動等で時間がなかったから

(44％)

(3)本を読むきっかけとなっていることは何ですか？（複数回答可）
・学校で設けられた読書の時間（36％）
。
・自分の興味・関心（32％）
・メディアの影響（32％）
・家の中で手にとりやすいところに本が置かれている（27％）
・家族が一緒に本を読んだり図書館や本屋に連れて行ってくれたりする（25％）
(４)幼児、小学生の頃からを振り返って、読書や図書館にかかわることで、楽しかった、嬉しかった、
役に立ったと思うことはなんですか？（複数回答可）
・書店に行ったこと
・朝読の時間

(53％)

(46％)

・学校へおはなしの人が来てくれたおはなし会
・身近な大人に本を読んでもらったこと
・市立図書館に行ったこと

(32％)

(23％)

(18%)

３．主な分析結果
・中学生では、時間的制約から本を読まなくなる傾向がある。
・本を読む習慣が無い、読みたいと思う本が無いなどの課題がある。
・本を読むきっかけには、学校からの働きかけや、家庭環境の影響が関係している。
・家族や友人だけでなくメディアの影響から興味や関心も広がると考えられる。
・小学校以前での読書に関する体験は、ある程度好ましいものと捉えられている。
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