姫路市子ども読書活動推進計画（第４次）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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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・所の貸出図書の促進★
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

施設一覧
名称

住所

電話番号

城内図書館

本町 68 番地 258

289-4888

姫路市立図書館網干分館

網干区垣内南町 1429 番地 6

274-1495

姫路市立図書館花北分館

増位新町一丁目 24 ミラキタシティ花北 2 階

285-1581

姫路市立図書館飾磨分館

飾磨区下野田一丁目１番地

235-8555

姫路市立図書館東光分館

幸町 94 番地

288-2871

姫路市立図書館白浜分館

白浜町甲 396 番地 8

245-3222

姫路市立図書館安室分館

田寺東二丁目７番 14 号

298-8750

姫路市立図書館青山分館

青山五丁目 2 番 1 号

266-7703

姫路市立図書館広畑分館

広畑区正門通三丁目７番地

238-1044

姫路市立図書館手柄分館

延末 149 番地１

289-1044

姫路市立図書館東分館

御国野町御着 283 番地 15

252-8001

姫路市立図書館安富分館

安富町安志 1151 番地

0790-66-2975

姫路市立図書館香寺分館

香寺町香呂 239 番地１

232-8020

姫路市立図書館夢前分館

夢前町前之庄 2160 番地

336-1466

姫路市立図書館家島分館

家島町真浦 2137 番地 1

325-2331

すこやかひろば

市之郷 1006-8（すこやかセンター３階）

223-5640

わくわく広場いえしま

家島町真浦 2137-1（家島事務所２階）

325-2641

わくわく広場坊勢出張ひろば

家島町坊勢 303-3（坊勢児童館１階）

327-1655

わくわく広場ゆめさき

夢前町菅生澗 1384-1（菅生公民館１階）

335-4153

わくわく広場前之庄出張ひろば

夢前町前之庄 2160（前之庄公民館２階）

336-1458

わくわく広場こうでら

香寺町土師 396（香寺公民館２階）

265-0666

わくわく広場やすとみ

安富町安志 1151（安富事務所１階）

0790-66-4352

星の子館

青山 1470 番地 24

267-3050

飾磨児童センター

飾磨区細江 2654 番地

234-6090

広畑児童センター

広畑区正門通一丁目 7 番地 3

239-8440

網干児童センター

網干区垣内中町 120 番地

274-4732

東児童センター

花田町加納原田 813 番地

253-6001

安室児童センター

田寺東二丁目 7 番 13 号

294-7212

東光児童センター

幸町 99 番地 1

223-4711

面白山児童センター

神子岡前三丁目 8 番 1 号

294-3345

北児童センター

豊富町御蔭 1110 番地 3

264-4250

灘児童センター

白浜町宇佐崎中二丁目 520 番地

247-3710

坊勢児童館

家島町坊勢 303-3

327-1655

青少年センター

総社本町 112 番地（市民会館６階７階）

224-3303

男女共同参画推進センター

本町 68 番地 290（イーグレひめじ３階）

287-0803

姫路文学館

山野井町 84

293-8228
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※開設日以外は 325-2641

※開設日以外は 335-4153
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