
令和３年度 第３回 朝霞市立図書館協議会 次第 

 

日時  令和３年１０月２７日（水） 

午前１０時から 

会場  朝霞市 中央公民館・ 

コミュニティーセンター 

１階 第２集会室 

１ 開  会 

 

２ あいさつ 

 

３ 議  題 

（１）報告事項 

    ア 朝霞市立図書館本館改修工事の進捗状況について 

（２）協議事項 

     ア 第３次朝霞市子ども読書活動推進計画の策定について 

    イ 館内レイアウト・図書館サービスの一部見直しについて 

（３）その他 

 

４ 閉  会 

〈配布資料〉 

 ・令和３年度第３回朝霞市立図書館協議会次第 

 ・朝霞市立図書館本館改修工事の進捗状況について（資料１） 

 ・第３次朝霞市子ども読書活動推進計画基本理念（案）について（資料２－１） 

 ・第３次朝霞市子ども読書活動推進計画（骨子案）（資料２－２） 

 ・令和３年度第１回市政モニターアンケート結果（資料２－３） 

 ・図書館内図（資料３） 



 

資料１ 

 

朝霞市立図書館本館改修工事の進捗状況について 

 

※天候の乱れ等なく順調に推移 

※１２月末までには細かい工事部分以外の工事は終了予定 

 

 

＜現在の主な工事個所＞ 

 

１、屋上防水 

   トップライトの取り外し 

断熱パネルの取り付け 

 

２、内装改修 

   天井・ルーバー・壁紙等を剥がし足場を設置 

   漏水の原因を探りつつ補修等作業 

 

３、トイレ改修 

   既存のトイレの取り壊し 

 

４、電気・機械設備改修 

   照明ＬＥＤ化作業 

 

５、その他改修 

   和室・グループコーナー取り壊し 

    

 

 

 

※工事状況等は裏面写真参照 

 

 

 

 



 

①正面カウンター部分   ②開架フロア部分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

③天井部分        ④和室部分 

 

 
 

 



                                        資料２－１ 

第 3次朝霞市子ども読書活動推進計画 

基本理念（案）について 

 

〇基本理念（案）について 

案 1：すべての子どもが読書に親しむまち、朝霞 

    年齢、所属に関係なく、いつでも、どこでも、子どもの読書環境を保障する

ことをとおして、朝霞市の子ども読書活動の推進を図ることを想定。 

 

案 2：本好きな子どもを育むまち、朝霞 

    子どもの読書環境の整備により、子どもが読書に親しむ環境を保障するこ

とで、読書好きな子どもを育んでいくことを想定。 

 

案 3：いつでも、どこでも 子どもが読書に親しむ環境づくりの推進 

     案 1、案 2を踏まえた標語 

  



【参 考】県内自治体 子ども読書活動推進計画 基本理念等 

〇さいたま市 さいたま市子ども読書活動推進計画 第４次 令和３年度～令和７

年度 

目標 「創造力や感性の豊かな子どもを育むため「読書が好き」な子どもを増

やします」 

  ※基本理念の設定はなし 

 

〇上尾市 第３次上尾市子どもの読書活動推進計画 令和３年度～令和７年度 

  基本方針タイトル 「読み聞かせのまち あげお」 

  

〇行田市 行田市子ども読書活動推進計画（第３次）令和２年度～６年度 

本目標「読書でキラリ・明るく元気な子どもたち」 

 

〇所沢市 第３次所沢市子ども読書活動推進計画 令和元年度～令和５年度 

基本理念 

「所沢市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にします。」 

 

〇吉川市 第３次吉川市子ども読書活動推進計画 令和２年度～令和６年度 

理想像 「すべての子どもの身近に本があり、読書が楽しくなる。」 

  ☆本大好き、吉川っ子☆ 

目標「すべての子どもがいつでもどこでも、本にふれ、本の内容を知ることがで

きる。」 

 

〇白岡市 白岡市子ども活動推進計画 令和 3年度～令和 7年度 

基本理念 「BOOK TO THE FUTURE」 

 

〇三郷市 第 2 次日本一の読書のまち三郷推進計画（三郷市子ども読書活動推

進計画） 令和 3年度～令和 7年度 

目指す将来像 

「読書活動をとおして人と人との絆を結び、誰もが、いつでも読書に親しみ、心

豊かに暮らすことができる、文化のかおり高いまち」 

 

〇和光市 第３次和光市子ども読書活動推進計画 平成３０年度～令和４年度 

5年後の目指す姿 

〇多くの子どもたちが本に親しみ、本を読む習慣を身につけている状態 

〇多くの中高生が本に親しみ、本を読む習慣を身につけている状態 



資料２－２ 

 

 

 

第３次朝霞市子ども読書活動推進計画 

（骨子案） 
 

 

 

 

令和４年度（２０２２年度）～令和７年度（２０２５年度） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

朝霞市教育委員会 
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第 1章 計画の基本事項  

 

１ 計画策定の目的 
子どもの読書活動について、「子どもの読書活動の推進に関する法律」では、「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」（第２条）としています。 

こうしたことから、本市では、子どもの読書活動の重要性に鑑み、図書館での乳幼児期の

ブックスタート(*)を初めとする様々な事業、各関係機関等や学校・施設等での読書活動等に

取組んできました。 

これらの長年の子ども読書活動について、朝霞市立図書館は、平成３１年４月には、平成

３１年度子供の読書活動優秀実践図書館として、文部科学大臣表彰を受けることができま

した。 

今後においても、本市の子ども読書活動については、着実に推進してくことが求められ

ています。 

本市では、子どもがいくつになっても「読書が楽しい」と感じられるように、全ての子ども

が様々な場・機会に読書活動が行えるよう、家庭と学校と地域が子どもの読書への関わり

を深め、市全体で子どもの読書環境を整えることを目指し、平成２４年度に「子どもの読書

活動の推進に関する法律」に基づき、「朝霞市子ども読書活動推進計画」（以下「第１次計画」

といいます。）、平成２９年３月には「第２次朝霞市子ども読書活動推進計画」を策定してき

ました。本計画については、計画年度が令和３年度に終了することから、これまでの取組と

今後の課題を踏まえ、次代を担う子どもたちが読書に親しむ機会の充実及び環境整備を図

り、今後の本市の子ども読書活動を推進していくため、「第３次朝霞市子ども読書活動推進

計画」を策定しました。 
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２ 子どもの読書活動の推進に関する国・県の動き 

国では、平成１３年１２月に「子どもの読書活動の推進に関する法律」が公布・施行さ

れました。「子どもの読書活動の推進に関する法律」では、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施策を推進することによって、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。 

同法に基づき、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」

が閣議決定され、概ね５年間の施策の基本的方向と具体的な方策が明らかにされまし

た。その後も、平成２０年に「子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画（第二

次）」、平成２５年には「子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画（第三次）」が閣

議決定され、子どもの読書活動に関する基本方針と具体的方策が定められました。平

成３０年４月には、子どもの読書習慣の形成、読書への関心を高めることをポイントとし

た「子供の読書活動の推進に関する基本的な計画（第四次）」が策定されました。 

埼玉県では、県内の子どもの読書活動の施策を総合的かつ体系的に推進するため、

平成１６年３月に「埼玉県子ども読書活動推進計画」、平成２１年３月に「埼玉県子ども読

書活動推進計画（第二次）」、平成２６年７月に「埼玉県子供読書活動推進計画（第三次）」

が策定された後、平成３１年３月には「埼玉県子供読書活動推進計画（第四次）」が策定

されました。 

 

３ 子どもの読書活動を取り巻く状況                     

（１）学校図書館法の改正 

平成２７年４月に学校図書館法の一部改正が施行され、「学校司書」が法制化さ

れました。 

（２）学習指導要領の改訂等 

 中央教育審議会「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指

導要領等の改善及び必要な方策等について（答申）」（平成２８年１２月）を踏まえ、

学習指導要領等が改訂され、それぞれ読書活動の充実が盛り込まれました。 

（３）国及び県における第３期教育振興基本計画の策定 

 国では、平成３０年６月に「第３期教育振興基本計画」を閣議決定し、子ども読書

活動の推進に触れた「豊かな心の育成」など２１の教育施策の目標を掲げています。 

埼玉県では、平成３１年３月に「第３期埼玉県教育振興基本計画」を策定し、子ど

も読書については、家庭、地域、学校において子どもが読書に親しむ機会の提供や

環境の整備・充実、啓発・広報を行い、推進体制を整備することが掲げられていま

す。 

（４）障害者差別解消法の施行 

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」（障害者差別解消法）の施
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行（平成２８年４月）により、図書館等の社会教育施設では、障害者への合理的配慮

の提供が義務付けられました。 

（５）教育機会確保法の施行 

「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法

律」（教育機会確保法）の完全施行（平成２９年２月）により、不登校の児童生徒や、

多様な背景・事情から就学に課題を抱える外国籍の子どもに対する配慮も求めら

れています。 

（６）読書バリアフリー法の公布・施行 

    「視覚障害者等の読書環境の整備の促進に関する法律」の施行（令和元年６月）に

より、国や自治体に視覚障害者等の読書環境を整備する責務が定められ、公立図

書館や学校図書館でも、視覚障害者等が利用しやすいメディア（点字図書・拡大図

書・電子図書等）の充実と円滑な利用のための支援が行われるよう、国や自治体が

必要な施策を講ずるものとしています。 

（７）情報通信手段の普及・多様化 

近年の情報通信手段の普及に伴い、スマートフォンやタブレット端末等を活用し

たＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）等のコミュニケーションツールが

多様化しています。また、電子図書等の普及など読書を取り巻く環境の変化により、

書店数の減少等から、図書館等の公共施設以外で子どもたちが気軽に本に触れる

ことのできる場所が減っています。 
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国・県の動向 

 国 埼玉県 

平成12年 「子ども読書年」  

平成13年 「子どもの読書活動の推進に関す

る法律」公布・施行 

 

平成14年 「子どもの読書活動の推進に関す

る基本的な計画」閣議決定 

「学校図書館図書整備5カ年計

画」策定 

「彩の国教育改革アクションプラ

ン」策定 

平成16年  「埼玉県子ども読書活動推進計

画」策定 

平成17年 「文字・活字文化振興法」公布・施

行 

 

平成18年 「教育基本法」改正  

平成19年 「新学校図書館図書整備5カ年計

画」策定 

 

平成20年 「子どもの読書活動の推進に関す

る基本的な計画（第二次）」 

閣議決定 

 

平成21年  「生きる力と絆の埼玉県教育プラ

ン」策定 

「埼玉県子ども読書活動推進計画

（第二次）」策定 

平成22年 国民読書年  

平成25年 「子どもの読書活動の推進に関す

る基本的な計画（第三次）」 

閣議決定 

 

 

平成26年  「埼玉県子供読書活動推進計画

（第三次）」策定 

平成27年 「学校図書館法」一部改正  

平成30年 第四次「子供の読書活動の推進に

関する基本的な計画」 

閣議決定 

 

 

平成31年  「埼玉県子供読書活動推進計画

（第四次）」策定 
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第2章 第２次計画における取組状況 

 

 第２次計画においては、基本目標ごとに評価指標を設定しました。関係課、関係機関にお

いては基本目標を踏まえ、実施計画を策定し、自己評価を行い達成に努めてきました。 

 

１ 計画目標 

 平成２８年度の不読率に対して令和２年度不読率をみると、目標値に達していない状況で

した。 

 

不読率 

  
平成２８年度 

（２０１６） 

令和２年度 

（２０２０） 

目標値 

令和３年度 

（2021） 

小学生 ５．４％ １６．６％ ４％以下 

中学生・高校生 １６．８％ ３４．４％ １２％以下 

うち 中学生 （７．２％） （１８．７％） － 

   高校生 （２３．８％） （５０．０％） － 
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２ 基本目標 

本市では、３本の基本目標を定め、各関係機関等との連携を図りながら、子どもの読書活

動推進のため、環境づくりや情報提供に向けた取組を行ってきました。 

また、関係課、各機関においては、各施策に目標を設定のうえ実施計画を策定し、進行管

理を行ってきました。 

 

 

基本目標 １ 子どもの読書環境の整備・充実 

指標 図書館（分館・公民館図書室を含む）における資料貸出数 （単位：点） 

  平成２９年度（２０１７） 令和２年度（２０２０） 

目 標  946,250 973,250 

実 績  901,450 678,432  

評 価 

一般書の貸出点数が減少傾向にあるものの、児童書貸出点数については、堅調に

推移してきました。令和元年度以降は、新型コロナウイルス感染症拡大防止による

臨時休館や利用制限の影響により目標に達しませんでした。 

 

基本目標 ２ 家庭・学校・地域のネットワークの充実・強化 

指標 子ども読書活動推進連絡会の定期開催 

  平成２９年度（２０１７） 令和２年度（２０２０） 

目 標  定期開催(年 2回） 定期開催(年 2回） 

実 績 2回開催 2回開催  

評 価 
年２回の定期開催をとおして、関係各課・各施設の協議により、本実施計

画の進捗管理や情報交換を行うことができました。 
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基本目標 ３ 子どもの読書活動の普及と啓発 

指標 
「子ども読書の日」（４月２３日）に関連した事業の実施機関数  

（単位：機関） 

  平成２９年度（２０１７） 令和２年度（２０２０） 

目 標 15 18 

実 績 17 -  

評 価 

関係各課・各施設の協力により目標を達成していたが、新型コロナウイル

ス感染症拡大防止対策のため、事業中止等を行ったことから、目標に達

しませんでした。 

 

３ 施策 

（１）子どもの読書環境の整備・充実 

①家庭での子どもが読書を楽しむ環境づくり【図書館】 

図書館では、赤ちゃんと保護者にメッセージを伝えながら絵本の読み聞かせを行う

ブックスタート事業や赤ちゃんとママ・パパのおはなしタイム(*)、うさみみタイム(*)な

どの事業を実施してきました。 

 ②幼稚園・保育園での子どもが読書を楽しむ環境づくり【保育園・幼稚園】 

幼稚園では、年齢に合った絵本等の設置、手に取りやすい配置に努めるととともに、

毎日の読み聞かせを実施しました。保育園では、毎日子供が多様な絵本に触れること

ができるよう環境の整備を行うとともに、読み聞かせや読書の大切さを啓発し、子ど

もの読書習慣の形成を促進してきました。 

 ③学校での子どもが読書を楽しむ環境づくり【小学校、中学校、高等学校】 

  小学校では読み聞かせを実施するとともに、中学校では生徒の委員会活動による

読書啓発活動を実施してきました。また、高等学校では季節や行事に合わせた図書点

字により、読書を楽しむ環境づくりに努めてきました。 

 ④図書館での子どもが読書を楽しむ環境づくり【図書館】 

    図書館では、資料の充実に努めるとともに、おはなし会や図書館見学ツアーなどの

事業の実施をとおして、読書を楽しむ環境づくりに努めてきました。 

 ⑤児童館、⑥放課後児童クラブ、⑦子育て支援センターでの子どもが読書を楽しむ環

境づくり【児童館、放課後児童クラブ、子育て支援センター】 

  児童館、放課後児童クラブでは利用者層や季節に合わせた読み聞かせを実施する

とともに、子育て支援センターでは、月２回の読み聞かせを行い、読書を楽しむ環境づ

くりに努めてきました。 

⑧障がい等で支援が必要な子どもが読書を楽しむ環境づくり【みつばすみれ学園】 

   読みやすい図書の設置、情報提供、読み聞かせの実施や、絵本を題材にしたごっこ

遊びなどの実施をとおして、読書を楽しむ環境づくりに努めてきました。 

⑨ＳＮＳや電子書籍の調査・研究【図書館】 



 

 

 
8 

 

  

   各催事のＰＲについて市の Twitterや Facebookを利用するとともに、電子書

籍導入については導入済み図書館の情報収集を行いました。 

 
（２） 家庭・学校・地域のネットワークづくりの推進 

①朝霞市子ども読書活動推進連絡会による連携【全機関】 

子どもの読書活動を総合的かつ計画的に推進するため、幼稚園・保育園・学校を

はじめ、子どもの読書に関わる団体・機関が相互に協力・連携して推進する体制とし

て、平成２８年５月に、関係機関や関係団体から構成する「朝霞市子ども読書活動推

進連絡会」（以下「連絡会」といいます。）を設置しました。連絡会では、年２回の定例

開催により、子ども読書活動に関する情報交換や共有、子ども読書活動推進計画の

進行管理等をとおして、図書館のみならず、関係課や関係機関等による連携を図る

ことができました。 

②ネットワークを活かした読書活動の推進【全機関】 

 それぞれの機関において子ども読書活動の推進が図れるよう、各機関間における物

的・人的支援を実施してきました。 

 

（３） 子どもの読書活動の普及・啓発 

①子どもの読書活動に関わる情報の収集と提供【全機関】 

朝霞市子ども読書活動推進連絡会の定期開催をとおして、子どもの読書活動情報の

取りまとめと関係機関と情報交換・情報共有を図ることができました。 

②子ども読書の日等での啓発【全機関】 

各機関、各施設で「子ども読書の日」にちなんだ催事・フェア等を行うとともに、「子ど

も読書の日」の周知に努めました。また、「子ども読書の日」の啓発をとおして、読書の楽

しさを伝えました。 

③年齢ごとのブックリスト等の作成、優良図書の紹介 

【図書館、小学校、中学校、高等学校】 

ａ．ブックリストの作成 

図書館では、子どもたちの成長段階に応じた子ども読書の日や夏休み向けのブ

ックリスト等を作成・配布しました。 

小学校・中学校では、朝霞市小・中学校児童生徒用優良図書展示会の開催をと

おして、優良図書の提供に努めました。 

高等学校では、図書館報やブックリスト等を作成・配布をとおして、読書活動の

推進が図れるように対応してきました。 

ｂ．図書館・学校等での優良図書の展示・紹介 

図書館及び公民館図書室、学校等で優良図書の展示・紹介に努めました。 

    

４ 第２次計画における課題 

本市では、朝霞市立図書館協議会、朝霞市子ども読書活動推進連絡会との協議をと

おして、関係課・各機関の協力を得てまとめた取組調査シートでの現状と課題、保護者

と子どもを対象に実施した読書に関するアンケート調査結果等を踏まえ、子どもの読

書活動の推進に向けて取組むべき課題を整理しました。 

 

（１）第３次朝霞市子ども読書活動推進計画策定における課題 
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１）第３次朝霞市子ども読書活動推進計画策定のためのアンケート調査結果について 

①就学前児童保護者 

  ア）前回同様、読書の必要性については、読み聞かせや一緒に読書をするなど、必要で

ある認識をもち、子どもが読書に関心をもつよう、読書習慣がある保護者が多いこと

を確認することができます。しかしながら、図書館、公民館等の利用が、前回は約6割あ

りましたが、今回は約４割となりました。また、前回に比べ、図書館行事への認知度はあ

るものの、参加には結びついていない割合が増加しています。 

  イ）通所、利用施設等により図書館の利用状況に相違がありましたが、図書館を利用し

ない割合はほとんど変わりませんでした。 

    ウ）約８割の保護者と子どもの読書習慣がありますが、読書習慣のない割合も増えつつ

ある状況にあります。また、約8割の保護者が、子どもが読書に親しむためには、家庭で

の読書習慣が必要であると回答しています。 

 

②小学生 

   ア）読書が好きであると回答した児童の割合は全体の約7割であり、好きな理由として

「おもしろいから」、「いろいろなことがわかり勉強になるから」が多くの割合を占めまし

た。一方、読書が嫌い、好きでも嫌いでもないと回答した児童の割合は、全体の約3割

となり、「テレビ、パソコン、スマートフォンの方が楽しい」と回答する割合が前回調査に

比べ約4割となりました。理由としては、「インターネットを使うことが多く、本を使うこ

とがあまりないから」と回答する割合が約5割もあるなど、読書環境に変化があること

が認められます。 

イ）本を読んでもらった経験には、前回調査と大きな変化がありませんでした。読んだ

本の数は、1～２冊が３０．０％と一番多いものの、まったく読まない割合は、前回の５．

４％から１６．６％に増加しました。 

ウ）本を購入する割合が減少し、「家にある本を読む」割合が増加した他、図書館や学校

図書館で借りる割合に加え、放課後児童クラブや児童館における割合も増加傾向にあ

りました。「家にある本を読む」の増加では新型コロナウイルス感染症の影響が考えられ

る一方、放課後児童クラブや児童館については、読書環境が整えられつつあることが考

えられます。 

エ）読書習慣形成の一助として提供している読書通帳については、利用している割合が

約１割で、読書通帳があることを知らない割合が約７割に及びました。 

 

③中学生、高校生 

ア）読書が好きな割合は約６割となっていますが、高校生では嫌いの割合が減少する

一方、「好きでも嫌いでもない」が増加しています。中学生の「好き」の割合は前回と大

きな変化がありませんでした。 

イ）好きな理由については、「面白いから」が約80％、「嫌い」な理由は「テレビやネット

の方がおもしろいから」が約30％、「好きでも嫌いでもない」理由として「主にインター

ネットを使っていて、必要なときだけ本を使うから」という回答が約４０％あり、インター

ネットが日常的に利用できる環境にあることが確認できます。 

ウ）本の入手先・方法として、「買う、買ってもらう」が前回は約8割ありましたが、中学

生、高校生共に、今回では、約4割となりました。 

エ）読んだ本の数について「0冊」と回答した割合が、高校生では前回が２３．８％でした



 

 

 
10 

 

  

が、今回は５０％に増加しています。 

  電子図書の利用では、中学生、高校生の約４割に及び、電子図書の利用が浸透しつ

つあることが確認できます。 

 

２）埼玉県学力・学習状況調査結果について 

読んだ本の数については、「0冊」と回答した割合が、小学生が１６．６％、中学生は１

８．７％でした。前回と調査方法が違うため、比較することは困難ですが、不読状況は改

善されていない状況となっています。 

（前回は、第2次朝霞市子ども読書活動推進計画策定のためのアンケートにより集計。

「0冊」と回答した割合が小学生は5.4%、中学生は７．２％でした。） 

 

２ アンケート調査結果から把握できる課題 

 アンケート調査結果から確認できる現状・課題について、次のことが挙げられます。 

①就学前児童の保護者では、子どもへの読書の必要性の認識をもち、子どもとの読書

を行っています。一方、読書習慣がない保護者も一定割合、確認することができます。 

    ②読書が好きな割合が過半数を占めているものの、読書をしている子どもと読書をし

ない子どもの差があり、年齢が上がるにつれて、読書数の減少傾向が続いています。 

③誰もが日常生活において、パソコンやスマートフォンなどのモバイルフォンを気軽に

利用できる環境となりつつあります。このような状況のなかで、保護者、子どもに限ら

ず、一定程度の電子書籍の利用があることから、今後の対応を検討する必要がありま

す。 

 

（２）第２次子ども読書活動推進計画取組結果における現状と課題 

基本目標１ 子どもの読書環境の整備・充実 

①家庭での子どもが読書を楽しむ環境づくり 

読み聞かせは「本」への興味につながり、その後の子どもの読書習慣に大きく関わっ

てきます。絵本等の読み聞かせの重要性と読書の大切さについて考え、「いつでもどこ

でも気軽に本を手に取ることができる」という環境づくりが必要です。保護者が自ら読

書する姿を子どもに見せる、子どもと図書館や書店に行く等の習慣や、子どもの手が

届く場所に本を用意するなど、家庭における読書環境がとても重要です。 

このようなことから、「読み聞かせ」や「家読（うちどく）」等、保護者と子どもが一緒に

読書を楽しみ、子どもの読書習慣の形成を支援していくことが必要です。 

 

②幼稚園・保育園での子どもが読書を楽しむ環境づくり 

幼稚園・保育園では、各園で図書室や図書コーナーを設け、読み聞かせ等を取り入れ

ています。また、保護者が協力して文庫を開設し、本の貸出を行う園も多く、絵本に親

しむ機会づくりを進めてきました。幼稚園教育要領や保育所保育指針に基づき、幼稚

園・保育園では読書指導をどのように進めていくかが重要です。各園の取組事例の情

報交換や情報共有により、毎日の保育・教育活動に活用していくことが必要であり、引
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き続き、家庭での読書にも及ぶように、本の情報提供と働きかけを継続して行ってい

くことが必要です。 

 

③学校での子どもが読書を楽しむ環境づくり 

小・中学校の学校図書館には司書教諭や学校図書館サポートスタッフ(*)が配置さ

れ、教育活動の中で、朝の一斉読書やボランティア団体による読み聞かせ、学級文庫の

設置、必読図書の選定等、児童・生徒に読書を習慣づける取組みが行われています。 

学校図書館サポートスタッフの学校図書館への配置により、本の貸出、管理が円滑

に行われており、今後においても子どもが多くの本に親しみ、読書量が増えるよう進め

ていくことが重要です。また、学校図書館サポートスタッフの研修を行い、学校図書館

の運営について認識を深める必要があります。小・中学校で児童・生徒が読書に親しむ

心を養い、読書習慣を身につけるとともに、主体的・意欲的に読書活動や学習活動に

取り込める環境づくりを進めることができるよう、学校全体で組織的に読書活動の推

進に取組む必要があります。 

 

④図書館での子どもが読書を楽しむ環境づくり 

本市では図書館（本館・分館）、公民館図書室で図書館サービスを展開しており、

多くの市民に利用されています。 

図書館では、児童コーナー、ティーンズコーナー（本館）を設置し、より多くの子ど

もに来館してもらえるよう、読み聞かせ、映画会や各種行事等を開催しています。

読書活動を推進する事業として、テーマ展示やブックリストの作成を定期的に実施

するほか、図書館見学や図書館業務の体験を内容とする「書庫見学ツアー」や「え

んじょいきっず」を実施するとともに、子ども読書活動を推進する一助として「読

書通帳」の作成・配布を行っています。今後、子どもの読書活動を更に推進するた

めには、気軽に参加でき、読書に親しみがもてるような新たな取り組みが求められ

ます。 

さらに、子どもの読書活動には、ブックスタート事業からティーンズ向けサービ

スの充実、読書バリアフリー法を踏まえた障がい等で支援が必要な子どもの読書

支援等、子どもの発達段階に応じた幅広いサービスの展開が求められます。また、

引き続き、図書館と学校やボランティア団体等の関係機関との連携を深め、支援

していくことが必要です。これらの実施や支援を行うためには、図書館職員が子ど

もの本や読書指導に関する知識を深め、資質向上に努めていくことが不可欠です。 

 

⑤児童館での子どもが読書を楽しむ環境づくり 

児童館では、館内に図書室を設置し、幼児の楽しめる絵本から子どもの様々な

興味・関心に応える本を常備しています。また、様々な本を紹介し親しんでもらえ
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るよう、定期的に各館で読み聞かせや紙芝居、パネルシアター等の事業を行ってい

ます。親子のふれあい事業の中で読み聞かせや絵本を題材にした「ごっこ遊び」を

取り入れたり、小学生向けの読み聞かせ事業のほか、地域の小学校へ出向いての

読み聞かせ事業を行うなどの取組をしている館もあります。 

今後も、各児童館で事業を実施するなど、子どもが読書に親しむ機会を提供し

ていくことが求められます。 

 

⑥放課後児童クラブでの子どもが読書を楽しむ環境づくり 

市内には、放課後児童クラブが１０の小学校区に設置されており、各放課後児童クラ

ブには図書スペースを確保し、定期的な本の更新とリサイクル図書を活用しながら、図

書を常備しています。 

自由時間に本を読んだり、小学校が長期休業中等の１日保育の時には、お昼寝の前

に本の読み聞かせを行っています。また、指導員によるおはなし会等の読み聞かせも

行われており、学習支援として読書を取り入れているクラブや、読み聞かせで興味をも

ったことを実際に行ってみるなど取組を展開しているクラブもあり、各クラブで情報共

有しながら進めていくことが必要です。 

 

⑦子育て支援センターでの子どもが読書を楽しむ環境づくり 

子育て支援センターは、就園前児童とその保護者の仲間づくりや子育てサポー

トの場となっています。各センターで毎月１回程度、職員が絵本の読み聞かせを行

う「絵本の日」を設定しており、パネルシアターも行っています。今後も図書館、児

童館、ボランティア等と連携し、子どもが読書に親しむことができる場を提供する

ことが求められます。 

 

⑧ 障がい等で支援が必要な子どもが読書を楽しむ環境づくり 

文字を読むことや注意力を保つことが困難な子どもを含め、すべての子ども

が読書に親しむことができるようにすることが必要です。 

また、読書活動に支援が必要な子どもたちは、年齢や障害の有無により様々な

場所や集団で生活しています。読書活動が困難な子どものために、点字絵本、音

声デイジー、布絵本、ＬＬブック等の収集等を行っていきます。また、読書バリアフ

リー法施行（令和元年６月）を踏まえ、読書環境の整備・充実が図っていく必要が

あります。 

前述の①～⑧の各局面において引き続き、個々の状況に応じた支援を提供し

ていくことが必要です。 

 

⑨SNSや電子書籍の調査・研究 
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    インターネットや電子書籍等が日常的に利用できる環境になりつつあります。ま

た、公立図書館等では、読書バリアフリー法施行により、視覚障害者等が利用しや

すいメディア（点字図書・拡大図書・電子図書等）の充実と円滑な利用のための支

援を行っていく必要があります。 

 

⑩安心・安全に利用できる図書館利用環境の提供 

 図書館は不特定多数の方が利用する施設です。日頃から、事件や事故等がない

ように、子どもを含めた利用者が安心・安全に利用できる図書館利用環境の構築

が求められます。また、風水害や地震、感染症など従来想定していなかった事象

に的確に対応し、子ども、保護者が安心・安全に利用できる図書館利用環境を提

供していく必要があります。 

 

基本目標２ 家庭・学校・地域のネットワークづくりの推進 

  ①朝霞市子ども読書活動推進連絡会による連携 

子どもの読書活動の推進を図るためには、子どもが生活し育つ場である家庭と、子

どもの成長に関わっている幼稚園・保育園・学校・図書館さらには地域の人が連携して

取組んでいくことが不可欠であるため、平成２８年５月に「朝霞市子ども読書活動推進

連絡会」（以下「連絡会」といいます。）を設置しました。その後、連絡会の定期開催をと

おして、朝霞市子ども読書活動推進計画の策定や本計画の進行管理、関係課・関係機

関との情報交換を定期的に行ってきました。今後、連絡会は定期的な会合のみに留ま

ることなく、ボランティア団体等への情報提供等も行うことができるよう、活動を充実

させていくことが必要です。 

 

②ネットワークを活かした読書活動の推進 

子どもの読書活動の施策を総合的かつ計画的に推進し、関係機関によるネットワー

クによる読書活動の推進を図るため、「朝霞市子ども読書活動推進連絡会」を活用して、

引き続き、図書館や学校、関係機関、ボランティア団体等の連携の強化を図っていくこ

とが必要です。 

 

③子どもの読書習慣の形成に向けた取組の推進 

 子どもの読書習慣の形成について、発達段階ごとの効果的な取組を推進いていくた

めには、引き続き、ネットワークを活用した読書活動の推進に取り組みながら、家庭・学

校・地域を包括し、横断的・継続的な取組に対応できる新たな仕組みづくりを視野に入

れつつ検討することが必要です。 
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基本目標３ 子どもの読書活動の普及・啓発 

①子どもの読書活動に関わる情報の収集と提供 

市内の様々な場所で、子どもの読書活動を推進するための取組が行われていま

す。施設、行事、取組状況等の情報を収集し、関係機関の情報共有を図るととも

に、家庭への情報提供をさらに充実させるため、情報の取りまとめ、子どもと家庭

に発信していくことが必要です。 

 

②子ども読書の日等での啓発 
毎年４月２３日の「子ども読書の日」や毎年１０月２７日から１１月９日までの「読

書週間」については、子どもの読書活動の推進を図るため、引き続き啓発・広報を

実施することが必要です。 

また、これらの特定の日や期間に限らず、様々な機会をとおして、子ども読書活

動の推進を図っていく必要があります。 

 

③年齢ごとのブックリスト等の作成、優良図書の紹介 

図書館では、夏休み前にブックリスト「このほんよんだ」を作成・配布して本を紹介し

ています。ブックリストは小学校にも配布し、紹介した本は子どもが手に取りやすいよ

うに図書館と公民館図書室に配置しています。ブックリストに限らず、子どもの読書意

欲につながるブックリストの作成や、図書館ホームページ等をとおして、いつでもブッ

クリストが閲覧できるようにしていくことが必要です。 

 

 

（３）第２次子ども読書活動推進計画取組結果における課題の整理 

第２次計画（平成２９年度～令和３年度）においては、３本の基本目標を設定し、子どもの

読書環境の整備・充実、家庭・学校・地域のネットワークの充実・強化、子どもの読書活動の

普及･啓発に向けて、子ども読書活動に関する関係部署や施設が、子どもの読書活動を推

進するため、それぞれの取組を行うとともに各施策の充実に努めてきました。 

こうしたなかで、子どもと保護者の読書に関するアンケート調査結果や第２次子ども読書

活動推進計画の取組結果から次の課題が挙げられます。 

 

①読書習慣の形成に向けて、発達段階ごとに幼い頃から読書の楽しさを知ってもらえる

よう、子どもたちの自発的･習慣的な読書活動につなげるための環境づくりが重要であ

ること。 

②大人･保護者が読書の大切さを再認識し、子どもに伝える、子どもに示すことが重要で

あること。 

③スマートフォン等の普及による情報環境の変化が子どもの読書環境に与える影響を把

握・分析するとともに、子どもの周りにいる大人・子どもを取り巻く地域が、子どもの読

書活動に関わることが重要であること。 
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第２次計画の成果やアンケート調査結果など、子どもの読書を取り巻く環境等を踏まえ、

子どもの読書活動をさらに推進していくため、第２次計画の重点課題を継承しつつ、新たな

課題への対応が必要です。 

 

【重点課題】 

１．子どもが身近に本に触れられる環境づくりと発達段階ごとに応じた読書習慣

の形成【一部見直し】 

２．学校図書館や図書館・児童館等における図書の充実【継続】 

３．家庭、学校、地域、図書館、それぞれの子どもの読書活動における役割と、 

連携のあり方を相互に認識したネットワークの連携･取組の実施【継続】 

４．子どもの読書活動に関わるボランティアや地域の担い手への支援【継続】 

５．読書の大切さや楽しさなど、子どもの読書活動に関する啓発・広報の推進 

６．読書バリアフリー法施行や電子書籍等の普及等を踏まえた対応の検討 

【一部見直し】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
16 

 

  

第3章 第３次朝霞市子ども読書活動推進計画について 

 

１ 基本理念（計画の基本的考え方） 

 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、想像力を豊

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

です。 

 インターネットやスマートフォン等の情報メディアの急速な普及により、子どもたちの

読書を取り巻く環境が変化するなか、幼少期から様々な人が関わり、子どもの発達段

階に応じた支援や「すべての子どもたちに本との出会いを」創出することにより、読書

の習慣を図るとともにすべての子どもたちに本を読む楽しさや喜びを体験できるよう

にする必要があります。 

 本計画では、第２次朝霞市子ども読書活動推進計画における数値目標の達成状況と

課題を踏まえ、第３次朝霞市子ども読書活動推進計画を策定するとともに、基本理念

を次のとおりとします。 

 

 

 

 

２ 計画目標 

◎本計画の基本目標の総合的な目標として、次のとおり計画目標を設定します。 

 ①不読率 

    令和２年度                    目標値 

小学生  １６．６%           小学生 １２．５%以下 

中学生  １８．７%           中学生 １４．０%以下 

高校生  ５０．０％          高校生 ３７．５%以下 

令和２年度埼玉県学力学習状況調査及びアンケート結果（令和３年４月実施）に基づく数値 

※県計画と同じ２５％減とします。 

②読書が好きな人の割合 

          小学生 ７０．９％           小学生 ７５．０％ 

中学生 ６１．３％           中学生 ６４．４％ 

高校生 ５３．９％           高校生 ５６．６％ 

※５％増を目安とします。 

第３次朝霞市子ども読書活動推進計画策定に伴うアンケート 

小学生質問２、中学生問２、高校生質問３に基づく数値 

 

基本理念     設定予定 
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３ 基本方針 

国及び埼玉県の基本的方針を踏まえ、第２次計画の基本目標を継承します。 

基本目標１ 子どもの読書環境の整備・充実  

基本目標２ 家庭・学校・地域のネットワークの充実・強化 

基本目標３ 子どもの読書活動の普及・啓発 

 

４ 計画の位置づけ 

   本計画は「子どもの読書活動の推進に関する法律」第９条第２項に基づき、策定し

ます。 

また、本市の最上位計画である第５次朝霞市総合計画（平成２８年度（２０１６年度）～

令和７年度（２０２５年度））、第２期朝霞市教育振興基本計画（令和３年度（２０２１年度）～

令和７年度（２０２５年度））、第３次朝霞市生涯学習計画（平成２９年度（２０１７年度）～令

和８年度（２０２６年度））、第３次朝霞市立図書館サービス基本計画（令和３年度（２０２１

年度）～令和７年度（２０２５年度））等の関連計画と整合性を図るものとします。 

 

参考 

 年度（R：令和） 

（西暦）            

R3 

2021 

R4 

2022 

R5 

2023 

R6 

2024 

R7 

2025 

R8 

2026 

計画名       

 第５次朝霞市総合計画 基本構想 後期基本計画  

 朝霞市教育振興基本計画 第２次基本計画  

 第３次朝霞市生涯学習計画 前期 後期計画 

 朝霞市立図書館サービス基本計画 第３次計画  

 朝霞市子ども読書活動推進計画 第２次 第３次計画  

 

５ 計画の期間                                

第３次朝霞市立図書館サービス基本計画との整合性を図るため、本計画期間は令和

４年度から令和7年度までの４年間とします。なお、必要に応じて計画の見直しを行い

ます。 

 

６ 計画の対象                                

本計画における「子ども」とは、概ね１８歳以下の者をいいます。 

 

７ ＳＤＧｓの視点を踏まえた施策の推進 

 第５次朝霞市総合計画後期基本計画の施策の推進については、ＳＤＧｓが掲げる理念

や目標を身近なものに感じながら、持続可能な社会を目指しています。 
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 第３次朝霞市子ども読書活動推進計画においても、ＳＤＧｓの１７の目標のうち、主に

「４．質の高い教育をみんなに」、「１１．住み続けるまちづくりを」、「１７．パートナーシッ

プで目標を達成しよう」の達成に貢献することを目指し、子ども読書活動を推進してい

きます。 
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第4章 第３次朝霞市子ども読書活動推進計画 

 

 第1章計画の基本事項 第2章第２次計画の取組状況、第２次計画における重点課題を踏

まえ、新たな課題や状況に対応するため、基本理念、基本方針に沿い、施策に取組むことと

します。 

                              

 

基本目標１ 子どもの読書環境の整備・充実  

子どもたちの身近に本があり、自ら本を手に取り、進んで読書ができるよう、子ど

もの発達段階に応じた子どもの読書環境の整備・充実を図っていきます。 

 

 

    

基本目標２ 家庭・学校・地域のネットワークの充実・強化  

子どもの読書活動を総合的に推進するため、朝霞市子ども読書活動推進連絡会を

中心に、家庭、学校、図書館それぞれが連携・協力して、子どもの自主的な読書活動

を支援・推進してきました。連絡会の定期開催をとおして体制整備に努めるとともに、

新たな課題等についても協議していきます。 

   

 

 

基本目標３ 子どもの読書活動の普及・啓発  

子どもたちの読書環境の整備には、保護者や地域住民の読書活動への理解・関心

が不可欠であり、大人たちが子どもたちに読書の大切さを伝えることが必要です。

「子ども読書の日」等をとおして、引き続き、子ども読書活動推進に関する行事や啓

発・広報活動に努めていきます。 

また、読書通帳などの活用により、子どもの読書活動を普及･啓発する取組をすす

めていきます。 
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体系 

 

 

基本理念                                                  

 

 基本目標１ 子どもの読書環境の整備・充実 

         ①家庭での子どもが読書を楽しむ環境づくり 

         ②幼稚園・保育園での子どもが 読書を楽しむ環境づくり 

         ③学校での子どもが読書を楽しむ環境づくり 

④図書館での子どもが読書を楽しむ環境づくり 

⑤児童館での子どもが読書を楽しむ環境づくり 

⑥放課後児童クラブでの子どもが読書を楽しむ環境づくり 

⑦子育て支援センターでの子どもが読書を楽しむ環境づくり 

⑧障がい等で支援が必要な子どもが読書を楽しむ環境づくり 

⑨電子書籍利用に伴う調査・研究 

⑩安心・安全に利用できる図書館利用環境の提供 

 

 

基本目標２ 家庭・学校・地域のネットワークの充実・強化 

①朝霞市子ども読書活動推進連絡会による連携 

②ネットワークを活用した読書活動の推進 

③子どもの読書習慣形成に向けた新たな仕組みづくりの調査研究 

 

基本目標３ 子どもの読書活動の普及・啓発 

①子どもの読書活動に関わる情報の収集と提供 

②子ども読書の日等での啓発 

③年齢ごとのブックリスト等の作成、優良図書の紹介 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設定予定 
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１ 子どもの読書環境の整備・充実  

                       

（１）家庭での子どもが読書を楽しむ環境づくり                  

保護者が子どもの読書活動の重要性を深く理解し、家庭での読書活動が広がるよう

に、学校、図書館、生涯学習施設及び関係機関が連携し、読書環境の整備・充実を図って

いきます。 

また、妊娠中のお母さんや保護者に対して、子どもが成長する過程において重要

な読み聞かせ等の読書活動の啓発を行うための事業を実施していきます。 

 

①家庭での取組の推進 

ブックスタート事業で配布したブックリストやお薦め絵本等の情報をきめ細かく提

供し、家庭で活用されるように取組みます。 

各学校のＰＴＡ活動の中で「読み聞かせ」をテーマに取り入れていただけるよう、ま

た、家庭で「本について親子で話す時間をつくる」こと、「保護者が読書をする姿を子

どもに見せる、子どもと同じ場所で同じ時間に本を読む」ことについても、働きかけ

ていきます。 

 

②各種講座、子育てサークル、健診等様々な機会での保護者等への啓発 

様々な講座や事業の中で、読み聞かせや読書の大切さを啓発し、子どもの読書習

慣形成を促進します。 

 

③生涯学習事業における読書活動の推進 

家庭教育学級において、保護者が子どもの読書活動の大切さを学ぶ講座を開催し

ており、引き続き学習活動を支援します。また、「読み聞かせ」をテーマにした学習を

取り入れるよう働きかけていきます。 

市内６館の公民館には図書室を設置しており、地域の子どもの身近な読書の場と

なっています。子ども向け図書の一層の利用を促進するとともに、子育てサークル・

親子サークルと連携して読書活動を推進できる読み聞かせグループの自主的な活動

を支援します。 

 

（２）幼稚園・保育園での子どもが読書を楽しむ環境づくり              

幼稚園・保育園では、引き続き、子どもが絵本等に触れあう機会や読み聞かせを実施

します。家庭には、読書の大切さの啓発と家庭での読み聞かせの働きかけを行います。

また、引き続き教諭・保育士が研修へ参加する機会の確保に努めます。 

 

①幼稚園・保育園での読み聞かせの充実 

引き続き市内の多くの幼稚園、保育園で、毎日の活動に読み聞かせが充実するよ

うに努めます。 

また、ほとんどの保育園で取り入れている読み聞かせボランティアによる「お話

の出前(*)」を実施していきます。 

 

②幼稚園・保育園の図書の充実 

引き続き幼稚園・保育園の図書室、図書コーナーの絵本等の充実に努めます。 
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図書館の団体貸出やリサイクル図書を活用して、図書の充実を図ります。 

 

③保護者の協力による文庫活動・貸出活動の支援と情報提供 

保護者会が文庫を管理している園では、今後も継続できるよう、保護者会の活動

を支援します。また、引き続き、図書についての情報提供や、市内各園の文庫の紹介

を行い、貸出活動を支援します。 

 

④保護者・家庭への啓発 

幼稚園・保育園における子どもたちの本への関心の高さを、保護者・家庭にも伝え

ていきます。あわせて、家庭において読み聞かせが実践されるように、アドバイスや

情報提供に努めます。通園児だけでなく、地域の親子に開かれた「いっしょにあそぼ

う保育園で」等、地域子育て支援活動の中でも機会を捉えて、絵本の紹介を行ってい

きます。 

 

⑤幼稚園・保育園職員の研修 

幼稚園・保育園で読み聞かせを積極的に取り入れられるよう、教諭・保育士に働き

かけていきます。また、読み聞かせのスキルの向上を図るための研修に参加すること

や、保護者からの本の相談に対応できるように情報収集を図ります。 

各園での取組状況等の情報を共有しながら進められるように、連携を図ります。 

 

（３）学校での子どもが読書を楽しむ環境づくり                   

読書習慣を身につけ、読書量を増やすため、朝の一斉読書、読み聞かせ等、子どもへ

の読書の働きかけを行います。 

 

①朝の一斉読書の推進 

読書習慣を身につけ、学習習慣の向上と言語環境の充実を図るため、朝の一斉読

書を推進します。 

 

②ボランティアや親子読書サークルによる読み聞かせの実施 

ボランティア団体・親子読書サークル等の協力を得て、引き続き、読み聞かせ活動

を取り入れて子どもが本の楽しさを感じることができるよう実施します。 

 

③学校図書館の図書整備 

小・中学校の図書室の蔵書の管理及び図書の整備に努めます。また、学校図書館

が、読書センターと学習情報センターの両方の機能をもつ拠点となるように、読書環

境の整備・充実を図り、子どもたちの利用を促進します。 

 

④司書教諭を中心とした校内組織の確立と活性化 

司書教諭を中心とした校内組織の確立と活性化を進めます。司書教諭は、家庭で

の読書の有用性について啓発し、家庭で読書の時間をもってもらえるように、保護者

等に働きかけます。 
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⑤教諭のための児童・生徒の読書活動に関する研修機会の確保 

教諭が研修等に参加し、児童・生徒の読書活動のあり方や学校図書館の運営方法

を学びます。 

 

（４）図書館での子どもが読書を楽しむ環境づくり                   

図書館は学校と並ぶ地域の子どもの読書活動の拠点として、乳幼児から青少年まで、

子どもの発達段階に応じた幅広い図書館サービスを推進します。 

 

①児童コーナー、ティーンズコーナーの充実 

子どもの興味、関心、ニーズを的確に捉えた本に出会えるようなコーナーづくりを

目指します。 

赤ちゃんから中学生・高校生まで年齢に合わせた資料の収集・整理・保存に努め、

適切な読書環境を整備していきます。 

 

②図書資料の充実 

子どもの関心が高い資料、興味のある資料など、子どもの心に残るような良質の

本の選定・収集に努めます。 

 

布絵本や外国語絵本、大型絵本等、様々な資料を収集し、資料の充実を図ります。 

 

③ブックスタート事業等による乳幼児期の絵本との出会いの機会提供 

健康づくり課と図書館で実施している４か月児と保護者へのブックスタート事業は、

子育て支援活動としても重要であり、絵本や読み聞かせについて今後も認識を深め

るよう努めます。 

ブックスタート後の親子を対象にした「赤ちゃんとママ・パパのおはなしタイム」につ

いては、絵本との出会いや絵本を通じて親子同士の交流を図るきっかけづくりとな

れるよう、実施していきます。 

 

④おはなし会や行事の開催 

本や読書に親しむ機会を提供として、「うさみみタイム」（絵本や紙芝居の読み聞か

せ、映画会）「書庫見学ツアー」や「キッズシネマ」、「えんじょいきっず」、「クリスマスお

はなし会」、「子ども読書の日お楽しみ映画会」、「夏休み子ども映画会」等を実施して

きました。今後も子どもの好奇心や興味を満たし、読書のきっかけとなる内容の事業

を実施し、多くの子どもたちの参加を呼びかけます。 

 

⑤中学生・高校生の図書館利用の促進 

テーマ展示については、子どもたちの関心・興味の高い内容や季節等、テーマを捉

えた展示を企画します。 

中学生・高校生の職場体験をとおして、読書への関心を深められるようにします。 

青少年対象講座を開催し、図書館や読書に興味をもってもらうように働きかけま

す。 
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また、中学・高校の図書館活動支援として、学校図書委員会の発行した機関紙やＰ

ＯＰ、ポスター配布や掲出を行います。 

 

⑥読書通帳の普及 

読んだ本の感想や内容、評価等を記録する読書通帳は、読書の楽しみを深めると

ともに読書習慣の形成の一助となります。このことを踏まえ、読書通帳の普及に努め

ます。 

 

⑦団体貸出の実施 

各地域における子ども読書活動の推進を図るため、幼稚園・保育園・学校等をはじ

め、読書活動に携わるボランティア団体や関係機関等に団体貸出を行います。団体

貸出に関する情報提供等、利用促進に向けた周知に努めます。 

 

⑧リサイクル図書の活用 

図書館で除籍した児童書、絵本及び紙芝居をリサイクル図書として、保育園、幼稚

園、児童館、放課後児童クラブ等での有効活用を図ります。 

 

⑨保護者等への啓発 

保護者をはじめ、子どもの読書活動を推進するボランティア、読み聞かせグループ

等を対象に、家庭での読み聞かせ等の意義を啓発し、お薦めの本について情報提供

します。 

また、保護者自身にも読書習慣を身に付けてもらえるよう、話題本コーナーの充実

とそのリストの作成、映画会やおはなし会の際の原作本や関連書籍の紹介や展示な

どに努めます。 

 

⑩職員の資質の向上 

図書館職員については、専門性の確保に努め、子どもの読書活動に関する知識・

技術の習得、利用者からの図書についての相談、ボランティア活動の支援等に対応

できるよう、職員の資質向上に努めます。 

 

（５）児童館での子どもが読書を楽しむ環境づくり                 
各児童館の図書室の充実を図ります。あわせて、おはなし事業の読み聞かせ活動がさ

らに活発に推進できるよう、地域の学校やボランティア、図書館と連携して子どもの読書

活動を推進するための事業を展開します。 

 

①図書室図書の充実 

毎年、図書の充実を図り、本に興味をもってもらうきっかけづくりを継続して行い

ます。また、図書館のリサイクル図書等を有効に活用します。 

 

②児童館での読み聞かせやおはなし事業の充実 

職員やボランティアによる紙芝居や絵本の読み聞かせ、パネルシアター、人形劇等
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の事業を、内容の充実を図りながら実施します。 

 

③地域と連携した児童館活動の推進 

読み聞かせボランティアや音楽ボランティア等との協働、地域の学校と連携した取

組等を促進します。 

 

④保護者への読書に関する啓発 

親子のスキンシップや仲間づくり等を目的とした事業の中で、題材に本を使いな

がら読書の大切さや楽しさなどを周知していきます。 

児童館の実施する行事や読み聞かせ講座等の周知を図り、子どもの読書活動を推

進するための啓発資料等を配布します。 

 

（６）放課後児童クラブでの子どもが読書を楽しむ環境づくり            

読み聞かせを継続的に行いながら、様々な取組を通して、子どもが興味をもった本を

読めるような支援を図っていきます。 

 

①放課後児童クラブでの読み聞かせ、おはなし会の充実 

指導員や読み聞かせボランティアによる紙芝居や絵本の読み聞かせ活動を促進します。 

 

②放課後児童クラブの図書の充実 

放課後児童クラブの図書の充実に向けて、図書の更新・交換や相互利用を取り入

れます。 

 

③読書を活用した取組の推進 

全ての放課後児童クラブで、学習支援として読書に親しむ機会づくりに取組むと

ともに、保育時間内に家庭での確保できない部分を補えるように、読書時間の確保・

推進に努めます。 

 

（７）子育て支援センターでの子どもが読書を楽しむ環境づくり         

遊びとともに、子どもが気軽に読書に親しむことができる環境、保護者の読み聞か

せのきっかけづくりの場を提供します。また、保護者への子どもの読書活動に関する情

報を提供していきます。 

 

①子育て情報とあわせた「本」の情報の提供 

子育てガイドブック等にも掲載していますが、図書館や児童館等で実施する絵本

講座や読み聞かせ講座等の情報提供を行います。 

 

②読み聞かせの実施 

各センターでの読み聞かせを実施し、保護者に体験してもらい、家庭での読み聞か

せのきっかけとなるように働きかけます。あわせて、本の大切さについても啓発しま

す。 
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（８） 障がい等で支援が必要な子どもが読書を楽しむ環境づくり           

読みやすい本の導入や情報提供を行っていきます。関係施設職員は、支援が必要な子

どもへの理解と資質向上が図れる研修参加の機会の確保に努めます。 

①支援が必要な子どもの読書活動の充実 

関係施設では、本を読むきっかけとなるように、家庭での本や絵本の使い方等を

保護者に伝えていきます。また、自由に本を読む時間、読み聞かせをする時間、集会

の際に本を活用するなど、本に親しむ機会を確保していきます。 

 

②支援が必要な子どもの図書館利用の促進 

障がいに応じた図書資料の充実に努めるとともに、対面朗読サービスや録音資料

（デイジー）などの利用促進を図り、「障害者差別解消法」施行を踏まえ、障がい等の

有無に関係なく、子どもが気軽に利用できる環境づくりに努めます。 

 

③職員の資質の向上 

支援が必要な子どもへの理解が深まるように、資質の向上を目指した研修参加の

機会の確保に努めます。 

 

（９）電子書籍利用に伴う調査・研究                      

スマートフォン等の普及は、中学生・高校生のみでなく、小学生にまで及んでおり、

今後、更に進んでいくものと思われます。また、読書離れやＧＩＧＡスクール構想の進展

により、子どもたちが従来の紙媒体による書籍等をとおして活字を親しむ機会が変わ

りつつあります。 

本市においても、令和３年度に電子書籍導入予定があり、子ども読書活動推進にお

ける電子書籍のタイトル選定や利用等について、他の自治体の状況を調査・研究しなが

ら進めていきます。 

また、読書バリアフリー法施行を踏まえ、視覚障害者等が利用しやすいメディア（点字

図書・拡大図書・電子図書等）の充実と円滑な利用のための支援が行われるように、関

係課等と連携を図り、必要な施策を提供できるように準備を進めます。 

 

（１０）安心・安全に利用できる図書館利用環境の提供 

風水害や地震、感染症など従来想定していなかった事象に的確に対応できるよう、

利用者が安心・安全に利用できる図書館利用環境の構築を図るよう、子ども、保護

者が安心・安全に利用できる図書館利用環境を提供していきます。 

 

２ 家庭・学校・地域のネットワークの充実・強化                

（１）子ども読書活動推進連絡会による連携                   

子どもの読書活動を総合的かつ計画的に推進するため、幼稚園・保育園・学校をはじ

め子どもの読書に関わる団体・機関が相互に協力・連携して推進する体制として、平成

２８年５月に「朝霞市子ども読書活動推進連絡会」を設置しました。「第３次朝霞市子ど
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も読書活動推進計画」の策定や、連絡会の定期開催をとおして子どもの読書活動の推

進体制の強化を図るほか、各団体・機関における当計画の進捗状況の確認や取組内容

の見直しについて情報交換を行います。 

 

（２）ネットワークを活用した読書活動の推進                 

子どもの読書活動を推進するため、「朝霞市子ども読書活動推進連絡会」を中心に、

図書館と学校図書館の連携・協力、市関係部局、ボランティア団体等の関係者がそれぞ

れの役割を担いながら、相互の連携・協力により活動を推進します。 

①家庭への支援 

家庭での読書が広がるように、読み聞かせやおはなし会等の講座を開催します。 

また、これらの講座への職員・ボランティアの派遣を行います。 

 

②幼稚園・保育園・学校・児童館・放課後児童クラブ等への支援 

図書館では、幼稚園・保育園、学校等での読み聞かせ活動に資する資料等を提供

し、取組を支援します。 

また、図書館見学や体験利用等に対応し、図書館を身近に感じてもらえるようにし

ます。 

図書館と学校の連携を図り、図書に関する情報の提供、学校図書館の資料の充実、

資料選定の相談に対応します。 

 

③地域への支援 

図書館は、子どもの読書活動に関わる団体に必要な資機材の貸出、相談対応、各

種情報提供に努めます。 

読み聞かせボランティア等の育成を支援して、学校や地域等へ派遣して活動の場

を広げていきます。また、ボランティア間の交流や関係機関の取組等がわかるように

情報提供に努めます。 

 

④高校ネットワークへの支援 

埼玉県立高校では県内を１７地区に分け、高校図書館ネットワーク活動を行っています。

朝霞市・志木市・新座市・和光市は西部E（朝霞）地区ネットワークと呼ばれ、朝霞高校、朝

霞西高校、志木高校、新座高校、新座総合技術高校、新座柳瀬高校、和光高校、和光国際

高校の８校で構成されており、相互貸借、書籍データの共有、授業利用で使用した書籍・

雑誌のリスト作成や研修・会議、公立図書館（県立図書館や各市立図書館）から借受を行

っており、各校の司書はネットワーク内の業務を分担して行っています。 

ネットワーク活動が活発になるよう、情報提供などの連携を図ります。 

 

（３）子どもの読書習慣形成に向けた新たな仕組みづくりの調査研究 

子どもの読書習慣の形成に向けて横断的・継続的な取組に対応できる新たな仕組みづ

くりのために、先進自治体等の取組について調査研究を行います。 

 

３ 子どもの読書活動の普及・啓発                         
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（１）子どもの読書活動に関わる情報の収集と提供                

子どもの読書活動に関する情報を関係機関で収集し、子どもと家庭への情報提供に努め

ます。 

 

①子どもの読書活動情報の取りまとめと関係機関での共有化 

子どもの読書活動に関係する機関が、それぞれお互いの取組予定や内容を共有し

て、利用者への情報提供や自身の活動に役立てていきます。 

 

②子どもの読書活動に関する情報の提供 

子どもと家庭に読書活動に関する情報が届くように、子どもの成長段階に応じた

情報、タイムリーな情報等、多様なニーズに応じた情報提供ができるように努めます。

また、市・図書館ホームページや広報等を有効に活用していきます。 

 

（２）子ども読書の日等での啓発                        

広報あさか、市・図書館ホームページ等を活用し、子どもと大人に「子ども読書の日」

や「読書週間」を中心に、子どもの読書に関連する施策の周知に努め、子どもの読書活

動の大切さについて広く普及・啓発を図ります。 

 

①図書館・学校等での「子ども読書の日」等の啓発・広報 

図書館と学校が連携して、広報あさか等を活用するなど、「子ども読書の日」等を

広く周知していきます。また、「子ども読書の日」を印象づける企画として、児童文学

を原作とした映画の上映を行い読書のきっかけづくりに努めます。 

 

②子育て支援施設、放課後児童クラブ等での啓発 

図書館・学校等と連携して、「子ども読書の日」等について広く周知していきます。 

 

（３）年齢ごとのブックリスト等の作成、優良図書の紹介               

図書館や学校等でブックリストを作成し、配布先等の拡大を図りながら、優良図書

を紹介していきます。 

 

①ブックリストの作成 

子どもたちの成長段階に応じたブックリストを作成し、読書活動の啓発に役立てま

す。 

 

②図書館・学校等での優良図書の展示・紹介 

図書館及び公民館図書室、学校等で優良図書を展示・紹介していきます。 
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第５章 計画の進行管理と評価 

 

（１）進行管理と評価                          

◎第２次計画に継続して、第３次計画においても、関係課、関係機関については、基本目

標を踏まえ、実施計画を策定します。また、毎年度自己評価を行い、進行管理を行いま

す。 

◎第３次計画の進行管理及びその成果については、朝霞市立図書館協議会及び朝霞市

子ども読書活動推進連絡会に報告するとともに、評価及び意見を求めるものとします。 

 

（２）評価結果                             

①評価結果は、図書館ホームページ等をとおして公表します。 

②評価結果の活用 

評価結果は、計画の推進にあたり反映させていきます。 
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（３）実施計画                               

 関係課、各機関においては、下表のとおり施策に基づき、実施計画を策定します。 

目  標 施 策 内 容 実施機関 

1 

子ども読書環

境の 

整備・充実 

① 家庭での子どもが読書を楽しむ環境づくり 図書館 

② 
幼稚園・保育園での子どもが読書を楽しむ 

環境づくり 
保育園、幼稚園 

③ 学校での子どもが読書を楽しむ環境づくり 
小学校、中学校、 

高等学校 

④ 
図書館での子どもが読書を楽しむ環境づく

り 
図書館 

⑤ 
児童館での子どもが読書を楽しむ環境づく

り 
児童館 

⑥ 
放課後児童クラブでの子どもが読書を楽し

む環境づくり 
放課後児童クラブ 

⑦ 
子育て支援センターでの子どもが読書を楽

しむ環境づくり 
子育て支援センター 

⑧ 
障がい等で支援が必要な子どもが読書を

楽しむ環境づくり 
みつばすみれ学園 

⑨ 電子書籍利用に伴う調査・研究 図書館 

⑩ 
安心・安全に利用できる図書館利用環

境の提供 
図書館 

2 

家庭・学校・地

域の 

ネットワーク

の充実・強化 

① 
朝霞市子ども読書活動推進連絡会による

連携 
全機関 

② ネットワークを活用した読書活動の推進 全機関 

③ 
子どもの読書習慣形成に向けた新たな

仕組みづくりの調査研究 
図書館 

3 

子ども読書活

動の 

普及・啓発 

① 
子どもの読書活動に関わる情報の収集と

提供 
全機関 

② 子ども読書の日等での啓発 全機関 

③ 
年齢ごとのブックリスト等の作成、優良図

書の紹介 

図書館、小学校、 

中学校、高等学校 
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図書館協議会 当日配布資料 

令和３年１０月２７日（水） 

大型絵本貸出しについて 

 

現在、団体貸出を行っている「大型絵本」について、次のとおり貸出の内容、方法

などを変更します。 

 

 

 現行 変更後 備考 

貸出冊数 

（団体貸出） 

５冊 １０冊  

貸出期間 

（団体貸出） 

２週間 

（延長不可） 

２週間 

（１回限り延長可） 

貸出期間内に手続きした場合 

個人貸出 

不可 条件を満たす場合

（備考参照）に、１

冊、２週間（延長不

可）新たに貸出。 

読み聞かせを行う目的が明らかで、そ

の催しなどの期日が決まっている場合

に限り、その目的（催し）に対して１人

のみ１冊、２週間、延長不可の要件で貸

出（同一の催しで複数人が借りること

は不可） 

 

 

・朝霞市立図書館における大型絵本所蔵タイトル数…１０４タイトル（１４４冊） 
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