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第 1 章 計画策定の背景 

 

１ 子どもを取り巻く環境と子ども読書活動推進の意義 

多様化する時代の中で、子どもを取り巻く生活環境は変化し、テレビやインターネ

ット、ゲームや携帯電話などの情報媒体が急速に発達・普及し、子どもの余暇時間の

過ごし方も多様化し、子どもの読書活動に親しむ機会は減少する傾向にあります。 

 子どもの読書活動は、ことばを学び、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つけていく上で欠くことのできないもので

す。 

 子どもが自ら読書活動を楽しむ習慣を身につけるためには、乳幼児期（胎児期）か

らの読み聞かせなど、子どもの発達段階に応じた働きかけが重要となります。 

 こうしたことから、子どもの読書活動は、家庭、保育園、幼稚園、認定こども園、

学校、地域、図書館、こども読書活動応援センター、学校教育課、生涯学習課などの

関係機関が一体となって推進していくことが必要です。また、幼保小連携教育、小中

一貫教育を通して、読書を学校教育に位置付けていくことも大切です。 

 

２ 第１次・第２次計画の取組状況 

  茅野市では、「たくましく やさしい 夢のある子ども」の育成をめざし、「ことば

とこころを育てる読書活動」を推進してきました。 

 平成 18 年（2006 年）４月には、第１次となる「茅野市こども読書活動推進計画」

を策定しました。この計画に基づき、“耳からの読書”を大切にしながら、子どもが

本と出会い、感動を覚え、読む楽しさや喜びを体験し、自主的な読書活動を行えるよ

う、読書活動に親しむ機会の充実と環境の整備に努めてきました。 

 また、第２次計画は第１次計画の理念を継承し平成 24 年（2012 年）４月に策定し

ました。発達段階に応じた働きかけが重要との認識の共有を深め、様々な機会の充実

を図ってきました。 

  茅野市の読書推進活動の特徴としては・・・ 

①読書推進活動を市の取り組む重点課題の一つに位置付け、「パートナーシップのま

ちづくり」の理念と手法により、関係機関が公民協働で推進してきたこと 

②胎児期を含む乳幼児期から家庭に読書活動を位置付け、子どもの成長に合わせて連

続的に推進してきたこと 
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③読書活動を保育園、幼稚園、認定こども園や学校などの日課や年間計画に位置付け、

実践活動を継続してきたこと 

④地域の中に読書推進活動を広げたこと 

⑤校長を学校図書館長に任命することにより、学校図書館の効果的な活用が図られた

こと 

  が挙げられます。 

具体的には、ファーストブックプレゼント、セカンドブックプレゼントの継続的な

実施、保育園、幼稚園、認定こども園での「朝の絵本の時間」や、小学校、中学校、

高等学校での「朝の読書の時間」の定着、様々な場所での「本の読み聞かせ」や「お

はなし会」の実施、調べ学習の実施などの読書推進活動が実践されてきました。 

  以下に、第２次計画の重点施策に関する取組の成果と評価及び課題を整理し、示し

ます。 

 

重点施策及び環境整

備項目 

成果 評価及び課題 

１ “ことばとこころを育

てる”子どもの読書活動の

推進の主軸となる活動を継

続します。 

  

①ファーストブックプレゼ

ント、セカンドブックプレ

ゼントを実施します。 

・平成 12 年度（2000 年度）から始まったファ

ーストブックプレゼント、平成 17 年度（2005

年度）から始まったセカンドブックプレゼント

は、手渡しにより行われており、継続されてい

る。また、家庭読書の芽生えに繋がってきてい

る。 

・平成 22 年度（2010 年度）に、ファーストブ

ックリスト（30 冊）の見直しを行った。 

累計 18,800 冊               

平成 12 年度（2000 年度）～28 年度（2016 年

度） 

・セカンドブックプレゼント                       

浸透してきた取組であり、

今後も継続したい活動であ

る。プレゼントと同時に読

書活動の大切さが伝わるよ

うな方策を、さらに充実さ

せる必要がある。 
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累計 6,834 冊                   

平成 17 年度（2005 年度）～28 年度（2016 年

度） 

②毎朝の絵本の時間・毎朝

の全校読書の時間を実施し

ます。 

市内全保育園、幼稚園、認定こども園での「朝

の絵本の時間」を実施しており、日課に位置付

けている。 

毎朝の絵本の時間、毎朝の

読書の時間は定着してお

り、今後も継続したい取組

である。 

２ 「わが家の読書タイム」

「家庭読書の時間」、「家庭

読書の日」を呼びかけ、家

庭での読書をすすめます。 

３歳児絵本リスト、ファーストブックプレゼン

ト、セカンドブックプレゼント等を通じて、家

庭での読書推進に向けて、様々な活動を試みる

ことが今後の課題となっている。 

学校では「家庭読書の日」を設けて行っている

が、まだ日常化はしていない。 

市全体での取組の話し合い

が十分になされておらず、

方向性が見いだされていな

い。 

「家庭で読書」の意識づけ

を行うために、関係機関が

話合い、連携して、方向性

を見出していく必要があ

る。 

３ 「茅野市こども読書活

動推進会議」を開催します。 

こども読書に関わる関係

者、団体の連携を図ります。 

※平成 18 年度（2006 年度）から実施していな

い。 

 

「茅野市こども読書活動推

進会議」のあり方について

理解が統一されていない。 

「こども読書活動推進計

画」を基にしての会議を開

くなど、工夫が必要である。 

４ こども読書活動応援セ

ンターの充実を図ります。 

・市図書館内に設置 

・センター職員１名体制から平成29年度（2017

年度）より２名体制に増員 

・学校図書館のサポートの実施 

・調べ学習コンクールの実施 

・市図書館のサポート 

・読書ボランティアの支援 

センターの活動は、幅広い

読書活動を推進するにあた

り、不可欠である。 

センターの目的や活動内容

を明確にして、活動しやす

くする必要がある。 

５ 保育園、幼稚園、認定

こども園で「３歳児絵本リ

３歳児絵本リスト等をこども読書活動応援セ

ンターに２セット用意し、必要がある園に貸出

３歳児絵本リスト等の必要

性が十分理解されていない
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スト等」の活用を図ります。 しを行っている。 

また、３歳児絵本文庫のリストを作成し、市図

書館、図書館分室で配布している。 

ため、あまり活用されてい

ない。 

今後は、３歳児絵本リスト

等にこだわらず、３歳児（保

育園、幼稚園、認定こども

園入園時）の保護者に対し、

読書の大切さ・楽しさを理

解してもらい、さらに家庭

読書に結びつくような働き

かけの方法や機会を検討す

る必要がある。 

６ 学校司書が市内全小中

学校に配置され、校長が学

校図書館長としてリーダー

シップを発揮し、学校図書

館の運営と活用を図りま

す。 

 

校長を学校図書館長とし、学校図書館運営委員

会を開催し、学校内の連絡が深まり、学校司書

と教職員が協働で、こども読書活動の質の向上

に努めている。 

学校図書館法に基づく学校

司書の全小中学校配置が実

施され、学校図書館運営委

員会が設置されたことか

ら、引き続き学校司書が図

書館教育に関わりやすくな

るような環境や条件を整備

する必要がある。 

７ 読書ボランティアの育

成を図ります。 

平成 28 年度（2016 年度）に茅野市図書館、読 

書の森 読りーむ in ちの共催で入門講座を実 

施 

・読書ボランティアのための紙芝居入門講座 

・絵本読み聞かせ入門講座 

読書ボランティアの悩みや課題などを共有す 

るために、ボランティア交流会を年２回実施。 

平成 24 年度（2012 年度）のみ、３回実施。 

・平成 23 年度（2011 年度） 90 名参加 

（28 グループ） 

・平成 24 年度（2012 年度） 141 名参加 

（38 グループ） 

積極的に学習会を行い、保

育園、幼稚園、認定こども

園、学校、社会教育施設な

どで活躍している。一方、

会員の減少などによる団体

の存続の問題などもある。 

読書ボランティアは、研修

や交流をする機会を求めて

いるので、計画的な研修を

実施し、支援を行う必要が

ある。 

また、保育園、幼稚園、認
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・平成 25 年度（2013 年度） 80 名参加 

（26 グループ） 

・平成 26 年度（2014 年度） 86 名参加 

（20 グループ） 

・平成 27 年度（2015 年度） 73 名参加 

（18 グループ） 

・平成 28 年度（2016 年度） 86 名参加 

（35 グループ） 

定こども園、学校と地域の

読書ボランティアとの相互

理解と連携・協力が必要で

ある。 

８ １か月に１冊の本も読

み切らない小中学生をなく

します。 

平成 28 年度（2016 年度）１月に読書アンケー

トを行った。 

その結果、１か月に１冊の本も読み切らない小

中学生の割合（不読者率）は、全国平均よりか

なり低い。 

また、不読者率を平成 25 年度（2013 年度）結

果と比較すると、小学生では微増し、中学生で

は減少している。 

 小中学生不読者率  

Ｈ28 年（2016 年）11 月調査結果％ 

    

Ｈ20 

（2008） 

Ｈ22 

（2010） 

Ｈ25 

（2013） 

Ｈ28 

（2016） 

小 

茅野市 0.9 1.7 0.2 0.3 

全国 5.0 6.2 5.3 4.0 

中 

茅野市 7.0 6.7 3.0 1.2 

全国 14.7 12.7 16.9 15.4 

 

小中学校ともに不読者の推

移は減少傾向にあり、本を

読むようになってきた。 

さらに、「読みたかったが読

める時がなかった」児童生

徒について、今後の取組が

大切になる。 

９ 「小・中・高校生調べ

学習コンクール」の実施 

 小・中・高校生が、調べ

たり、読み取ったことをま

とめたりすることにより、

情報を活用する力を身につ

けられるよう、小・中・高

平成 19 年（2007 年）から実施しており、取組

む児童生徒が増え、情報活用力が身についてき

ている。 

＊出品数 

平成 24 年度（2012 年度） 1,228 作品 

平成 25 年度（2013 年度） 1,374 作品 

平成 26 年度（2014 年度） 1,279 作品 

調べ学習コンクールに取り

組む児童生徒の割合が多く

なり、出品数自体は減少し

ているが、内容は充実して

きた。 

さらに指導する教職員への

研修会を行い、コンクール
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校生調べ学習コンクールを

実施します。 

平成 27 年度（2015 年度） 1,091 作品 

平成 28 年度（2016 年度） 1,023 作品 

を通して小・中・高校生の

図書館活用促進を図る必要

がある。 

また授業の中で調べる、普

段の生活の中で調べるなど

の取組が必要である。 

10 中学生・高校生を対象

にした、読書活動を推進し

ます。 

中学生・高校生の朝の読書の時間の継続。 小学生時代に比べて、図書

館の利用が減る傾向にあ

る。学習や部活動で忙しく

なり、本を読む機会が少な

くなっていると思われる。 

子どもが自ら目的を持って

読むことができるような取

組が引き続き必要である。 

 

参考：子ども読書活動に関する市・国・県の動き 

  市の動き 国の動き 県の動き 

1999 年 
(H11) 

 「読書活動推進の会」発足（２月） 「子ども読書年」の衆参両院での決議   

2000 年 
（H12） 

公民協働読書推進組織「読書の森 

読りーむ in ちの」 発足（７月） 

 

ファーストブックプレゼント開始 

（８月） 

「子ども読書年」 
  

  

2001 年
（H13） 

学校司書を全小中学校に配置 

「子ども読書活動推進に関する法律」

施行 

４月 23 日を「子ども読書の日」とする 

  

2002 年
（H14） 

「茅野市こども・家庭応援計画」策

定（４月） 

「子ども読書活動の推進に関する基本

的な計画」策定 
  

2004 年
（H16） 

   

「長野県子ども読書

活動推進計画」策

定 

2005 年
（H17） 

セカンドブックプレゼント開始（４月） 

 

市民館図書室オープン（10 月） 

「文字・活字文化振興法」施行   
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 市の動き 国の動き 県の動き 

2006 年
（H18） 

「茅野市こども読書活動推進計画」

策定 

H18 年（2006 年）～ 

H23 年（2011 年） 

 

「こども読書活動応援センター」開

設（４月） 

「教育基本法」改定   

2007 年
（H19） 

「読書の森づくり」発刊（９月） 

 

「茅野市小中高生調べ学習コンク

ール」開催 H19 年（2007 年）～ 

「学校教育法」改定   

2008 年
（H20） 

「第４次茅野市総合計画」策定（９

月） 

 

「読書ボランティア交流会」開催

H20 年（2008 年）～ 

「子どもの読書活動の推進に関する基

本的な計画（第２次）」策定 

 

「国民読書年」の衆参両議院で決議 

 

学習指導要領改正 施行：小学校 23

年度（2011 年度）、中学校 24 年度

（2012 年度） 

 

2009 年
（H21） 

 「幼保小連携教育」 

接続期カリキュラム作成 
  

「第２次長野県子ど

も読書活動推進計

画」策定 

2010 年
（H22） 

「読書は未来を創る―読書・図書館

自治体サミット茅野」開催（７月） 

 

「第２次茅野市こども・家庭応援計

画」策定（10 月） 

「国民読書年」 

  

  

  

2012 年
（H24） 

「茅野市たくましく・やさしい・夢のあ

る子どもを育む条例」策定 

 

「第２次茅野市こども読書活動推進

計画」策定 

H24 年（2012 年）～H29 年（2017

年） 

  

2013 年
（H25） 

 
「子どもの読書活動の推進に関する基

本的な計画（第３次）」策定 
 

2015 年
（H27） 

 

「学校図書館法一部改正」 

学校図書館の機能の充実 

学校司書の全校配置 

「第３次長野県子ど

も読書活動推進計

画」策定 

2016 年
（H28） 

茅野市の小中一貫教育構想策定   

2018 年
（H30） 

「第３次茅野市こども読書活動推進

計画」策定 

2018 年～2023 年 

  



 

- 8 - 

第２章 第３次計画の基本的な考え方 

 

１ 計画の性格 

  第３次計画では、第１章の「第１次・第２次計画の取組状況」において示された成

果や課題、社会情勢の変化などを踏まえ、｢たくましく やさしい 夢のある子ども｣

に育つことを願い、 

を実践するための取組を、発達段階別及び読書活動に関係する機関・団体別に示しま

す。 

 

 

２ 計画の目的 

  茅野市の子どもがさまざまな機会と場所で、本と出会い、感動を覚え、読む楽しさ

や知る喜びを体験できるよう、読書活動に親しむ機会の充実と環境の整備を図り、読

書の質を高め、子どもの自主的な読書活動を総合的に応援・推進していくことを目的

とします。 

 

 

３ めざす子どもの姿 

 

  

「少しの困難にあってもへこたれない、たくましく生きる力を持った力強い子ども」 

「いのちを大切にして、相手のことをおもいやれる、やさしい心をもった親切な子ども」 

「一人ひとりが自分の夢をもって、それに向かって努力していく子ども」 

に育つことを願っています。 

 

 

 

 

 

こ と ば と こ こ ろ を 育 て る 読 書 活 動 

たくましく やさしい 夢のある子ども 
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４ 計画の基本方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 計画の位置付け 

  この計画は、「子どもの読書活動の推進に関する法律（平成 13 年（2001 年）法律

第 154 号）」第９条第２項に基づいて策定するもので、「茅野市こども・家庭応援計

画（どんぐりプラン）」との整合を図り、茅野市の子どもの読書活動を推進していく

ための総合的な計画です。 

また、「第５次茅野市総合計画」の子育て・教育・文化分野の分野別計画として位

置付け、「茅野市教育大綱」及び「茅野市生涯学習推進指針」に掲げる方針に基づく

ものです。 

 

６ 計画の対象 

胎児期を含む概ね０歳から 18 歳までの子どもとします。 

 

 

①胎児期を含む乳児期から、豊かなことばと出会い、家庭での読書活動に親しみ、

生涯にわたって自ら読書活動を楽しむ習慣を身につけられるように応援します。 

②家庭、保育園、幼稚園、認定こども園、学校、地域、図書館などでの読書推進活

動を、子どもの発達段階に合わせて日常的・継続的に実践することにより、子ども

の読書活動の充実を図ります。 

③家庭、保育園、幼稚園、認定こども園、学校、地域、図書館などの読書環境の整

備・充実を図り、連携・協力により読書活動推進体制を整えます。 

④読書活動に関する理解を深め、関心を高めるよう、子どもの読書活動の意義や大

切さについての啓発と情報提供を行います。 

⑤幼保小連携教育、小中一貫教育を通して、子どもが読書の楽しさを味わい、考え

る力や想像する力を高め、読む力をつけるように支援します。 
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７ 計画期間 

2018 年度から 2023 年度までの６年間とします。 

前期を 2018 年度から 2020 年度までの３年間、後期を 2021 年度から 2023 年度ま

での３年間とします。前期終了時に計画の検証を行い、後期につなげていきます。 

また最終年度に総括を行い、翌年度以降の計画を検討します。 
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第３章 子ども読書活動推進のための施策 

 

子どもの読書活動推進のための計画を策定するにあたり、「子どもの発達段階（年

齢）」による施策としました。 

また、第２次計画では活動する場所ごとの具体的施策を示すことにより、それぞれ

の機関・団体でやるべき施策を確認できるようにしました。 

第３次計画では、これらの活動を推進するため、読書の質が課題とされています。

子どもの言語活動を充実するため、子どもの身近なところに良質な本があるような読

書環境の整備をして、司書教諭や学校司書による子どもへの発達に合わせた読書のア

ドバイスを進めるため、こども読書活動応援センターや関係機関と保育園、幼稚園、

認定こども園、学校、地域との連携の充実が重要となります。 

また、幼保小連携教育、小中一貫教育を通して読書活動を推進することで、読書の

質を高めていくことが必要となります。 

この計画は、民間、学校、行政がそれぞれの立場で取組む具体的な取組や施策を掲

げることによって、子どもの読書活動を推進するものです。 

 

１ 子どもの発達段階別施策の推進 

 子どもの読書活動の効果を高めるためには、発達段階にあった読書活動を推進する

ことが大切です。ここでは、発達段階別に各期の特徴とその時期に大切なこと及び具

体的施策を示します。 

なお、読書活動に対する興味や関心には個人差があるため、一人ひとりの子どもに

合わせた読書推進活動に留意する必要があります。 

 

（１）胎児期（生まれる前） 

 

 

 

【胎児期の特徴とこの時期に大切なこと】 

  おなかの中の赤ちゃんは、目・鼻・耳などの器官を完成させながら、五感や脳が発

達し、おなかの中でも音を聞くようになると言われています。 

 

おなかの中の赤ちゃんに、優しく肉声で語りかけたり、一緒に心地よい音楽を聞い

たりして、安心感を与えます。 
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  肉声で語りかけたり、一緒に音楽に親しんだりして、おなかの中の赤ちゃんに安心

感を与えながら、母親が穏やかに過ごすことが大切です。 

 

【具体的な取組・施策】 

重点 
施策 

具体的な取組・施策 担当 
取組 
区分 

◎ 
語りかけ、子守うた、わらべうたの大切さの啓発
（パパママ講座など） 

図書館 
健康づくり推進課 

拡充 

◎ 
赤ちゃん絵本コーナーの設置と充実（公共施設、
医院など） 

読りーむ in ちの 
図書館 
こども館（0123 広場） 
生涯学習課 

拡充 

 
おなかの赤ちゃんと家族のためのおはなし会の
開催 

図書館 
こども館（0123 広場） 

継続 

 
おなかの中の赤ちゃんに対して、語りかけやうた
いかけの実施 

家庭 継続 

 

（２）乳児期（０歳～２歳） 

 

 

  

【乳児期の特徴とこの時期に大切なこと】 

  赤ちゃんは、周りの大人からことばをかけてもらいながら、ことばを獲得していき

ます。やがてことばを使って、他人とコミュニケーションをとるようになります。ま

た、絵本の中に知っているものを発見して、指さしをしながら、絵本を楽しみます。 

 赤ちゃんへの語りかけ、子守うた、わらべうた、手遊び、絵本の読み聞かせなどを

通して、声と体で触れ合いながら、親子の絆を深めることが大切です。 

 

【具体的な取組・施策】 

重点 
施策 

具体的な取組・施策 担当 
取組 
区分 

◎ ファーストブックプレゼントの実施 

読りーむ in ちの 
図書館 
生涯学習課 
市民課 
健康づくり推進課 

継続 

肌のぬくもりを感じながら、肉声での語りかけやうた、読み聞かせなどによる絵本

との出会いを楽しみ、親子の絆を深めます。 
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重点 
施策 

具体的な取組・施策 担当 
取組 
区分 

◎ 
子育て講座・子育て学級などでの子守うた、わ
らべうた、手遊び、読み聞かせの大切さの啓発 

こども館（0123 広場） 
家庭教育センター 
図書館 
健康づくり推進課 

拡充 

 赤ちゃんおはなし会の開催 
図書館 
こども館（0123 広場） 

継続 

 
図書館、地区こども館・図書館分室の幼児絵本
の充実、本の貸出しと紹介及びおはなし会の開
催 

図書館 
地区こども館・図書館
分室 

拡充 

 赤ちゃん絵本の読み聞かせ講座の開催 
図書館 
家庭教育センター 

継続 

 祖父母や父親のための絵本講座の開催 図書館 継続 

 
語りかけ、子守うた、わらべうた、手遊び、読み
聞かせの実施 

家庭 拡充 

 「家庭での読み聞かせの時間」の習慣づけ 家庭 拡充 

 

（３）幼児期（２歳～６歳） 

 

 

 

【幼児期の特徴とこの時期に大切なこと】 

友だちと一緒に絵本の読み聞かせ、物語や昔話を想像しながら聞いて好奇心を満た

し、お話に出てきたことを遊びに取り入れて楽しむことにより、幅広い体験ができる

時期です。 

  大人との温かな関わりの中で、音やリズムの繰り返しやことばのおもしろさなどを

感じ、夢と体験の広がる絵本の世界を繰り返し楽しむことが大切です。 

そして、飛躍的に成長するこの時期の子どもは、家族や大人と一緒に絵本を楽しみ、

読書の楽しさや喜びを感じることも大切です。 

 

 

 

 

 

語りかけや読み聞かせなど、耳からのことばを十分に楽しみながら、ことばの力や

想像力・感性を伸ばし、友だちとの遊びの中で、さまざまな体験を広げます。 
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【具体的な取組・施策】 

重点 
施策 

具体的な取組・施策 担当 
取組 
区分 

◎ 「朝の絵本の時間」の継続と見学会の実施 
読りーむ in ちの 
保 育 園 、 幼 稚 園 、  
認定こども園 

継続 

◎ 
「家庭での読み聞かせの時間」や「家庭での読
書の時間」の習慣づけ（わが家の読書タイム・家
庭読書の日の実施） 

家庭 
読りーむ in ちの 
保 育 園 、 幼 稚 園 、  
認定こども園 
生涯学習課 

拡充 

◎ 
職員、読書ボランティア、保護者などによる読み
聞かせやおはなし会の開催 

読書ボランティア 
図書館 
保 育 園 、 幼 稚 園 、  
認定こども園 
こども館（0123 広場） 
地区こども館・図書館
分室 

拡充 

◎ 
図書館、地区こども館・図書館分室の幼児絵本
の充実、本の貸出しと紹介及びおはなし会の開
催 

図書館 
地区こども館・図書館
分室 

拡充 

 年齢に合った本を選び、読み聞かせを実施 
家庭 
保 育 園 、 幼 稚 園 、  
認定こども園 

継続 

 絵本の貸出しの継続 
保 育 園 、 幼 稚 園 、  
認定こども園 

継続 

 
環境絵本『やつがたけのちっち』のプレゼントと
活用促進 

保 育 園 、 幼 稚 園 、  
認定こども園 
美 サ イ ク ル セ ン タ ー
（美サイクル茅野） 

継続 

 
保育園、幼稚園、認定こども園の絵本環境の充

実 

保 育 園 、 幼 稚 園 、  
認定こども園 

継続 

 子育て講座や絵本講座の実施 
図書館 

家庭教育センター 
継続 

 絵本リスト等の活用 
保 育 園 、 幼 稚 園 、  
認定こども園 

継続 

 
新入園児の保護者に対する読書活動の大切さ
の啓発 

保 育 園 、 幼 稚 園 、  
認定こども園 

継続 

 
「未就園児のつどい」などでの読み聞かせの実
施 

保 育 園 、 幼 稚 園 、  

認定こども園 

地区こども館・図書館

分室 

継続 
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重点 
施策 

具体的な取組・施策 担当 
取組 
区分 

 
語りかけ、子守うた、わらべうた、手遊び、読み
聞かせ、語りの実施 

家庭 

保 育 園 、 幼 稚 園 、  

認定こども園 

拡充 

 
保育園、幼稚園、認定こども園への出張おはな
し会の実施 

図書館 継続 

 図書館やおはなし会などに親子でお出かけ 家庭 拡充 

 自宅を開放した家庭文庫の活用 家庭 継続 

 

 

 

 

 

 

 

（４）学童期・小学校低学年（６歳～８歳） 

  

 

【学童期・小学校低学年の特徴とこの時期に大切なこと】 

小学校に入学し、自分で学校図書館を利用できるようになります。文字で書いて表

現できる力もついてきて、より一層本に興味・関心を持つようになる時期です。 

知識を得て、想像を広げるために、日常的に読書活動を楽しむように習慣づけする

ことが大切です。 

【具体的な取組・施策】 

重点 
施策 

具体的な取組・施策 担当 
取組 
区分 

◎ セカンドブックプレゼントの実施 

読りーむ in ちの 
地域 
学校 
生涯学習課 

継続 

◎ 「朝の読書の時間」の継続と朝読書参観の実施 
読りーむ in ちの 
学校  
生涯学習課 

継続 

◎ 担任などによる継続的な本の読み聞かせ 学校 継続 

聞く読書から、読む読書へと関心を広げ、自らの読書活動を楽しみます。 

保育園での絵本の読み聞かせ 
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重点 
施策 

具体的な取組・施策 担当 
取組 
区分 

◎ 
「家庭読書の日」設置による「家庭での読み聞
かせの時間」や「家庭での読書の時間」の習慣
づけ 

読りーむ in ちの 
家庭 
学校 
生涯学習課 

拡充 

◎ 
教職員や家族、読書ボランティアなどによる絵
本・読み物の読み聞かせや語り、おはなし会等
の実施 

読書ボランティア 
家庭 
学校 

継続 

◎ 読書参観日の実施（読書生活（活動）の参観） 学校 継続 

 
家庭で話題となるような読書活動の情報提供の
ために、学校・学年・学級・図書館だよりなどを
活用 

学校 継続 

 読書相談体制の充実 

学校 
図書館 
こども読書活動応援セ
ンター 

拡充 

 図書館・学校図書館・図書館分室の活用促進 
学校 
図書館・図書館分室 
地区こども館 

継続 

 「幼年童話や読み物リスト」の作成と活用促進 学校 継続 

 
学習の中で「調べてまとめたり伝えたりする力」
の育成（調べ学習コンクールへの参加） 

学校 
図書館 
こども読書活動応援セ
ンター 

継続 

 自宅を開放した家庭文庫の活用 家庭 継続 

 

（５）学童期・小学校中高学年（８歳～12 歳） 

 

 

 

【学童期・小学校中高学年の特徴とこの時期に大切なこと】 

自分の読書生活を振り返り、自分から本を選択し読書生活を広げていかれるように

なる時期です。 

したがって、いろいろなジャンルの本に興味を持って、目的に応じた幅広い読書活

動をし、最後まで読み通す力をつけることが大切です。 

さらに高学年になると、抽象的思考力が伸び、豊かな想像力を広げていきます。 

幅広い読書活動をし、最後まで読み通す力をつけ、考えを広げ深め、自分の思い

や考えを伝えていこうとします。 
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読書活動を通して自分の考えを広げ、深め、自分の思いや考えを相手に伝えること

ができるようになることが大切です。中学校への橋渡しの時期であり、読書生活を大

切にしていく必要があります。 

【具体的な取組・施策】 

重点 
施策 

具体的な取組・施策 担当 
取組 
区分 

◎ 
「家庭読書の日」設置による「家庭での読み聞
かせの時間」や「家庭での読書の時間」の習慣
づけ 

家庭 
読りーむ in ちの 
学校 
生涯学習課 

継続 

◎ 
「朝の読書の時間」の継続と朝読書参観（見学
会）の実施 

読りーむ in ちの 
学校 
生涯学習課 

継続 

◎ 担任などによる本の読み聞かせや紹介 学校 継続 

◎ 
「調べてまとめたり伝えたりする力」の育成（調べ
学習コンクールへの参加） 

学校 
図書館 
こども読書活動応援セ
ンター 

継続 

◎ 読書参観日の実施（読書生活（活動）の参観） 学校 継続 

 
家庭で話題となるような読書活動の情報提供の
ために、学校・学年・学級・図書館だよりなどを
活用 

学校 継続 

 図書館、学校図書館、図書館分室の活用促進 

学校 
図書館 
地区こども館・図書館
分室 

継続 

 「読ませたい本リスト」の作成と活用促進 学校 継続 

 読書会・読書発表会の実施 学校 継続 

 読書相談体制の充実 

学校 
図書館 
こども読書活動応援セ
ンター 

拡充 

 
教職員や家族、読書ボランティアなどによる絵
本・読み物の読み聞かせや語り、おはなし会等
の実施 

読書ボランティア 
学校 
家庭 

継続 

 こども新聞、新聞の活用促進 
家庭 
学校 

拡充 

 
同年齢、異年齢の子ども同士の読み聞かせの
実施 

家庭 
学校 

継続 
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（６）青年前期・中学校（12 歳～15 歳） 

 

 

 

 

【青年前期・中学校の特徴とこの時期に大切なこと】 

  小学校高学年の読書生活の上に立ち、読書を通して自分と社会・世界の結びつきに

ついて考え、自己の生き方や将来について考える時期です。必要な選書、情報の選択

により、他者に自分の考えを伝えることを通して、より自己を高めていくことが大切

です。 

【具体的な取組・施策】 

重点 
施策 

具体的な取組・施策 担当 
取組 
区分 

◎ 
「朝の読書の時間」の継続と朝読書参観 
（見学会）の実施 

読りーむ in ちの 
学校 
生涯学習課 

継続 

◎ 
家庭で話題となるような読書活動の情報提供の
ために、学校・学年・学級・図書館だよりなどを
活用 

学校 拡充 

◎ 
担任・教科担任などによる本の読み聞かせや紹
介 

学校 継続 

◎ 
学習の中で「調べてまとめたり伝えたりする力」
の育成（調べ学習コンクールへの参加） 

学校 
図書館 
こども読書活動応援セ
ンター 

拡充 

 図書館・学校図書館活用促進 
学校 
図書館 

拡充 

 ブックリスト『本とともだちになろう』の活用促進 学校 拡充 

 読書会・読書発表会の実施 学校 拡充 

 読書相談体制の充実 

学校 
図書館 
こども読書活動応援セ
ンター 

拡充 

 読書参観日の充実 学校 継続 

 
教職員や家族、読書ボランティアなどによる本
の読み聞かせや語りの実施 

家庭 
読書ボランティア 
学校 

継続 

目的をもって読書活動をし、知識を広げ、考えを深めたり、読書活動による感動を

体験したりすることを通して、これからの人生をより豊かに生きるための力をつけ

ます。 
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重点 
施策 

具体的な取組・施策 担当 
取組 
区分 

 
授業での新聞の活用促進と新聞を読む習慣づ
け 

家庭 
学校 

拡充 

 
読書推進活動への参加（保育園・幼稚園・認定
こども園・小中学校での読み聞かせなど） 

学校 継続 

 家庭での読書の時間の習慣づけ 
家庭 
読りーむ in ちの 

拡充 

 

 

 

 

 

 

 

 

（７）青年中期・高等学校等（15 歳～18 歳） 

 

 

 

【青年中期の特徴とこの時期に大切なこと】 

自分の生き方を考え、必要な情報の収集等により自分の思考力・判断力・表現力を

高めていく時期です。読書活動を一つの楽しみとし、興味・関心を広げることが大切

です。また、就職・進学という人生の岐路に立たされる時期でもあり、生き方を探る

ための読書活動をすることが大切です。 

【具体的な取組・施策】 

重点 
施策 

具体的な取組・施策 担当 
取組 
区分 

◎ 
読書活動をする時間と機会の確保及び読書活
動の情報提供 

家庭 
学校 

継続 

◎ 
読書推進活動への参加（保育園・幼稚園、認定
こども園、小中学校、図書館での読み聞かせな
ど） 

学校 継続 

◎ 図書館・学校図書館の活用促進 
学校 
図書館 

継続 

読書活動を自分の楽しみの一つとするとともに、思考力・判断力・表現力を高め、

自分の世界を広げ、生き方を探るための読書活動を続けます。 

中学校での朝の読書の時間 
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重点 
施策 

具体的な取組・施策 担当 
取組 
区分 

 担任・教科担任などの本の紹介 学校 継続 

 読書会・読書発表会の実施 学校 継続 

 
教職員や家族、読書ボランティアなどによる本
の読み聞かせや語りの実施 

家庭 
読書ボランティア 
学校 

継続 

 授業での新聞の活用促進 
家庭 
学校 

継続 

 
学習の中で「調べてまとめたり伝えたりする力」
の育成（調べ学習コンクールへの参加） 

学校 
図書館 
こども読書活動応援セ
ンター 

拡充 

 

高校での朝読書 
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２ 活動の場ごとの取組・施策の推進 

子どもの読書活動を推進するにあたり、家庭、保育園、幼稚園、認定こども園、学

校、地域、図書館などの読書活動をする場所の役割にあった活動が必要です。活動す

る場所ごとの具体的な取組・施策を示すことにより、それぞれの場所でやるべきこと

を確認し、推進することとします。 

 

（１）家庭における読書活動の推進 

  家庭は子どもの生活基盤となる場であり、家庭での読書体験は、本好きな子ども

を育てるとともに、温かな家庭づくりや望ましい人間関係づくりの源泉でもありま

す。 

  子どもの読書習慣の形成や想像力を育成するために、読み聞かせの黄金期である

３歳児を中心に絵本リストを活用し、読書活動を日常生活の中に位置付け、幼い時

から本に親しむ環境づくりをすることが必要です。 

〈具体的な取組・施策〉 

重点 
施策 

具体的な取組・施策 区分 

◎ 
幼児期までは、語りかけ、子守うた、わらべうた、手遊び、読み聞かせの
実施 

継続 

◎ 絵本リスト等の活用 新規 

◎ 
「家庭での読み聞かせの時間」や「家庭での読書の時間」の習慣づけ 
（わが家の読書タイム・家庭読書の日の実施） 

拡充 

◎ 大人も率先して読書活動に親しみ、家庭の中の読書環境づくりをする 拡充 

 
ファーストブック、セカンドブック、図書館、保育園、幼稚園、認定こども
園、学校などから借りた本を中心にした、手の届くところへの本のコーナ
ーづくり 

継続 

 図書館やおはなし会などに親子でお出かけ 継続 

 年齢に合った本を選び、読み聞かせを実施 継続 

 家族間での読み聞かせの実施 拡充 

 自宅を開放した家庭文庫の活用 継続 

 新聞を読む習慣づけ 継続 
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（２）地域における読書活動の推進 

①読書の森 読りーむ in ちの (略称：読りーむ in ちの) 

   茅野市がいつでもどこでも読書活動に出会えるまちになるよう、行政とパートナ

ーを組んで活動する公民協働の読書活動推進組織です。読書活動の楽しみをいかし、

子育てや、家庭、保育園、幼稚園、認定こども園、図書館などの読書推進活動に実

際に関わりながら、全ての子どもが将来にわたって豊かな読書生活ができるように

応援を続けます。 

〈具体的な取組・施策〉 

重点 
施策 

具体的な取組・施策 区分 

◎ 
家庭で読書を育むファーストブックプレゼント、セカンドブックプレゼントの
実施 

継続 

◎ 
保育園、幼稚園、認定こども園の「朝の絵本の時間」や小中学校での「朝
の読書の時間」の応援 

継続 

◎ 読書活動の意義や大切さについての啓発と情報提供 拡充 

◎ 
「家庭での読み聞かせの時間」や「家庭での読書の時間」の習慣づけ 
（わが家の読書タイム・家庭読書の日の実施） 

拡充 

 読書活動に関わる講演会・講習会などの開催 継続 

 
地域でのおはなし会「月夜のおはなし会」「読み聞かせフェスタ」や「民話
昔ばなしツアー」などの開催 

継続 

 
市全体の読書活動を推進するための打合せ会や読書活動に関する広
報の発行 

拡充 

 読書ボランティアの活動支援及び交流 拡充 

 赤ちゃん絵本コーナーの設置充実（公共施設、医院等） 拡充 

 読書活動推進関係機関、団体との連絡調整 拡充 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域でのおはなし会 
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②読書ボランティア 

読書ボランティアは、お互いに連携し研さんを積みながら自主的に活動し、保育

園、幼稚園、認定こども園、小学校、中学校、図書館、地区こども館・図書館分室

等での読書活動や、家庭文庫を開設して、子どもの読書活動を応援します。 

〈具体的な取組・施策〉 

重点 
施策 

具体的な取組・施策 区分 

◎ 

保育園、幼稚園、認定こども園、小学校、中学校、図書館、地区こども

館・図書館分室などでの読み聞かせ、紙芝居、パネルシアター、おはな

し会等の実施 

拡充 

◎ 
読み聞かせ、紙芝居、パネルシアター、おはなし会等の実施や講演会、

講習会などへの参加 
拡充 

 保育士や教職員との意見交換会（交流会）への参加 拡充 

 読書ボランティア交流会への参加 継続 

 自宅を開放した家庭文庫の開設 継続 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
読書ボランティア交流会 
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（３）保育園、幼稚園、認定こども園における読書活動の推進 

   幼児期の子どもが読書活動の楽しさに出会うことができるよう、日常的に絵本の

読み聞かせを継続するとともに、絵本に親しむ環境づくりをし、子どもが絵本や物

語に親しみ、ことばを獲得し、想像力を広げる場と機会を提供し、小学校の読書生

活に連続していくようにします。 

   また、家庭での読み聞かせの楽しさや大切さを伝え、子どもが家庭や地域での読

書活動に親しめるようにします。 

〈具体的な取組・施策〉 

重点 
施策 

具体的な取組・施策 区分 

◎ 「朝の絵本の時間」の継続と見学会の実施 継続 

◎ 体験、遊び、園行事などと、読書活動を結んだ豊かな保育の実践 継続 

◎ 地区こども館・図書館分室へ出かけての絵本の貸出し・利用の体験 継続 

◎ 
「家庭での読み聞かせの時間」や「家庭での読書の時間」の習慣づけ 
（わが家の読書タイム・家庭読書の日の実施） 

拡充 

◎ 月刊絵本の紹介と活用促進 拡充 

 絵本リスト等の活用 継続 

 語りかけ、子守うた、わらべうた、手遊び、読み聞かせ、語りの実施と啓発 継続 

 新入園児の保護者に対する読書活動の大切さの啓発 継続 

 家庭への絵本の貸出しの実施 継続 

 環境絵本『やつがたけのちっち』のプレゼントと活用促進 継続 

 絵本や読書活動に関する職員・保護者の学習会の開催 継続 

 「未就園児のつどい」での読み聞かせの実施 継続 

 年齢に合った本を選び、読み聞かせを実施 継続 

 読書ボランティアとの連携・協力と意見交換会の実施 継続 

 絵本環境の充実 継続 
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（４）小学校における読書活動の推進 

幼保小連携教育から、一年生は読み聞かせを中心に行い、その後一人読みに誘う

読み聞かせを続けて、より一層本に興味や関心を持つようにします。一人読みがで

きるようになってきたら、最後まで本を読み通す力や自ら選書する力を育て、読書

生活を広げ深めていきます。そのために、いろいろな本を幅広くたくさん読むこと

ができる読書環境を整えます。 

さらに、小中一貫教育を通して自分の読書生活を振り返り、自分の生き方を考え

る読書を見出していくことが必要です。本を読んでわかったことをいかし、人に伝

えることができるように調べ学習や授業での図書館活用を推進します。 

また、家庭の理解と協力を得ながら、「家庭読書」を推進します。 

〈具体的な取組・施策〉 

重点 
施策 

具体的な取組・施策 区分 

◎ セカンドブックプレゼントの実施 継続 

◎ 「朝の読書の時間」の継続と朝読書参観（見学会）の実施 継続 

◎ 担任などによる本の読み聞かせや紹介 継続 

◎ 
「家庭読書の日」設置による、「家庭での読み聞かせの時間」や「家庭で
の読書の時間」の習慣づけ 

継続 

◎ 
「調べてまとめたり伝えたりする力」の育成（調べ学習コンクールへの参
加） 

継続 

◎ 読書参観日の実施 継続 

 
家庭で話題となるような読書活動の情報提供のために、学校・学年・学
級・図書館だよりなどを活用 

継続 

 読書会・読書発表会の実施 継続 

 調べ学習応援講座の開催 継続 

 子どもによる朗読発表会の実施 継続 

 「読ませたい幼年童話や読み物リスト」の作成と活用促進 継続 

 学校図書館資料の充実 継続 

 読書相談体制の充実 拡充 

 図書館、学校図書館、図書館分室の活用促進 継続 
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重点 
施策 

具体的な取組・施策 区分 

 教職員を対象とした、読書や読み聞かせに関わる研修会の実施 継続 

 読書ボランティアとの連携・協力と意見交換会の実施 拡充 

 
教職員や家族、読書ボランティアなどによる絵本・読み物の読み聞かせ
や語り、おはなし会等の実施 

継続 

 同年齢、異年齢の子ども同士の読み聞かせの実施 拡充 

 こども新聞、新聞の活用促進 拡充 

 
校長を学校図書館長とした学校図書館運営委員会・図書選定委員会の
充実 

継続 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小学校新一年生へのセカンドブックプレゼント 

小学校の朝の読書の時間 

中学校図書館 テーマを決めて本を紹介 
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（５）中学校における読書活動の推進 

  ものごとの見方を広げ、判断力を培い、感動し、探究心を満たしながら、自分の進

路や生き方を考える上で、読書活動が支えとなる時期です。そして、読書を通して自

分と社会や世界のつながりについて考えはじめます。しかし、多忙な生活や興味の広

がりから、読書への興味・関心が二極化する傾向も見られます。そこで、小中一貫教

育を踏まえて毎朝の読書を継続し、読書習慣の定着を図り読書生活を広げるよう支援

していく必要があります。読書参観日や家庭読書を実施することで、家庭や地域と一

体となった読書活動を推進します。 

  また、学校図書館の系統的な利活用で、自ら学び考える力の基盤をつくります。 

〈具体的な取組・施策〉 

重点 
施策 

具体的な取組・施策 区分 

◎ 「朝の読書の時間」の継続と朝読書参観（見学会）の実施 継続 

◎ 担任・教科担任などによる本の読み聞かせや紹介 継続 

◎ 
学習の中で「調べてまとめたり伝えたりする力」の育成（調べ学習コンクー
ルへの参加） 

拡充 

◎ 
読書推進活動への参加（保育園・幼稚園・認定こども園、小中学校での
生徒による読み聞かせなど） 

継続 

◎ 
家庭で話題となるような読書活動の情報提供のために、学校・学年・学
級・図書館だよりなどを活用 

継続 

 家庭での読書の時間の習慣づけ 拡充 

 図書館・学校図書館の活用促進 拡充 

 
教職員や家族、読書ボランティアなどによる本の読み聞かせや語りの実
施 

継続 

 読書ボランティアとの連携・協力と意見交換会の実施 拡充 

 ブックリスト『本とともだちになろう』の活用促進 拡充 

 読書会・読書発表会の実施 拡充 

 読書相談体制の充実 拡充 

 読書参観日の実施 継続 

 授業での新聞の活用促進と新聞を読む習慣づけ 継続 
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重点 
施策 

具体的な取組・施策 区分 

 
司書教諭、学校司書研修講座（読み聞かせ、ブックトーク、情報活用能
力育成）の実施 

拡充 

 
校長を学校図書館長とした学校図書館運営委員会・図書選定委員会の
充実 

継続 

 

（６）高等学校における読書活動の推進 

   読書経験を重ねる中で、豊かな感性、想像力、論理的・抽象的な思考など、人と

してより深く生きるための力がつき、自身の進路や生き方を考える上でも、読書活

動が支えとなる時期です。しかし、多忙な生活や環境の変化により、読書活動から

遠ざかる傾向もあります。そこで、毎朝の読書を継続しながら、適書への出会いを

大切にします。さらに、読書活動が話題になるような働きかけを積極的に行います。 

〈具体的な取組・施策〉 

重点 
施策 

具体的な取組・施策 区分 

◎ 「朝の読書の時間」の継続 継続 

◎ 読書活動をする時間と機会の確保及び読書活動の情報提供 継続 

◎ 
学習の中で「調べてまとめたり伝えたりする力」の育成（調べ学習コンクー
ルへの参加） 

拡充 

◎ 
読書推進活動への参加（保育園・幼稚園・認定こども園、小中学校、図
書館での生徒による読み聞かせなど） 

継続 

 図書館・学校図書館の活用促進 拡充 

 担任・教科担任などによる本の紹介や読み聞かせ・語りの実施 新規 

 読書ボランティアとの連携・協力と意見交換会の実施 拡充 

 読書会・読書発表会の実施 拡充 

 
司書教諭、学校司書研修（選書、ブックトーク、情報活用能力育成）
の実施 

拡充 

 学校図書館資料の充実 継続 

 読書相談体制の充実 拡充 

 授業での新聞の活用促進 拡充 
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（７）図書館における読書活動の推進 

図書館が行う重点事業の一つとして児童サービスがあります。読書の森 読りー

む in ちの、図書館読書ボランティアとの連携を図りながら、定例おはなし会・特

別おはなし会などを継続し、子どもに本や図書館に親しんでもらえるような環境づ

くりをします。 

また、読書ボランティアが活動できる機会や場の提供、職員の研修の充実を図り

ます。 

〈具体的な取組・施策〉 

重点 
施策 

具体的な取組・施策 区分 

◎ 読み聞かせ講座、絵本講座、紙芝居講座、パネルシアター講座の開催 拡充 

 ◎ 家族で楽しむ家庭読書の推進 拡充 

◎ 特別おはなし会の企画の充実 継続 

◎ ファーストブックプレゼントへの協力 継続 

 
社会教育施設や関連機関等が企画するイベント、季節、年代に合ったタ
イムリーな絵本・児童書の紹介 

継続 

 赤ちゃん絵本や児童書を定期的に更新 継続 

 定例おはなし会（読み聞かせ、紙芝居、パネルシアターなど）の開催 継続 

 保育園・幼稚園、認定こども園での出張おはなし会の実施 継続 

 調べ学習への支援 継続 

 読書活動の意義や大切さについての啓発と情報提供  継続 

 講座などでの本の紹介と、読書活動の大切さの意識づけ 継続 

 子どもの読書相談体制の充実 継続 

 読書活動推進関係機関、団体との連絡調整 継続 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

図書館でのおはなし会 
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（８）こども読書活動応援センターにおける読書活動の推進 

「読書の森 読りーむ in ちの」などと連携しながら、保育園、幼稚園、認定こど

も園、学校、地域などでの子どものための読書推進活動の応援をします。 

〈具体的な取組・施策〉 

重点 
施策 

具体的な取組・施策 区分 

◎ 調べ学習コンクールの実施 継続 

◎ 学校図書館の運営・研修に係る支援・相談 拡充 

◎ 読書ボランティアの応援及び交流会の実施 拡充 

◎ 絵本リストの活用促進 拡充 

 ファーストブックプレゼント、セカンドブックプレゼントの準備と実施 継続 

 読書活動推進関係機関、団体との連絡調整 継続 

 読書活動の意義や大切さについての啓発と情報提供 継続 

 読書の森 読りーむ in ちの の事務局 継続 

 
「家庭読書の日」設置による「家庭での読み聞かせの時間」や「家庭での
読書の時間」の習慣化の応援 

継続 

 保育園・幼稚園・認定こども園の「朝の絵本の時間」の見学会の準備 継続 

 読書活動に関わる講演会・講習会などへの協力 継続 

 読書相談体制の充実 継続 

 「茅野市こども読書活動推進会議」への協力 継続 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調べ学習コンクール優秀作品の展示 
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（９）その他の関係機関における読書活動の推進 

①家庭教育センター 

   家庭・地域の教育力、育児に関することを中心とした家庭教育、子育て、子育ち

の支援事業を行っています。それらの事業の中で、おはなし会、絵本の読み聞かせ、

絵本の大切さの啓発や情報提供をします。 

〈具体的な取組・施策〉 

重点 
施策 

具体的な取組・施策 区分 

◎ 
子育て講座「子育てはじめの一歩」での絵本とわらべうたの大切さの啓発
や情報提供 

継続 

 
「えほんとなかよし」での遊びやうたを交えながらのおはなし会や絵本の
読み聞かせなどの実践講座の開催 

継続 

 子育て講座（遊びの広場）などの中で、絵本の読み聞かせの実施 継続 

 

②こども館（０１２３広場） 

   ０歳から３歳を中心とした就園前の子どもと子育て中の方々が、集える施設です。 

  絵本コーナーの設置、おはなし会の実施、赤ちゃん講座などを通し、肌のぬくもり

を感じながら絵本を楽しむことや、子育てにおける絵本の大切さを啓発します。 

〈具体的な取組・施策〉 

重点 
施策 

具体的な取組・施策 区分 

◎ おはなし会（ボランティアによるおはなし会）の開催 継続 

 赤ちゃん講座などの子育て講座時における読み聞かせの実施 継続 

 利用する保護者やスタッフによる絵本の読み聞かせの実施 継続 

 絵本の紹介（絵本コーナーの設置） 継続 

 語りかけ、子守うた、わらべうた、読み聞かせなどの大切さの啓発 継続 

 

  

「えほんとなかよし」（家庭教育センター） 
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③地区こども館・図書館分室 

   地区こども館は、「本のある屋根つきの公園」をコンセプトとしています。こど 

も館としての機能はもとより、図書館分室としての機能を発揮し、本の貸出しのほ

か、読み聞かせや、本の紹介など、子どもと本を結ぶ身近な場所としての役割を担

います。 

〈具体的な取組・施策〉 

重点 
施策 

具体的な取組・施策 区分 

◎ 本の紹介 継続 

 本の充実及び貸出し 継続 

 「子ども読書の日」など、おはなし会の実施 継続 

 図書館分室の利用促進 継続 

 未就園児と保護者・放課後の児童を対象としたおはなし会の実施 継続 

 

④健康づくり推進課（健康管理センター）、各保健福祉サービスセンター 

   これから赤ちゃんを迎える家族に対する講座や乳幼児健診を実施しており、その

中で、育児に関するアドバイスもしています。ファーストブックプレゼントへの協

力、講座や育児相談の中で絵本の読み聞かせ、絵本の大切さの啓発をします。 

〈具体的な取組・施策〉 

重点 
施策 

具体的な取組・施策 区分 

◎ 
ファーストブックプレゼントの案内（母子手帳交付時） 
ファーストブックプレゼントへの協力（４か月児健診時） 

継続 

 
これから赤ちゃんを迎える家族に対する講座や乳幼児健診時に、絵
本や読み聞かせなどの大切さの啓発と情報提供の実施 

継続 

 育児相談時などでの絵本の読み聞かせの実施 継続 

 

 

 

 

 

地区こども館でのおはなし会 
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⑤公民館 

   公民館は、生涯学習の中核機関として学びを支え、心豊かな市民を育成します。

そのために、読書に関する講座の充実を図るとともに、各種の読書活動を支援し、

読書の楽しさや大切さの啓発に努めます。 

〈具体的な取組・施策〉 

重点 
施策 

具体的な取組・施策 区分 

◎ 読書活動に関わる講座の実施 継続 

 各種の読書活動支援 継続 

 

⑥学校教育課 

校長のリーダーシップのもと、学校図書館の機能を十分に活用できるよう司書教

諭・学校司書を支援します。また、学校司書の全校配置を行うとともに、司書教諭

や学校司書及び学校教職員の資質向上を図る研修を支援します。 

〈具体的な取組・施策〉 

重点 
施策 

具体的な取組・施策 区分 

◎ 校長を学校図書館長に任命 継続 

 ◎ 司書教諭の発令・学校司書の全校配置 継続 

 
司書教諭・学校司書などの研修 継続 

  学校図書館の図書資料の充実 継続 

 学童クラブでの読み聞かせの実施 継続 

 

 ⑦生涯学習課 

生涯学習課は、読書活動を進めるための計画の策定や進行管理、読書活動の意義

や大切さの啓発・情報提供をします。 

〈具体的な取組・施策〉 

重点 
施策 

具体的な取組・施策 区分 

◎ ファーストブックプレゼント、セカンドブックプレゼントの支援 継続 
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重点 
施策 

具体的な取組・施策 区分 

◎ 「朝の絵本の時間」や「朝の読書の時間」の継続と充実への支援 継続 

◎ 「家庭での読み聞かせの時間」や「家庭読書の日」の習慣づけの推進 拡充 

◎ 
読書活動、読書教育の充実を図るための研究・研修の推進（読書教育研
究指定校の研究、読書教育研修会、中学校区における読書研修会） 

継続 

◎ 読書活動の意義や大切さについての啓発と情報提供 継続 

◎ 
読書活動の重要性を家庭や地域の方に理解してもらうための推進 
(読書参観日、朝の絵本の時間や朝の読書の時間の見学会等) 

拡充 

 読書活動実態調査の実施（３年に１回） 継続 

 「茅野市こども読書活動推進会議」の実施 継続 

 読書活動推進関係機関、団体との連絡調整 拡充 

 読書活動の継続を願い、成人式に図書カードを配布 継続 

 

⑧その他の行政機関（幼児教育課・市民課・美サイクルセンター（美サイクル茅野）） 

   読書活動に関係する課などが協力して、子どもの読書活動を推進します。 

〈具体的な取組・施策〉 

重点 
施策 

具体的な取組・施策 区分 

◎ ファーストブック（出生時）プレゼントの実施（市民課） 継続 

 
保育園、幼稚園、認定こども園の絵本環境の充実及び読書活動の支援
（幼児教育課） 

継続 

 
保育士、幼稚園教諭、保育教諭の読書活動に関わる研修の実施(幼児
教育課) 

継続 

 
環境絵本『やつがたけのちっち』のプレゼントと活用促進（美サイクルセン
ター（美サイクル茅野）） 

継続 

  

環境絵本『やつがたけのちっち』 
『やつがたけのちっち』プレゼントの様子 
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第４章 計画の推進にあたって 

 

１ 推進体制について 

子どもが関係するさまざまな機関や団体が、これまで以上に連携・協力し、子ども

の読書活動の機会の充実と環境の整備に地域ぐるみで取組みます。 

（１）推進主体 

 茅野市、茅野市教育委員会 

 読書の森 読りーむ in ちの 

（２）推進機関・団体 

 保育園、幼稚園、認定こども園、小学校、中学校、高等学校、図書館、こども読書活

動応援センター、家庭教育センター、こども館（0123 広場）、地区こども館・図書館

分室、公民館、地区公民館、読書ボランティア、家庭文庫、保護者会、PTA 等 

 

２ 指標 

（１）読書アンケートからの指標 

  平成 28 年（2016 年）10 月、市内小学校４～6 年児童と市内中学校１～3 年生徒

を対象に読書アンケートを実施し、その結果に基づいて指標を示す。調査は３年に１

回実施。 

① 読書に関する意識（読書への興味関心）の割合         （単位％） 

※全国：H28 年４月 全国学力・学習状況調査結果（読書関係）    

 

校
種 

茅
野
市

・
全
国 

好き 
どちらかと

いえば好き 

 

どちらかとい

えば好きでは 

ない 

好きでは

ない 
その他 

2016 年度 

実態 

好き・ 

どちらかと

いえば好き 

2023 年度 

目標値 

好き・ 

どちらかと

いえば好き 

小
学
校(

６
年) 

市 49.5 38.2 7.7 3.2 1.4 87.7 91.1 

全49.3 25.3 15.3 9.9 0.1 74.6  

中
学
校(

３
年) 

市 47.8 37.5 9.7 3.7 1.2 80.1 83.1 

全46.5 23.4 16.2 13.6 0.1 69.9  
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② １か月不読者(読んだ本が０冊)の割合             

※全国：全国学校図書館協議会（2004～2016 年）        （単位％） 

 度 

校種 

市 

全 国 

2004 

(H16) 

2008 

(H20) 

2010 

(H22) 

2013 

(H25) 

2016 

(H28) 

2023 

目標値 

小学校 

 

茅野市 1.8 0.9 1.7 0.2 0.3 0.1 

全国 7.0 5.0 6.2 5.3 4.0  

中学校 茅野市 8.8 7.0 6.7 3.0 1.2 1.0 

全国 18.8 14.7 12.7 16.9 15.4  

 

③ 朝読書時間についての興味関心の割合                            （単位％） 

校 種 小  学  校 中  学  校 

年度 

興味関心 

2004 

 

2008 

 

2010 

 

2013 

 

2016 

 

2023 

目標値 

2004 

 

2008 

 

2010 

 

2013 

 

2016 

 

2023 

目標値 

楽しい 
41 44 46 66 64 70 22 28 32 50 51 60 

まあまあ 

楽しい 

52 47 46 27 27 25 64 61 57 36 35 30 

あまり 

楽しくない 
7 9 8 5 6 3 14 12 11 7 10 7 

つまらない 
- - - 2 3 2 - - - 5 4 3 

 

 

（２）調べ学習コンクールの作品応募率            （単位％） 

年度 

校種 

2013 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

2023 

目標値 

小学校 26 27 28 28 30 

中学校 32 24 13 10 15 

高等学校 0 0 0 0 0.5 
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３ 進行管理 

計画を着実に推進するため、「茅野市こども読書活動推進会議」を開催し、計画の

具体的施策の遂行状況の検証及び推進に向けた協議を行います。（前期３年間の終了

時に計画の全体的な検証を行い、後期につなげていきます。また最終年度に総括を行

い、翌年度以降の計画を検討します。） 

また、「茅野市こども読書活動推進会議」において、年１回施策の進捗状況を確認

します。 

 

  

                  

図書館での本の貸出し おはなし会での高校生の紙芝居 

０１２３広場 絵本のコーナー ファーストブックプレゼント 



 

資 料 編 

 

 

 

 

家庭での読み聞かせ 

小学生から園児への読み聞かせ 

高学年から低学年への読み聞かせ 

中学生から小学生への読み聞かせ 
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＊ 用語解説 ＊ （50 音順) 

 

【朝の絵本の時間】 

  保育園・幼稚園、認定こども園で一日の始まりに、保育士・幼稚園教諭・保育教諭

が園児に対し絵本の読み聞かせをする時間。 

茅野市では、全保育園・幼稚園・認定こども園で日課に位置付けている。 

 

【朝の絵本の時間、朝読書参観(見学会)】 

暮らしの中に本があることを目指して、保育園・幼稚園・認定こども園の「朝の絵

本の時間」や小中学校での「朝の読書の時間」を家庭や地域の人が参観して、園・学

校との意見交換をする会。 

 

【朝の読書の時間（通称：朝読・朝読書・朝の 10 分間読書）】 

  学校で毎朝授業が始まる前に、教職員と児童・生徒が本を読む時間。この時間に、

読み聞かせも行われている。 

茅野市では、全小中学校・高校で日課に位置付けている。 

 

【生きる力】 

  知・徳・体のバランスのとれた力のこと。 

変化の激しいこれからの社会を生きるために、確かな学力、豊かな人間性、健やか

な体の知・徳・体をバランスよく育てることが大切である。新学習指導要領でも、引

き続き「生きる力」を育てることをめざしている。 

 

【絵本リスト】 

  市内保育園では冊子｢茅野市の保育と教育｣の資料編に主任保育士が選書した０歳

から６歳までの乳幼児を対象とした絵本リストを活用している。 

  また、こども読書活動応援センターは、平成 18 年（2006 年）に｢幼児おすすめ絵

本リスト｣を作成し、市図書館、図書館分室などで配布している。このリストに掲載

されている 1 セット 60 冊の絵本２セットは保育園、幼稚園、認定こども園、学校な

どに貸出しを行っている。 

 

【おはなし会】 

複数の子どもに、おはなしをしたり、声に出して本や紙芝居などを読んだり演じた

りすることをいう。対象となる子どもに応じて読む本を選択し、手遊びを取り入れた

りもする。保育園・幼稚園・認定こども園、小学校や図書館、地域の施設などで行わ

れている。読書ボランティアの協力を得ることも多い。 

 

【学童クラブ】 

昼間、保護者が家庭にいない児童に対して、家庭的な雰囲気の中で指導員による生

活指導により、児童の健全育成を図ることを目的に開設されている。 

 



- 39 - 

 

【語り】 

  話し手がおはなしを覚えて自分のものにし、それを聞き手に語って聞かせること。 

 

【学校司書】 

児童・生徒に資料や情報を提供して、読書活動の相談や援助を行う。司書教諭と協

力して学校図書館の管理運営を行う学校図書館を支える専任の職員。茅野市では全小

中学校に配置している。 

 

【学校図書館】 

小・中・高等学校において、図書・視聴覚教育の資料、その他学校教育に必要な資

料を収集・整理・保存し、児童・生徒及び教職員の利用を促し、学校の教育課程の展

開に寄与するとともに、児童・生徒の健全な教養を育成することを目的として学校図

書館法に基づいて設置された設備。 

 

【家庭文庫】 

個人が、子どものために自宅の一部を開放して児童図書を備え付け、近隣の子ども

たちに図書を定期的に貸出したり、おはなし会などをしたりする。 

 

【環境絵本『やつがたけのちっち』】 

茅野市の環境課題に取り組む「美サイクル茅野」の環境絵本部会（市内の保育士で

構成）が作成した絵本。自然の中で遊ぶことが少なくなった子どもたちが、茅野市の

豊かな自然を知り、自然の中に飛び出すきっかけを作ろうと、２年近い歳月をかけて

作成した。市内在住の年長児全員に、毎年一冊ずつ手渡しをしている。 

 

【国民読書年】 

日本で平成 20 年（2008 年）６月６日の衆議院・参議院での全会一致による「国民

読書年に関する決議」に基づいて制定された。「文字・活字文化振興法」の制定・施

行５周年にあたる平成 22 年（2010 年）が指定され、関連行事や広報番組の放送が取

り組まれた。 

 

【ことばとこころを育てる読書活動】 

  裏表紙に記載 

 

【子ども読書年】 

平成 11 年（1999 年）８月「読書の計り知れない価値を認識して、子どもたちの読

書活動を国を挙げて応援するため」（参議院決議文より）、平成 12 年（2000 年）を「子

ども読書年」とする決議が衆参両院で可決された。この決議によって、子どもの読書

や児童書に関するさまざまなイベントなどが各地で開催された。  
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【子ども読書の日】 

「子どもの読書活動の推進に関する法律」により、４月 23 日は「子ども読書の日」

と定められた。これは、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、子どもが自主的に読書活動を行う意欲を高めるために設けられたもの

である。ちなみに、欧米、特にスペインでは、４月 23 日を「サン・ジョルディの日」

として、本を贈る習慣がある。また、社団法人読書推進運動協議会が、毎年４月 23

日から５月 12 日までを「こどもの読書週間」と定めて、子どもの読書活動の普及・

啓発活動を行っている。 

 

【こども読書の森づくりプラン】 

  裏表紙に記載 

 

【司書教諭】 

学校図書館の運営を中心になってすすめ、児童・生徒に資料・情報活用を指導する

教諭。 

学校図書館法の「学校には学校図書館の専門的職務を掌らせるため司書教諭を置か

ねばならない」（第５条１項）という規定に基づいて設けられた役職。平成９年（1997

年）の改正により、平成 15 年（2003 年）から全国の 12 学級以上の小・中・高等学

校に司書教諭が配置されることとなった。 

 

【調べ学習】 

自分が疑問に思ったことを、本などの資料で調べ、聞き取り調査や観察などで確か

め、自分の考えを入れてまとめたり、伝えたりする力を培う学習のこと。 

茅野市では、この学習の成果を発表する機会として、「調べ学習コンクール」を平

成 19 年度（2007 年度）から毎年開催している。 

 

【セカンドブックプレゼント事業】 

小学校入学時に、選定された 30 冊の中から自分で選んだ本を１冊ずつ手渡しでプ

レゼントする茅野市の事業。平成 17 年度（2005 年度）から実施している。乳幼児期

から学齢期への読書に対する関心を継続発展させ、さらに家庭に読書が根づくことを

目標にしている。 

 

【茅野市こども読書活動推進会議】 

  茅野市の子どもの読書活動を推進するにあたり、年 1 回関係機関の代表者が集まり、

茅野市こども読書活動推進計画に基づき、計画の具体的施策の遂行状況の検証及び推

進に向けた協議を行う会議。 

 

【読書会】 

数人の人が集まって読書をする会。同じテキストを使って行う輪読会式や研究会式、

各自が自由に好きな本を読んで感想を述べ合う発表会式、テーマ読書会、親子読書会

などがある。 
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【読書活動】 

  一人で本に向かう「読書」はもちろん、読み聞かせを聞いたり、紙芝居を見たりす

るなど、読書やことばを豊かにする幅広い活動を言う。個人の目標を定めた読書や、

図書についての情報の入手、読書会で他の人の読後感を聞くなど、読書の幅と深みを

増す活動を広く「読書活動」と定義した。 

 

【読書参観日】 

  保護者や家庭・地域の方が読書活動や学校図書館の利活用の授業を参観することに

より、「読書」の重要性を理解するとともに、家庭・地域での読書のあり方を考える

機会として学校で年１回行う。 

 

【読書推進活動】 

  「読書活動」を推進する活動。読み聞かせ、語り、紙芝居、パネルシアターなどを

提供したり、おはなし会、講演会、原画展などを実施したりして、ことばとこころを

育てる場や機会をつくり、読書環境の整備をすることを「読書推進活動」と定義した。 

 

【読書相談】 

読む本の選択に迷ったり悩んだりしているとき、教職員や司書教諭や学校司書等の

学校図書館関係職員がその相談に応じること。 

  本に関する質問に答えたり、本を使って調べるときに支援したりする。 

 

【読書の質】 

  人に本を読んでもらったり、自分で読んだりすることで、本から知識を得るだけで

なく、ことばを学び、感性を磨き、想像力を豊かにし、人生をより深く生きる力を身

につける読書。 

 

【読書の森 読りーむ in ちの】 

  茅野市がいつでもどこでも読書活動に出会えるまちになるよう、行政とパートナー

シップで活動する公民協働の読書活動推進組織です。読書活動の楽しみをいかし、子

育てや、家庭、保育園、幼稚園、認定こども園、学校、地域、図書館などの読書推進

活動に実際に関わりながら、全ての子どもたちが将来にわたって豊かな読書生活がで

きるように応援を続けている。 

 

【読書発表会】 

自分で読んだ本の内容や、あらすじ、感想などを発表しあう会。 

 

【読書ボランティア】 

いつでもどこでも楽しく読書活動ができるように、読み聞かせ、語り、ブックトー

ク、パネルシアターなどの読書に関わる活動を自発的、自主的に行う人々のこと。 

  読書環境の充実や読書活動の推進に重要な役割を果たしている。 
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【パネルシアター】 

不織布を貼ったパネルに、特殊な紙に描いた絵や文字を、貼ったり取ったりしなが

ら、うたやおはなしを演じる。おはなしへの関心を誘う手法。 

 

【ファーストブックプレゼント事業】 

全国的には「ブックスタート」と言う名称で行われている活動。 

全ての赤ちゃんに持っていてほしいと願い選定された 30 冊（出生時は５冊）の絵

本の中から、おうちの方が選んだ本を出生時と４か月児健診時に１冊ずつ手渡しでプ

レゼントする茅野市の事業。 

肌の温もりと肉声の心地よい響きの中で、絵本がもつ楽しい世界に赤ちゃんを誘い、

ことばとの豊かな出会いができることを応援する活動。 

茅野市では、平成 12 年(2000 年)8 月から実施している。 

 

【ブックトーク】 

グループを対象として、一定のテーマに沿って何冊かの本を紹介していくこと。図

書館、学校において子どもたちに対して図書館員、教職員などにより行われる。ブッ

クトークの目的は、その本の内容を教えることではなく、その本の面白さを伝えるこ

とであり、子どもにその本を読んでみたいという気持ちを起こさせることである。 

 

【不読者率（読書不読者率）】 

１か月間に読んだ本が０冊の人を「不読者」と呼び、不読者の割合を不読者率とい

う。 

 

【読み聞かせ】 

読み手が、聞き手の前で、絵本や本を見せながら声に出して読んであげること。 

 

【学校図書館の利活用】 

学校図書館や図書館資料を利用した情報検索や情報活用に関する学習で、児童・生

徒の情報活用能力の育成を図るものである。 

 

【朗読】 

声を出しながら文章を読むこと。「音読」ともいうが、「朗読」には感情をこめて読

み上げるという意味合いも含まれる。 
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平成28年度 読書アンケートの結果と考察  (3年に1回調査実施) 

  

調査期間 ：平成28年（2016年）10月1日～10月31日 
調査対象 ：市内９小学校 4~6年児童 1,519名 市内４中学校1~3年生徒 1,446名   計2,965名 

[資  料] ：平成２８年度読書アンケート結果集計・読んだ本の分類別集計 

[参考資料] ：全国学校図書館協会の調査研究（H28,5月実施） 

          全国学力・学習状況調査結果 読書関係（H28,4月実施 小学校６年 中学校３年） 

 

１ 読書に対する意識 

◇ 読書への興味関心 

○ 読書は好きですか  （単位％） 

１→好き ２→どちらかといえば好き ３→どちらかといえば好きではない ４→好きではない ５→その他 

 

 

 

 

 

 

【小学校】 

 

 【中学校】 

 

  

小学校における読書に対する意識では、「１好き」「２どちらかといえば好き」をあわせて88％で、全国（６年）と比べ

ると13％高いことから、読書に対して好意的であることがわかる。このことは、茅野市が、読書に重点を置いて取組ん

できた成果だと思われる。 

中学校において、「１好き」「２どちらかといえば好き」が茅野市では約 80％、全国（３年）は約 70％と、茅野市が

全国より 10％ほど高い。ただし、「１好き」については、全国（３年）より若干少ない。朝読書や図書館利用の中で、

自ら学ぶ楽しさや知る喜びを体得する経験を通して、さらに読書に親しめるよう工夫したい。 

小学校 

段階 

対象 

１ ２ ３ ４ ５ 

茅野市(4~6年） 50.8 37.3 7.4 7.4 1.2 

全国（6年） 49.3 25.3 15.3 9.9 0.1 

中学校 

段階 

対象 

１ ２ ３ ４ ５ 

茅野市（1~3年） 43.4 36.7 13.4 4.4 1.6 

全国（3年） 46.5 23.4 16.2 13.6 0.1 
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２ １か月不読者（読んだ本が０冊）の状態 

◇ １ヶ月間の不読者率                       

 １ヶ月の不読者      （単位％） 

全国学校図書館協議会の調査によると、小学校

では、不読者（１か月間の読書0冊）の推移は減

少傾向にある。茅野市も減少傾向にあり、平成28

年度（2016 年度）は、全国の値より 3.7％低く、

かなり低い割合で推移している。 

中学生では、全国と比べ茅野市の生徒の不読者

率は低く、平成28年度（2016年度）は全国の値より14.2％も低い結果となった。校長を学校図書館長に任命した平成

24 年度（2012 年度）以降は不読者の割合がそれまでの半分ほどになっている。このことは、校長をはじめ、司書教諭

や学校司書等の図書館関係職員が連携して取り組んできた成果だと考えられる。 

 

３ 「朝の読書の時間」の受けとめ 

毎朝、学校で実施している「朝の読書の時間」について、児童生徒が、「楽しい」「まあまあ楽しい」「あまり楽し

くない」「つまらない」の４つの中から最も近いと思うものを１つ選んだ結果を以下に示した。  

 

（１） 朝の読の時間についての興味関心  

 

 

児童生徒の「朝の読書の時間」の受け止めは、「楽しい」「まあまあ楽しい」と、好ましく感じている児童生徒が

小学生は91％、中学生は86％いる。茅野市が「朝の読書の時間」を平成12年度（2000年）に日課に位置付け、毎

朝「例外なく行う」ことによって定着し、「朝の読書の時間」が児童生徒にとって読書に親しむ時間となってきてい

ると思われる。 

その背景として、読書ボランティアや教師、異年齢児童生徒による読み聞かせや一冊の本を最後まで読み通す体

験を通して、また、学級文庫を設置したり、お薦め本のリストを紹介したりするなど読書環境を整えてきたことも

関係していると思われる。朝の読書の時間が終了した後も、落ち着いた雰囲気のなか、次の活動に移ることができ

ている。 

「朝の読書の時間」を「あまり楽しくない」「つまらない」と受け止めている児童生徒は、小学校では9％、中学

校では14％いる。なぜ、そのように感じているのか、児童生徒一人ひとりについて理由を明らかにし対応していく

ことが求められる。 

 

  H16 H20 H22 H25 H28 

小 茅野市 １．８ ０．９ １．７ ０．２ ０．３ 

全国 ７．０ ５．０ ６．２ ５．３ ４．０ 

中 茅野市 ８．８ ７．０ ６．７ ３．０ １．２ 

全国 １８．８ １４．７ １２．７ １６．９ １５．４ 
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（２） 「朝の読書の時間」が「楽しい」と「つまらない」の理由  

「朝の読書の時間」が、「楽しい」「まあまあ楽しい」「あまり楽しくはない」「つまらない」と回答した理由 

    についても児童生徒に調査した。その中の「楽しい」「つまらない」の理由について項目別にまとめ、以下のグ 

ラフに表した。 

(単位％) 

  

 

小学校と中学校ともに似た傾向にある。まず、「楽しい理由」については、１番多いのは、「本が好き、楽しい、 

面白い」で本への興味・関心を挙げている。 

次に多かった「本を読む時間がある」について、忙しい学校生活で「本を読みたくても、読む時間がないなか

で、１０分間でも読書ができてよい」といった捉えの児童生徒が多くいることから、読書の機会を設けることは

大切だと思われる。その次の「静かに読める、集中できる」についても、「読書の時間が始まると静かになり、落

ち着いて集中できる」と、朝の読書の時間によって落ち着いた気持ちで一日をスタートできることに心地よさを

感じている児童生徒がいることがわかる。 

「楽しい」とは反対の「つまらない理由」として、「本が好きではない、楽しくない」を１番に挙げている。こ 

   のことは、これまで本を読んで感動したり、おもしろいと思ったりと、本に興味・関心を持つ読書体験が乏しか    

   ったからではないかと思われる。個別に実態を把握し適切な対応をしていくことで、「朝の読書の時間」を有意義 

   な時間にしていきたい。 

 

３ 家庭読書 

（１） 家での読書時間                             (単位％) 

  

 

① 小学校の「家での読書時間」 

平日における家での読書時間は、「３０分くらい」が１番多く50％、次に「ほとんど読まない」は約33％、「１時
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間くらい」は約13％である。休日は、平日に比べ、「３０分くらい」読書をする児童が17.8％減り、そのかわり

に「ほとんど読まない」児童が 3.8％増えている。家に帰れば、テレビ、ゲーム、習い事、家庭学習、遊び等、

読書のほかにもいろいろやることがあるなかで、児童の６割ほどが３０分から1時間くらい家で読書をしている

という結果は、これまで家庭読書を啓発してきた成果だと思われる。しかし、ほとんど読まないと回答した児童

も３割ほどいることから、今後も保護者、地域へ家庭読書の大切さを呼びかけ、家庭読書を進めていきたい。 

 

② 中学校の「家での読書時間」 

平日における家での読書時間は、「３０分くらい」が約44％、次に「ほとんど読まない」が約41％、３番目に 

「１時間くらい」で約11％である。「ほとんど読まない」と回答した生徒が、小学校よりも増えていていること 

と、平日と休日の差が小学校はそれほど大きくないが中学校では大きくなっている。 

    中学生ともなると、部活が加わり時間に制約されることが増えると予想されるが、家へ帰って、本を開く生徒 

が半数以上いることがわかる。多忙な生活のなか、すき間の時間を見つけ読書することを楽しんでいる中学生も 

大勢いる。今後も家庭の協力を呼びかけ、家庭読書を大切にしていきたい。 

 

（２） 家庭での読書 

「家庭読書」について、「読書の興味・関心」、「家で本を読む」「家人は本を読む」「本を話題にする」との相関関 

係を調べた。  

◇家庭読書相関関係 （単位％） 

  

 

① 小学校 

家庭での読書についての関係を見ると、比較的望ましい環境にあると考える。特に、「家人も本を読む」環境に

あると、読書が好きで家でも本を読む傾向が強い。逆に「家では本を読まない」と答えた子どもの多くは「家人が

本を読まない」傾向にあることがわかった。 

このことから、小学生の時期には、「家人と一緒に本を読む」「家人が本を読む」ように、家庭で本のことを話題

にしたり、児童とともに読書を楽しんだりするなど、読書する環境づくりが大切だと思われる。 

  

② 中学校 

   上記のグラフを見てわかるように、「家で本を読む」が約58％に対して、「家人も本を読む」が約40％、「家での

本について話す」が約28％で、小学校と比べると低い値であるが、同様な形で同じような傾向にあることがわかる。 

   小学生の時期とは違って家庭でのコミュニケーションも減ってくる傾向にあると思われるが、家庭に読書する雰

囲気やその姿があるかどうかも大切であると思われる。 
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４ 読んだ本の分類別集計から 

設問「１ヶ月の間に読んだ本で、心に残った本の名前を書いてください。（３冊以内）」で回答された本を分類別に

分けたものをグラフに表した。 

（１） 全体的な傾向 

校種による「読んだ本」の種類による割合 (単位％) 

  

 

①  小学校 

１番多いのが「小説」で53.7％、２番目に「絵本、幼年童話」で16.5％、３番目に「ノンフィクション」9.8％、

４番目に「ミステリー、ライトノベル」8.1％となっている。特に、「小説」については多くの学校で50％をこえ

ているが、なかには20％台のところもあった。また、「絵本・幼年童話」についても20％を超えている学校もあ

れば10％以下の学校もあった。 

 

②  中学校 

一番多いのが「小説」で47.7％で、２番目に「ミステリー・ライトノベル」で23.4％、３番目に「娯楽、囲碁・

将棋」15.4％となっている。小学校と違うのは、「絵本、幼年童話」が極端に減り、「ミステリー、ライトノベル」

と「娯楽、囲碁・将棋」が多くなってきていることである。特に「ミステリー、ケイタイ小説、ライトノベル」

が小学校と比べると15％も多く、約23％であった。 

 

③ 小中学校全体 

心に残った本の分類が、学校間で、また小中学校間で、その占める割合に特徴が見られた。また、児童生徒の

発達段階によっても挙げる本の傾向に特徴が見られた。年齢が上がるにつれ、興味・関心の幅が広がり、読む本

の傾向も変わってきていることがわかる。ミステリー、ホラー、ライトノベルを挙げる児童生徒も年々多くなっ

てきている。   

学校図書館について、「その目的は、教育課程の展開に寄与するとともに、児童生徒の健全な教養を育成するこ

と」と、学校図書館法に規定されていることを考慮し、どのような本を学校図書館に入れるのか、選書は重要な

問題である。読書は、ことばや知識を得るだけでなく、考える力、感性、想像力、自己を認識する力を育てるこ

とができると言われている。児童生徒の生きる力をつけていくために学校図書館の果たす役割は大きい。 

各校の図書選定委員会によって、どの本を学校図書館に入れるのか、吟味して選書していくことが大切である

と思われる。 



NO 書名 文・絵・訳 出版社

1 ととけっこう　よが あけた こばやし えみこ　案　　ましま せつこ　絵 こぐま社

2 こぐまちゃんおはよう わかやま けん　 こぐま社

3 いない　いない　ばあ 松谷 みよ子　文　　瀬川 康男　画 童心社

4 じゃあじゃあ びりびり まつい のりこ　作／絵 偕成社

5 きんぎょが　にげた 五味 太郎　作 福音館書店

6 でてこい　でてこい はやし あきこ　さく 福音館書店

7 いぬが　いっぱい グレース・カール　さく　やぶき みちこ　やく 福音館書店

8 ねこが　いっぱい グレース・カール　さく　やぶき みちこ　やく 福音館書店

9 じどうしゃ 寺島 龍一　画 福音館書店

10 じどうしゃ わかやま けん　 こぐま社

11 ずかん・じどうしゃ 山本 忠敬　さく 福音館書店

12 だれかしら 多田 ヒロシ　さく 文化出版局

13 たまごのあかちゃん かんざわ としこ　ぶん  やぎゅう げんいちろう　え 福音館書店

14 こんにちは わたなべ しげお　ぶん　おおとも やすお　え 福音館書店

15 おとうさんとあそぼう わたなべ しげお　ぶん　おおとも やすお　え 福音館書店

16 どうぶつのおやこ 薮内 正幸　画 福音館書店

17 こぐまちゃんとどうぶつえん わかやま けん　 こぐま社

18 どうぶつのおかあさん 小森 厚　ぶん　薮内 正幸　え　　 福音館書店

19 くだもの 平山 和子　さく 福音館書店

20 きゅっ　きゅっ　きゅっ 林 明子　さく 福音館書店

21 いい　おかお 松谷 みよ子　文　　瀬川 康男　画 童心社

22 がたん　ごとん　がたん　ごとん 安西 水丸　さく 福音館書店

23 じのない　えほん デイック・ブルーナ　ぶん／え　いしい ももこ　やく 福音館書店

24 ころ　ころ　ころ 元永 定正　さく 福音館書店

25 だっこして にしまき かやこ　作 こぐま社

26 みんなでね まつい のりこ　作／絵 偕成社

27 ちいさなうさこちゃん デイック・ブルーナ　ぶん／え　いしい ももこ　やく 福音館書店

28 ばいばい まつい のりこ　作／絵 偕成社

29 おつきさま　こんばんは 林 明子　さく 福音館書店

30 おやすみ なかがわ りえこ　さく　やまわき　ゆりこ　え グランまま社
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NO 書名 文・絵・訳 出版社

1 版画　のはらうた くどう なおこ と のはらみんな　詩  ほてはま　たかし　画 童話屋

2 たんぽぽ 平山 和子　ぶん・え 福音館書店

3 しずくのぼうけん ﾏﾘｱ･ﾃﾙﾘｺﾌｽｶ　さく　ﾎﾞﾌﾀﾞﾝ･ﾌﾞﾃﾝｺ　え　うちだ りさこ　やく 福音館書店

4 みどりいろのたね たかどの ほうこ　作　太田大八　絵 福音館書店

5 １００まんびきのねこ ワンダﾞ・ガアグ　ぶん・え 　いしい ももこ　やく 福音館書店

6 もりのなか マリー・ホール・エッツ　ぶん・え　まさき るりこ　訳 福音館書店

7 かもさんおとおり ぶんとえ　ロバート・マックロスキー　やく　わたなべ しげお　 福音館書店

8 ラチとらいおん マレーク・ベロニカ　ぶん・え  とくなが やすとも　やく 福音館書店

9 ちいさいおうち ばーじにあ・りー・ばーとん　ぶん・え   いしい ももこ　やく 岩波書店

10 ひとまねこざるときいろいぼうし H.A.レイ　文・絵   光吉 夏弥　訳 岩波書店

11 チムとゆうかんなせんちょうさん エドワード・アーディゾーニ  さく  せた ていじ　やく 福音館書店

12 くんちゃんのはじめてのがっこう ドロシー・マリノ　さく　　まさき るりこ　やく ペンギン社

13 あおい目のこねこ エゴン・マチーセン　さく　　せた ていじ　やく 福音館書店

14 ふたりはともだち アーノルド・ローベル　作　　 三木 卓　訳 文化出版局

15 番ねずみのヤカちゃん リチャード ウィルバー　さく　松岡 享子　やく  大社 玲子　え　 福音館書店

16 おおかみと七ひきのこやぎ グリム童話　フェリクス・ホフマン　え　　せた ていじ　やく 福音館書店

17 パンのかけらとちいさなあくま 内田 莉莎子　再話　堀内 誠一　画 福音館書店

18 王さまと九人のきょうだい 君島 久子　訳　赤羽 末吉  絵　　 岩波書店

19 １１ぴきのねこ 馬場 のぼる こぐま社

20 せんたくかあちゃん さとう わきこ　さく・え 福音館書店

21 おおきなきがほしい ぶん　さとう さとる　え　むらかみ つとむ 偕成社

22 びゅんびゅんごまがまわったら 宮川 ひろ　作　林 明子　絵 童心社

23 はじめてのキャンプ 林 明子　さく・え 福音館書店

24 くまの子ウーフ 神沢 利子　作  井上 洋介　絵 ポプラ社

25 車のいろは空のいろ　白いぼうし あまん きみこ　作  北田 卓史　絵 ポプラ社

26 ももたろう 松居　直　文 赤羽 末吉　画 福音館書店

27 かさじぞう 瀬田貞二　再話  赤羽 末吉　画 福音館書店

28 だいくとおにろく 松居 直 　再話  赤羽 末吉　画 福音館書店

29 かちかちやま おざわ としお　再話  赤羽 末吉　画 福音館書店

30 きつねにょうぼう 長谷川 摂子　再話  片山 健　絵 福音館書店
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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） 

（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）  

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）  
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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附帯決議  

  政府は、本法施行に当たり、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

る環境づくりのため、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ようにすること。 

  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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茅野市こども読書活動推進計画策定委員会委員名簿 

役 職 氏 名 所 属 

委員長 五味 一男 読書の森 読りーむ in ちの会長 

副委員長 奥原 貴美子 学識経験者 

委員 岩崎 和子 図書館協議会代表 

委員 牛山 圭吾 学識経験者 

委員 本間 佐男 学識経験者 

委員 大石 順子 校長・教頭会読書教育推進委員（湖東小学校校長） 

委員 北原 ますみ 司書教諭代表（宮川小学校） 

委員 大西 惠美 学校司書代表（玉川小学校） 

委員 塩澤 志津子 どんぐりメイト代表 

委員 竹田 弘子 読書ボランティア（ぽっかぽか） 

委員 今井 喜美子 読書ボランティア（ティチ） 

委員 前島 敦子 こども館館長（０１２３広場） 

委員 北沢 いずみ こども部 幼児教育課 保育指導担当 

委員 牛山 邦子 こども読書活動策定委員（金沢保育園園長） 

委員 中村 弘美 保育園園長会代表（ちの保育園園長） 

委員 松下 みえ 主任保育士代表（中大塩保育園） 

委員 栁沢 澄子 健康福祉部 健康づくり推進課長 

委員 岩島 善俊 市民環境部 市民課長 

委員 長田 秀彦 美サイクルセンター長 

委員 五味 健志 こども課長 

委員 五味 留美子 こども部 幼児教育課長 

委員 有賀 淳一 こども部 学校教育課長 

委員 矢島 喜久雄 生涯学習部 公民館長 

委員 両角 和恵 家庭教育センター館長 

【事務局】 

所 属 役 職 氏 名 

茅野市教育委員会 生涯学習部 生涯学習部長 平出 信次 

生涯学習部 生涯学習課 生涯学習課長 藤森 隆 

生涯学習部 生涯学習課 生涯学習係長 伊藤 研一 

生涯学習部 生涯学習課 生涯学習係 増田 悠 

生涯学習部 生涯学習課 生涯学習係 教育支援指導主事 雨宮 節二 

生涯学習部 生涯学習課 図書館長 五味 仁 

生涯学習部 生涯学習課 図書館 辻井 まどか 

生涯学習部 生涯学習課 こども読書活動応援センター長代理 林 尚江 

生涯学習部 生涯学習課 こども読書活動応援センター 今野 真歩 
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茅野市こども読書活動推進計画策定委員会の経過 

 

年 月 日 会議名等 内容 

平成 29 年 

（2017 年） 

9 月 28 日 茅野市こども読書活動推進

計画策定委員会 

第 2 次計画の振り返

り、計画の概要 

平成 29 年 

（2017 年） 

10 月 10 日 茅野市こども読書活動推進

計画策定小委員会 

教育現場の状況、計

画の概要 

平成 29 年 

（2017 年） 

10 月 24 日 茅野市こども読書活動推進

計画策定小委員会 

計画策定 

平成 29 年 

（2017 年） 

11 月 16 日 茅野市こども読書活動推進

計画策定小委員会 

計画策定 

平成 29 年 

（2017 年） 

11 月 30 日 茅野市こども読書活動推進

計画策定委員会 

計画策定 

平成 29 年 

（2017 年） 

12 月 15 日 茅野市こども読書活動推進

計画策定小委員会 

計画策定 

平成 29 年 

（2017 年） 

12 月 26 日 茅野市こども読書活動推進

計画策定委員会 

計画策定 

平成 30 年 

（2018 年） 

1 月 23 日 茅野市こども読書活動推進

計画策定小委員会 

計画策定 

平成 30 年 

（2018 年） 

1 月 31 日 地域経営会議  

平成 30 年 

（2018 年） 

2 月 5 日 議会全員協議会  

平成 30 年 

（2018 年） 

2 月 5 日～3 月 2 日 パブリックコメント  

平成 30 年 

（2018 年） 

3 月 12 日 茅野市こども読書活動推進

計画策定委員会 

計画案の決定 

平成 30 年 

（2018 年） 

3 月 29 日  計画の決定 
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森は、一本一本の木が集まってできています。その木には、小さな木もあれば

大きな木もあります。 

 茅野市も、かけがえのない命をもった赤ちゃんからお年寄りまでが集う森で

す。この森を、こころ豊かな森にしたいとみんなが願っています。 

 こころの豊かさはことばの豊かさです。そして、お互いのこころを感じ合い、

温かなコミュニケーションを成り立たせるためには、一人ひとりの豊かな感性と

想像力が必要です。豊かな感性や想像力は、子どもの頃からの読書活動によって

培われます。読書活動によって育つことばの力は、これからのまちづくりに欠か

せない力です。 

読書活動がいつも身近にあるまちをつくるために、大人も子どもも一人ひとり

が本に親しみ、自ら読書活動に進んで参加することにより、「読書の森」が豊か

に大きく育つことを願い、この計画の愛称を「こども読書の森づくりプラン」と

しました。 

 

  

（愛称） こども読書の森づくりプラン 

「ことばとこころを育てる読書活動」とは 

子どもは、読書活動により「多くのことば」を獲得することができます。「こと

ば」は、自分をつくってくれる第二の命です。「ことば」は「こころ」の糧（かて）

であり、「ことば」を通して、知り、感じ、考え、伝え、行動することで、豊かな

人間関係や生き方を創造し、「生きる力」を育みます。 

茅野市の実践する「ことばとこころを育てる読書活動」は、豊かな感性に根ざ

した子どもの育成を願うものであり、「たくましく やさしい 夢のある子ども」

の器をつくる活動です。 


