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第４章  具体的に、どのようなことをするのですか 

めざす姿を実現するため、４つの基本方針に沿って、具体的な事業に取り組みます。 

１ 目標 

 

「基本方針」を達成するために、めざす状態を「目標」として定めます。 

２ 方策 

 

「目標」を達成するため、総合的、体系的に取り組む手段として「方策」を示します。 

３ 具体的な取組 

 

現状と課題を踏まえ、方策を達成するための手段として「具体的な取組」を示します。 

事業を推進するにあたっては、地域の実情や社会情勢等の変化に対応しながら、実効

性を高め成果を上げていきます。 
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基本方針 １  発達段階に応じた読書活動の充実 

目標 １－① 

子どもが、本と出会っています。 

目標を達成するための方策 １－①－１ 

家庭での読み聞かせの促進 

現状と課題 

市全域でブックスタート５推進事業に取り組んでいます。 

 全対象者数 贈呈者数 贈呈率 

平成 24年度 1,537人 1,249人 81.3% 

平成 25年度 1,671人 1,278人 76.5% 

平成 26年度 1,636人 1,392人 85.1% 

平成 27年度 1,579人 1,392人 88.2% 

平成 28年度 1,599人 1,381人 86.4% 

 第二次計画の目標値（８０％）を達成しており、多くの乳児が絵本と出会っています。 

 参加しやすい開催日時や開催場所を設定し、参加者の増加に努めるとともにポスター

の掲示等により、幅広い周知に努めています。 

 様々な家庭環境に対応するため、体験会に参加できなかった保護者と乳児に対しても

絵本を届けています。 

乳児期の子どもたちの習慣としての読み聞かせの大切さを保護者に知ってもらうこ

とが必要です。 

どのような絵本を読み聞かせたらよいのかわからない保護者のためには、読み聞かせ

に適している本の紹介をすることが必要です。 

 

具体的な取組 

１ ブックスタート推進事業の充実          【担当課：図書館 子育て保健課】 

・乳児とその保護者を対象に、ブックスタートボランティアと協力して、親子の絆を深め、赤ちゃ

んと絵本が出会い、ふれあえる機会を提供するブックスタート推進事業の充実を図ります。 

・定期的に開催日時や場所の見直しを行い、レクリエーション的な要素を取り入れるなどの工

夫をすることで参加者の増加を図ります。 

・ホームページや広報紙等により幅広く周知に努めます。 

・保護者に対するアンケートを実施し、その意見の反映に努めます。 

２ 親子の読み聞かせに適した絵本リストの作成と配布       【担当課：図書館】 

読み聞かせのポイントを解説した冊子や、保護者向けの読み聞かせに適した絵本リストを作

成し、図書館や保健センター等で配布します。 

 

                                                
５ すべての赤ちゃんの周りで、そのかけがえのないひとときが、「絵本」を介してもたれることを応援す

る運動。具体的には、ボランティアと連携して、ブックスタート体験会や乳児健診等に合わせて、地域に

生まれたすべての赤ちゃんと保護者にメッセージを伝えながら、読み聞かせに最適な絵本を使って、その

場で読み聞かせの実演を行い、ブックリストや図書館案内などを入れたブックスタートパックを手渡す。

1992年英国バーミンガムで始まり、日本では 2000年の「子ども読書年」をきっかけに始まった。 
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目標を達成するための方策 １－①－２ 

行事やイベントの充実 

 

現状と課題 

 市立図書館では、おはなし会や子ども向け上映会をはじめとして、様々な児童向け行 

事やイベントを定期的に開催しています。 

平成２７年度からは、全館でこどもワイワイ図書館を開催するなど、子どもたちが図

書館に親しみを持てるようなきっかけづくりをしています。 

 
おはなし

会 

子ども向け 

上映会 

読書感想画 

の展示 

その他行事 

・イベント 
合 計 

平成 24年度 3,422人 1,375人 3,391人 10,342人 18,530人 

平成 25年度 3,583人 1,319人 3,678人 11,913人 20,493人 

平成 26年度 3,164人 1,400人 3,522人 15,549人 23,635人 

平成 27年度 3,496人 1,669人 3,250人 9,586人 18,001人 

平成 28年度 3,602人 1,562人 3,250人 10,586人 19,000人 
 

 子どもが本と出会う機会をつくるためには、こどもワイワイ図書館や図書館まつりな

どの楽しく、親子が参加しやすい行事やイベントを充実させ、継続して実施していくこ

とが必要です。 

 

具体的な取組 

１ おはなし会の充実                      【担当課：図書館】 

図書館ボランティアと連携して、おはなし会の充実に努めます。 

２ 読書週間のイベントの充実                  【担当課：図書館】 

 こどもワイワイ図書館や関連イベントを開催するなど、全館一体となって読書週間のイベント

の充実に努めます。 

３ 図書館まつりの充実                     【担当課：図書館】 

各地域の読書関係団体や図書館ボランティアと協働して、読書の楽しさを子どもに知っても

らうために図書館まつりの充実に努めます。 

４ 子ども向け上映会の充実                   【担当課：図書館】 

子どもの読書のきっかけづくりのため、子ども向け上映会の広報推進により、参加者の拡大

を図るとともに、内容の充実に努めます。  

 

こどもワイワイ図書館 
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基本方針 １  発達段階に応じた読書活動の充実 

目標 １－② 

子どもが、本を読む習慣を身に付けています。 

目標を達成するための方策 １－②－１ 

市立図書館における読書活動の推進 

 

現状と課題 

第二次山口市立図書館サービス計画を策定（平成２４年３月）し、「次代を担う子ど

もの育成を支援する図書館」を目標の一つに掲げています。 

市立図書館の１８歳以下の登録率は、次のとおりです。 

 対象登録者 対象人口 登録率 

平成 24年度  18,260人 34,572人 52.8% 

平成 25年度 18,588人 34,478人 53.9% 

平成 26年度 19,701人 34,285人 57.5% 

平成 27年度 17,887人 34,143人 52.4% 

平成 28年度 18,041人 33,737人 53.5% 

 

市立図書館の児童書の貸出冊数は次のとおりです。 

 児童書貸出冊数 

平成 24年度  473,076 冊 

平成 25年度 466,722 冊 

平成 26年度 477,647 冊 

平成 27年度 503,230 冊 

平成 28年度 513,228 冊 

 １８歳以下の登録率は半数を超え、貸出冊数は増加傾向にあります。 

自分が読みたい本を探し、読書の楽しみを知ることができるよう、さらに児童サービ

スを充実させることが必要です。 

特別な支援が必要な子どもに対して、状況に応じた読書支援が必要です。 

具体的な取組 

１ 来館者向け児童サービスの充実                【担当課：図書館】 

・ 地域における子どもの読書活動の拠点として、読書相談、読書案内、レファレンスサービス
６、おはなし会の開催など、乳幼児から小学生まで、来館者へ直接実施する児童サービスの充

実に努めます。 

・ 毎月、児童向けの新刊案内を行い子どもの読書活動を支援します。 

２ 特別な支援を必要とする児童サービスの調査・研究       【担当課：図書館】 

特別な支援を必要とする児童に対して、どのようなニーズがあり、どのようなサービスが提供

できるのか調査・研究を進めます。 

 

                                                
６ 利用者からの様々な調査の依頼や問い合わせに対し、資料、情報を提供すること。 
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目標を達成するための方策 １－②－２ 

学校における読書活動の推進 

 

現状と課題 

幼稚園・保育園 

幼稚園教諭や保育士による絵本の読み聞かせが行われています。また、保護者と協力し

た読み聞かせや絵本の貸出を行っている幼稚園や保育園もあります。 

子どもに読書の楽しみを感じてもらうための、保護者に対する働きかけが必要です。 

小学校・中学校・高等学校 

 

全校一斉の読書活動を行っている学校は、次のとおりです。 

         （大内中・氷上分校をそれぞれ１校としています。） 

 小学校では、全校一斉の読書活動を行っていない学校も学級ごとの読み聞かせを 

行っています。 

 

 

  全学校数 実施校 実施率 

平成24年度 
小学校 34 校 34 校 100.0% 

中学校 18 校 17 校 94.4% 

平成26年度 
小学校 34 校 32 校 94.1% 

中学校 18 校 17 校 94.4% 

平成28年度 
小学校 33 校 32 校 97.0% 

中学校 18 校 17 校 94.4% 

                          （隔年調査） 

  

 

市立小・中学校の学校図書館の年間貸出冊数（児童生徒一人あたり）は、次のとおりで

す。（平成２８年度） 

 

  児童一人あたりの貸出冊数（小学校） 53 冊 

  生徒一人あたりの貸出冊数（中学校） 11 冊 

  児童生徒一人あたりの貸出冊数    32 冊 

 

小学校、中学校とも、貸出冊数が増加しています。 

 小・中学校では、読み聞かせ、一斉読書などの読書活動の定着と、読書ノートの活用に

よって、読書量が増加しています。 

 中学校の生徒一人あたりの図書の貸出冊数は増加しているものの、さらに読書活動を推

進させるための取組を進める必要があります。 

小・中・高校の各学校段階において、児童生徒の読書に親しむ環境づくりを進め、読書

習慣を身に付けていくことが求められています。 
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具体的な取組 

１ 全校一斉の読書活動の推進と読書ノートの活用       【担当課：学校教育課】 

学校の実情に応じて、引き続き全校一斉の読書時間を定めて、読書活動に取り組みます。

読書ノートの活用によって、読書量の増加に取り組みます。 

２ 読み聞かせ、ブックトーク７等の推進      【担当課：学校教育課 保育幼稚園課】 

幼稚園、保育園、学校では発達段階に応じて、読み聞かせ、ブックトーク等を推進します。 

３ 読書まつり、選書会等の開催の推進            【担当課：学校教育課】 

学校の実情に応じて、読書まつりや選書会等を開催し、子どもの読書意欲を高めるよう努め

ます。 

４ 調べ学習等における図書の活用の促進            【担当課：学校教育課】 

学校の児童生徒の実態に応じて調べ学習等における図書の活用を促進します。 

５  利用しやすく魅力ある学校図書館の運営の推進      【担当課：学校教育課 図書館】 

小・中の各学校段階において、児童生徒が主体となって利用しやすく魅力ある学校図書館

の運営を推進するとともに、高校においては市立図書館等が支援することにより魅力ある学校

図書館づくりを促進します。 

 

   

 

 

 

  

                                                
７ 本に対する興味を引き出すようなテーマを決めて、数冊の本を順序だてて紹介すること。 

ブックトーク 

小学校での読み聞かせ 
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目標を達成するための方策 １－②－３ 

家庭・地域における読書活動の推進 

 

現状と課題 

子育て講座において、子どもの読書に関するテーマを取り上げています。家庭教育講

座「子そだてマナビィ８」を継続的に開催しています。 

学校週５日制を背景とした地域における子どもの豊かな体験活動の取組として、絵本

の読み聞かせや地域交流センターの図書室開放を実施している地域があります。 

子どもの居場所づくり推進事業として、絵本の読み聞かせを取り入れている地域の団

体は、次のとおりです。(平成２８年度) 

・わくわくチャレンジ教室大殿 

・YY よしきっ子クラブ 

・嘉川地区青少年健全育成協議会（嘉川読書クラブ）  など 

子育て講座において、子どもの読書活動に関するテーマを取り上げていくことが必要

です。 

放課後児童クラブで、読書の時間を設け、読み聞かせや紙芝居を行うなど、子どもが

本に親しむ時間を組み入れることも必要です。 

 

具体的な取組 

１ 育児学級等における取組の継続             【担当課：子育て保健課】 

読書活動ボランティア団体の協力のもと、母子保健事業や、母子保健推進員が実施する育

児学級、サークルの場で子どもの読書に関するテーマを継続して取り入れます。 

２ 家庭教育講座における取組の継続             【担当課：社会教育課】 

子どもと読書についてのテーマを取り入れて、家庭教育講座「子そだてマナビィ」を継続し

て開催します。 

３ 保育園等での読み聞かせの充実             【担当課：保育幼稚園課】 

子どもが絵本に興味を持つよう、保育園等で年齢に応じた絵本等の読み聞かせや紙芝居

を計画的に実施し、内容を充実します。 

４ 体験活動に関する事業との連携         【担当課：こども未来課 社会教育課】 

放課後児童クラブや、子どもの体験活動に関する事業（子どもの居場所づくり推進事業な

ど）に、読み聞かせやおはなし会など、子どもの読書活動に関する行事を取り入れるよう働き

かけます。 

                                                
８ 家庭の教育力を回復し、基本的なしつけや子どもの自立、独立心、向上心を養っていくために開設する

家庭教育学級の講座の名称。対象は、乳幼児から思春期の子どもを持つ親。 
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基本方針 １  発達段階に応じた読書活動の充実 

目標 １－③ 

子どもが、本に親しみ、本との関わりを深めています。 

目標を達成するための方策 １－③－１ 

学校における読書指導の工夫と充実 

 

現状と課題 

小・中学校では、学校図書館の年間を通じた指導計画を作成するとともに、司書教諭、

学校図書館担当教諭、学校司書を中心に、子どもの読書指導の工夫を進めています。学

校図書館担当教諭と学校司書が集まり、研修を行っています。 

市立図書館などを活用し、読書感想画や読書感想文を発表する機会があります。 

「総合的な学習の時間」をはじめ、すべての教科等において、学校図書館の活用や読 

書活動の取り入れ方について、さらに効果的な取組を検討することが必要です。 

読書ノートのよりよい活用方法について、検討することが必要です。 

 

具体的な取組 

１ 年間指導計画の工夫と充実                【担当課：学校教育課】 

学校図書館の活用や読書活動の年間指導計画内容の工夫と充実に努めます。 

２ 司書教諭、学校図書館担当教諭、学校司書の研修会の充実 

                              【担当課：学校教育課】 

司書教諭、学校図書館担当教諭との連携を図り、学校司書の資質向上を図る研修会の充

実に努めます。 

３ 学習・情報センターとしての学校図書館の活用の促進    【担当課：学校教育課】 

必要な情報を学校図書館の本から得たり、学校図書館の本の内容からインターネット等の

他のメディアで調べる視点をもったりするなど、学習・情報センターとしての学校図書館の活用

促進を図ります。 
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基本方針 ２  読書環境の整備・充実 

目標 ２－① 

子どもが、市立図書館を活用して、本の世界に親しんでいます。 

目標を達成するための方策 ２－①－１ 

市立図書館の読書環境の整備 

 

現状と課題 

市立図書館の児童書の蔵書冊数は、次のとおりです。 

    

 

 

 

 

順調に増加しています。 

 児童書蔵書冊数 

平成 24 年度 144,794 冊 

平成 25 年度 155,616 冊 

平成 26 年度 162,771 冊 

平成 27 年度 169,019 冊 

平成 28 年度 173,245 冊 

全館で団体貸出に対応しています。中央図書館と小郡図書館では、団体貸出専用書庫

を整備し、資料の充実に努めています。 

中央図書館には、児童サービスを行う「こどもカウンター」を設置し、利用しやすい

環境を整備しています。また、検索端末は、全館で大人用、子ども用の切り替えが可能

です。 

外国語資料の整備が十分ではありません。 

市立図書館から遠距離にある地域、市立図書館への来館が困難な子どもの読書活動の

支援ができるよう、２台の移動図書館を運行しています。 

移動図書館「ぶっくん」のサービスステーションに、小学校を設定しています。二島

小学校、佐山小学校、上郷小学校、大海小学校、鋳銭司小学校、井関小学校、興進小学

校、八坂小学校、柚野木小学校、さくら小学校の１０校です。（平成２８年４月） 

移動図書館「ぶっくん」用の児童書の蔵書冊数は、１７，４５９冊です。（平成２８

年度） 

大型活字本、点字図書、デイジー図書９、ＬＬブック１０など、発達段階や障がいの程

度・状態に応じた資料の整備に努める必要があります。 

市立図書館から離れている地域の子ども、来館が困難な子どもなどに配慮して、移動

図書館「ぶっくん」の運行や地域交流センターへの配本など、市全域サービスのあり方

を見直すことが必要です。 

乳幼児から小・中・高校生を対象とする、幅広い図書資料の計画的な整備が必要です。 

施設の整備については、児童サービス、ユニバーサルデザイン１１に配慮して進める

必要があります。 

                                                
９ デイジー図書＝音声・文字・画像の同時再生が可能なデジタル録音図書のこと。再生速度や画面レイア

ウト等を利用者自身で変更することができる。 
１０ LL ブック＝平易な文章で書かれ、イラストや写真を多用した、知的障がいや自閉症、学習障がいがあ

る人等にも分かりやすく読みやすいよう配慮された本のこと。 
１１ ユニバーサルデザイン＝「すべての人のためのデザイン」を意味し、年齢や障害の有無などにかかわら

ず、最初からできるだけ多くの人が利用可能であるようにデザインすることをいう。 
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具体的な取組 

１ 児童資料の充実                       【担当課：図書館】 

絵本、紙芝居、読みものなどの親しみやすい資料をはじめ、調べ学習に対応するための資

料など児童資料を充実させます。 

２ 団体貸出用図書資料の充実                  【担当課：図書館】 

幼稚園、保育園向けの利用に対応するための絵本、紙芝居や、小中学校の調べ学習に対

応するための資料など、団体貸出用図書資料の充実に努めます。 

３ 特別な支援を必要とする子どものための図書資料の充実     【担当課：図書館】 

特別な支援を必要とする子どもに対して、大型活字本、点字図書、デイジー図書、ＬＬブ

ックなど発達段階や障がいの程度に応じた図書資料の充実に努めます。 

４ 外国語資料の整備                      【担当課：図書館】 

外国人の子ども等に対して、外国語の絵本や児童書など外国語資料の整備に努めます。 

５ 除籍図書の提供の検討                    【担当課：図書館】 

学校、幼稚園、保育園、児童館など地域の読書活動にかかわる施設・団体の図書を充実し

ていくために、除籍図書の提供を検討します。 

６ 子どものレファレンス環境の充実               【担当課：図書館】 

子どもが利用しやすいレファレンス環境の充実を図ります。 

７ 移動図書館「ぶっくん」の活用                【担当課：図書館】 

移動図書館の運行や、蔵書内容の工夫等により、児童の読書意欲の高揚に努めます。 

８ ティーンズコーナーの充実                  【担当課：図書館】 

本の配列や案内表示の工夫、また装飾などにも考慮して、中高校生向けに、ティーンズコ

ーナーの充実を図ります。 

９ 施設の整備                         【担当課：図書館】 

子どものためのスペースを確保し、ユニバーサルデザインを取り入れて、子どもが利用しや

すい環境づくりに努めます。 

 

移動図書館「ぶっくん」 
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基本方針 ２  読書環境の整備・充実 

目標 ２－② 

子どもが、学校図書館を積極的に活用し、読書活動を楽しんでいます。 

目標を達成するための方策 ２－②－１ 

学校の読書環境の整備 

 

現状と課題 

学校図書館の蔵書冊数は次のとおりです。（隔年調査） 

 

 
小学校 中学校 

全体 １校平均 全体 １校平均 

平成 24年度 277,358冊 8,158冊 161,842冊 9,520冊 

平成 26年度 295,970冊 8,705冊 178,998冊 10,529冊 

平成 28年度 301,091冊 9,123冊 176,237冊 10,366冊 
 

学校図書館図書標準（次頁参照）の達成状況は、次のとおり大幅に改善しています。

(大内中・氷上分校を合せて 1 校としています。） 
 

 
小学校 中学校 

平成28年度 平成24年度 平成28年度 平成24年度 

75%未満  0校  1校 0校 6校 

75～100%未満  3校 16校 5校 6校 

100%以上 30校 17校 12校 5校 

   計 33校 34校 17校 17校 

学校図書館は、子どもたちの豊かな心を育む読書センターとしての機能や学習活動を

サポートする学習情報センターとしての機能を有しており、子どもたちの自発的・主体

的な活動を支援しています。 

図書係や図書委員会などを組織し、学級文庫や学校図書館の運営を子どもたちが自発

的に行っている学校もあります。 

小・中学校においては、学校図書館図書標準に基づき、計画的に図書資料の整備充実

が進んでいます。 

調べ学習に対応するために、市立図書館の団体貸出を活用した図書資料をさらに充実

していくことが必要です。 

子どもの「読みたい本」をそろえるための選書会の取組が進んでいます。選書会で準

備する図書の充実のため、各校の情報共有等の取組が必要です。    

すべての学校で学校図書館にコンピュータを整備し、図書情報のデータベース化が完

了しています。さらに活用しやすい学校図書館にするための、配架や案内表示等の工夫

が必要です。 

学校図書館の運営に、児童・生徒、保護者、地域の考えを活かしていくことが必要で

す。 
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具体的な取組 

１ 学校図書館資料の充実                  【担当課：学校教育課】 

学校図書館図書標準を目途に、計画的な図書資料の充実を行います。 

２ 古くなった資料の補修と廃棄               【担当課：学校教育課】 

古くなったり傷んだりした図書の補修や廃棄を計画的に行います。 

３ 市立図書館との連携の強化                【担当課：学校教育課】 

子どもたちの調べ学習に対応するため、また、子どもたちが様々なジャンルの本と出会える

ように、団体貸出を活用するなど、市立図書館との連携を強化します。 

４ 選書方法の工夫                     【担当課：学校教育課】 

教職員や学校司書が新刊閲覧会等に参加して新刊図書や基本図書の最新の情報を得た

り、児童・生徒が読みたい本を選ぶ選書会を開催したりするなど、図書の充実のための取組を

進めます。 

５ 利用しやすく魅力ある学校図書館の環境づくりの推進    【担当課：学校教育課】 

図書情報のデータベース化を活用した図書検索や予約等の工夫、図書が見付けやすくな

るような案内表示や配架の工夫を行うなど、利用しやすく魅力ある環境づくりを推進します。 

６ 児童・生徒、保護者、地域の運営参加の促進        【担当課：学校教育課】 

学校図書館の運営に、児童・生徒、保護者、地域（コミュニティスクール）のアイディアを取り

入れ、読書環境の整備を促進します。 

 

 

〈学校図書館図書標準〉 

公立義務教育諸学校の学校図書館に整備すべき蔵書の標準として、平成５年３月に定めたもの

である。 

          

ア  小学校    イ  中学校   

学級数 蔵  書  冊  数 

1  2,400 

2  3,000 

3～ 6  3,000＋520×（学級数－ 2） 

7～12  5,080＋480×（学級数－ 6） 

13～18  7,960＋400×（学級数－12） 

19～30  10,360＋200×（学級数－18） 

31～  12,760＋120×（学級数－30） 
 

  学級数 蔵  書  冊  数       

1～ 2  4,800 

3～ 6  4,800＋640×（学級数－ 2） 

7～12  7,360＋560×（学級数－ 6） 

13～18  10,720＋480×（学級数－12） 

19～30  13,600＋320×（学級数－18） 

31～ 17,440＋160×（学級数－30） 
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基本方針 ２  読書環境の整備・充実 

目標 ２－③ 

子どもが、幼稚園教諭や保育士と一緒になって、絵本を手にとっています。 

目標を達成するための方策 ２－③－１ 

幼稚園、保育園の読書環境の整備 

 

現状と課題 

幼稚園は、市立図書館の団体貸出の絵本等を利用し、子どもの読書環境の充実に努め

ています。 

市立幼稚園は１０園あり、絵本と紙芝居が、全園合わせて１３,１８３冊あります。 

（平成２９年３月現在） 

市立保育園は１７園あり、絵本と紙芝居が、全園合わせて１７,９３３冊あり、すべ

ての園で毎日、読み聞かせを行っています。（平成２９年９月現在） 

乳幼児の目線・動線を考えた絵本コーナー作りや展示を工夫することが必要です。 

計画的な図書資料の整備を進めることが必要です。 

 

具体的な取組 

１ 絵本、紙芝居の充実                  【担当課：保育幼稚園課】 

子どもが興味をもった本をすぐ手にできるよう、絵本や紙芝居などの蔵書を充実します。 

２ 絵本に親しむ機会の拡充                 【担当課：保育幼稚園】 

幼稚園、保育園で図書室や絵本コーナーを設置し、貸出を行い、機会の拡充を図ります。 

園からのおたより等による読書情報の提供や、推薦図書リストの配布を工夫します。 

３ 幼稚園、保育園での図書室（図書コーナー）の充実 

【担当課：保育幼稚園課】 

園児数に見合った蔵書数が備わっているかを検討するとともに、傷みや内容を点検し、質

の良い絵本を多く備えるよう努めます。市立図書館の団体貸出の利用に努めます。 

保育園の絵本コーナー 
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基本方針 ２  読書環境の整備・充実 

目標 ２－④ 

子どもが、地域交流センターや児童館などを、より身近に本がある施設と

して利用しています。 

目標を達成するための方策 ２－④－１ 

地域交流センターや児童館などの読書環境の整備 

 

現状と課題 

各地域交流センターに図書室を設置し、各地域のニーズにあった図書を整備していま

す。 

児童館は４館あり、それぞれ児童図書を備えています。 

団体貸出や除籍図書の積極的な活用による、読書環境の充実が必要です。 

 

具体的な取組 

１ 地域交流センター図書室の資料の充実        【担当課：各地域交流センター】 

各地域交流センターにおいて、地域の子どものニーズや地域資源をテーマとする図書を配

置することで、子どもたちの読書習慣や地域への愛着を育む図書環境の整備に努めます。 

２ 利用したくなる地域交流センター図書室の雰囲気づくり【担当課：各地域交流センター】 

児童図書コーナー、新書の特設コーナーの設置や、仕切りを無くし、開かれた図書室の整

備により、誰もが利用したくなる図書室の雰囲気づくりに努めます。 

３ 児童館での読み聞かせの実施              【担当課：こども未来課】 

児童館で定期的に、絵本の読み聞かせに努めます。 

４ 読み聞かせボランティアの育成             【担当課：こども未来課】 

児童館における読み聞かせボランティアを育成するための研修機会の創出に努めます。 

５ 児童館図書室の整備・充実               【担当課：こども未来課】 

図書室を、より本に親しみやすい読書スペースとして整備し、読書意欲を促進するような図

書室の環境づくりに努めます。 
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基本方針 ２  読書環境の整備・充実 

目標 ２－⑤ 

子どもが、子どもと本をつなぐ大人に、読書について気軽に話し、相談し

ています。 

目標を達成するための方策 ２－⑤－１ 

子どもと本をつなぐ組織体制の充実 

 

現状と課題 

市立図書館では、図書の専門職である司書１２を配置し、子どもへの絵本の読み聞か

せなど、子どもを対象とした児童サービスを行っています。 

中央図書館では、「こどもカウンター」において、レファレンスサービスを行ってい

ます。 

市立図書館の職員は、児童サービスに関する研修に参加しています。 

司書教諭１３は、１２学級以上の２１校に２１人、１１学級以下の２９校については、

１５校に１５人配置しています。司書教諭は、学級・教科担任などと兼務しています。 

学校司書１４を、５１校に２３人配置しています。（平成２８年４月現在） 

全小中学校に配置され、２～３校を兼務しています。 

     （大内中氷上分校も含めています） 

 学校数 配置人数  

小学校 ３３校 １７人 （1 名は中学校兼務） 

中学校 １８校  ６人  
 

学校図書館において、地域のボランティアを活用している学校は、小学校２９校、中

学校６校です。（平成２８年４月現在） 

学校司書を対象として、平成２８年度に９回の研修を実施しています。そのうち４回

は、図書館の司書が講師を行っています。 

学校図書館は、司書教諭を中心に、学校全体で組織の体制づくりに取り組んでいます。 

地域ボランティアとの、より一層の連携の強化が必要です。 

子どもの読書を支援する図書館等の関係職員について、適正な配置が必要です。 

図書館職員等は、子どもの読書活動を推進する上で、児童書をはじめとする図書館資

料の選択・収集・提供・レファレンスサービスなど、子どもと本をつなぐ知識や技術の

習得が必要です。 

 

 

                                                
１２ 図書館の専門職員として、図書館法に定める司書資格を取得し、図書館の管理・運営、資料の収集・整

理・保管、閲覧・貸出・レファレンスサービスなどの専門的業務に従事する者。 
１３ 学校図書館法に規定された司書教諭の資格を持つ教諭で、学校図書館の専門的職務を担当し、学校図書

館の活用や読書指導について校内における中心的な役割を担う。 
１４ 市臨時職員で、司書または司書教諭の有資格者。市内複数の小・中学校で、図書館担当と連携し「学校

図書館の整備・充実」「子どもの読書活動の推進」に努める。業務内容は、図書館事務補助、選書、新規図

書の受け入れ、読み聞かせ、教師への資料提供・助言など。 
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具体的な取組 

１ 図書館職員の児童サービス専門能力の向上           【担当課：図書館】 

定期的に図書館職員を対象とした児童サービスに関する研修を実施するなど、児童サービ

スや資料に関しての幅広い専門能力の向上を図ります。 

２ 相談体制の充実                       【担当課：図書館】 

子どもの読書活動を支援する専門的知識や技術を持った職員の適正な配置や養成を図

り、子どもの読書に関する相談・レファレンスサービスに対応できる体制の充実を図ります。 

３ 図書館職員の研修への参加の促進               【担当課：図書館】 

図書館職員の資質を高めるため、経験年数や職能等に応じたさまざまな研修会の参加を

積極的に促進します。 

４ 読み聞かせボランティア、図書館ボランティア１５等の育成    【担当課：図書館】 

子どもの読書活動にかかわる人々に、ボランティアに関する情報提供やボランティア養成講

座など、子どもの読書活動に関するボランティア育成のための取組の充実を図ります。 

５ ブックスタートボランティアの育成              【担当課：図書館】 

ブックスタート推進事業に携わるボランティアの研修体制の充実を図ります。 

６ 司書教諭配置の充実                   【担当課：学校教育課】 

１１学級以下の学校への司書教諭の配置に努めます。司書教諭は、学校図書館の環境整

備及び子どもの読書活動推進を計画的に進めます。 

７ 学校司書配置の充実                   【担当課：学校教育課】 

全ての市立小中学校の２校に１名の学校司書を配置するよう努めます。 

学校司書は、司書教諭または学校図書館担当教諭等と連携・協力し、学校図書館の環境

整備及び子どもの読書活動を充実します。 

８ 地域のボランティアとの連携の強化       【担当課：社会教育課 学校教育課】 

地域のボランティアと学校図書館との連携強化を図ります。 

９ 放課後児童クラブ支援員・補助員のための読み聞かせ講座の開催 

【担当課：こども未来課】 

放課後児童クラブ支援員・補助員に対する読み聞かせ講座を開催するために、市立図書

館と連携し、団体貸出や各クラブでの取組状況などの情報交換を進めます。 

10 幼稚園教諭、保育士の技術の向上                   【担当課：保育幼稚園課】 

幼稚園教諭や保育士が読書活動の推進のため、研修を充実し技術の習得や向上を図りま

す。 

 

                                                
１５ 市民が、自由意志に基づき、自身の生涯学習の一環として、図書館の利用者に対する援助のため、その

知識・技術を無償で提供する。図書館職員の技術指導を受けた後、その活動を行う。市立図書館において、

その業務やサービスに関する範囲で活動を行う。 
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基本方針 ３  広報と啓発活動の推進 

目標 ３－① 

子どもが、読書に関する様々な情報を活用しています。 

目標を達成するための方策 ３－①－１ 

本選びのための有益で豊富な情報提供の充実 

 

現状と課題 

子ども向けブックリストの作成が充分に行われていません。 

新刊本案内として「ティーンズのココロ通信」を月１回発行し、中学校、高等学校に

配布しています。 

新刊図書案内や移動図書館の運行日、ブックスタート体験会の日程などをホームページに

掲載し、利用者の利便性の向上を図っています。 

図書館だよりや地域交流センターだよりにおいて、新刊図書の紹介を掲載していま

す。 

各学校では、工夫を凝らした図書館だよりを作成し、図書の紹介をしています。 

子どもたちのニーズに応じた的確な図書情報の提供が必要です。 

 

具体的な取組 

１ ブックリストの作成                     【担当課：図書館】 

テーマ別や発達段階に応じたブックリストの作成に努めます。 

２ 図書だよりの充実                      【担当課：図書館】 

新刊図書、推薦図書等を紹介する子ども向け広報紙としての図書館だよりの内容を充実

し、効果的な配布を行うとともに、館内に配置します。 

中学生、高校生向けに毎月 1回発行している「ティーンズのココロ通信」の充実を図ります。 

３ ホームページの充実                                     【担当課：図書館】 

ホームページを活用した図書館情報の提供の充実に努めます。 

４ 特別な支援を必要とする子どものためのブックリストの作成   【担当課：図書館】 

ＬＬブック、点字図書、デイジー図書、布絵本をはじめ、障がいの状態に応じた図書資料の

リストを作成し、関係施設等に配布します。 

５ 地域交流センターだよりを活用した図書情報の提供  【担当課：各地域交流センター】 

新刊図書案内や移動図書館「ぶっくん」の運行日、ブックスタート体験会の日程など、図書

情報を各地域の地域交流センターだよりに掲載することで、地域の図書情報の充実に努めま

す。また、体系的な情報の提供に努めます。 
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目標を達成するための方策 ３－①－２ 

気軽に立ち寄るための図書施設の情報提供の充実 

 

現状と課題 

図書館の場所や利用の方法についての情報を読書ノートに掲載するなどして図書館

の周知をしました。 

小・中学校を通じた利用登録を行いました。今後は、図書館職員が学校に出向いて施

設利用の方法等を周知するなどのより効果的な方法を検討する必要があります。 

子どもの読書活動を推進する施設がどこにあるのかを周知する必要があります。 

どのような本を読ませたらよいのかを相談する窓口の情報提供が必要です。 

具体的な取組 

１ 市立図書館の施設紹介                    【担当課：図書館】 

市立図書館の活用を促すため、学校の要望に応じて、図書館の利用方法や基本図書の使

い方を学ぶ図書館活用オリエンテーション（図書館利用講座）を実施するとともに、各地のイ

ベントに移動図書館で参加し市立図書館の広報に努めます。 

２ 図書館見学会の充実                       【担当課：図書館】 

地域の図書館をより身近な施設として親しみをもって利用されるよう、図書館職員のガイドに

よる市立図書館の館内見学会の充実を図ります。 

３ 子ども向け図書館利用案内の作成                【担当課：図書館】 

子どもの自発的な図書館の利用を促し、利用方法を周知するため、楽しく親しみやすい図

書館施設の利用案内を作成します。 

 

目標を達成するための方策 ３－①－３ 

家庭からもアクセスできるインターネットの活用 

 

現状と課題 

子どもが利用しやすいホームページの構築が必要です。 

推薦児童図書およびイベント広報等の情報提供が不十分なので、より多くの情報が提

供できる環境整備が必要です。 

具体的な取組 

１ 子どもにより使いやすい検索予約機能の充実          【担当課：図書館】 

検索予約画面のレイアウト等を変更し、子どもがより利用しやすくなるように、検索予約シス

テム機能を充実します。 

２ 図書館からの情報提供の充実                 【担当課：図書館】 

新刊図書や推薦図書、行事などについて、インターネット上での情報提供を充実します。 
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基本方針 ３  広報と啓発活動の推進 

目標 ３－② 

子どもが、自ら読書の楽しさ、大切さに気づいています。 

目標を達成するための方策 ３－②－１ 

「子ども読書の日１６」「子ども読書週間１７」などの取組 

 

現状と課題 

市立図書館では、小学生の図書館見学・中学生の職場体験・高校生のインターンシッ

プを受け入れています。 

 職場体験 インターンシップ 合計 

平成 24 年度 44 人 6 人    50 人 

平成 25 年度 41 人 12 人    53 人 

平成 26 年度 36 人 6 人    42 人 

平成 27 年度 49 人 5 人    54 人 

平成 28 年度 29 人 5 人    34 人 
 

市内の保育園、幼稚園、小学校から読書感想画を募集し、全作品（平成２８年度３，

２５０点）の展示を各図書館で行い、啓発活動に結びつけています。 

ポスター掲示コーナーを常設し、読書活動の推進に関するポスターを掲示していま

す。 

絵本作家等の講演会を開催しています。 

「子ども読書の日」に関する取組として、こどもワイワイ図書館やおはなし会などの

イベントや行事を開催しています。 

子どもが積極的に読書活動を行う意欲を高めるために、行事の内容を充実していくこ

とが必要です。 

 

具体的な取組 

１ 図書館見学・職場体験・インターンシップの受け入れの推進   【担当課：図書館】 

図書館見学、職場体験、インターンシップの受け入れを進め、読書の楽しさや、図書館の

必要性を認識し、図書館を利用するきっかけづくりを支援します。 

２ 読書後の発表する場の提供                      【担当課：図書館】 

子ども読書週間に合わせて、市内の保育園、幼稚園、小学校から読書感想画の募集・展示

などを行います。 

読書ノートを掲示して、読んだことを発表できる機会を提供します。 

３ 講演会等の開催                       【担当課：図書館】 

児童文学や絵本等に関する関心を高めるため、児童文学作家や、絵本作家等による講演

会やワークショップを開催し、子ども読書活動推進の環境づくりに努めます。 

                                                
１６ 4 月 23 日。「子どもの読書活動の推進に関する法律」で定められ、国および地方公共団体に対し、子ど

も読書の日にふさわしい事業を実施するよう求めています。 
１７ 4 月 23 日から 5 月 12 日までの３週間。子どもの読書の重要性を訴え国民の関心を高めるため、読書

推進運動協議会の主催で全国的に関連行事が行われます。 
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目標を達成するための方策 ３－②－２ 

保護者の意識の高揚 

 

現状と課題 

親子で読書の大切さや楽しさを知り、体験できる機会や場所の情報提供が必要です。 

乳幼児期からの読み聞かせを含めた読書の重要性について、保護者の意識を高めるた

めの支援が必要です。 

 

具体的な取組 

１ 図書館だより等の活用                  【担当課：学校教育課】 

家庭と学校をつなぐ図書館だより等により、学校での読書活動の様子を的確に家庭に伝え

ます。「家庭読書の日」を中心に、図書館だよりで親子での読書活動の啓発を行います。 

２ 図書通信等の活用                                        【担当課：図書館】 

家庭でも本を話題にして、読み聞かせを推奨するため、図書通信等の活用に努めます。 

３ 啓発活動の推進                       【担当課：図書館】 

子ども読書週間用に作成される子どもの読書活動に関するポスターとリーフレットを効果的

な方法で配布し、啓発に努めます。 
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基本方針 ４  地域全体での取組の推進 

目標 ４－① 

子どもが、地域ぐるみの支援で、日常的に読書を楽しんでいます。 

目標を達成するための方策 ４－①－１ 

子ども読書活動関係団体の活動への支援 

 

現状と課題 

図書館まつりの運営には、読書活動関係団体が連携して取り組んでいます。 

自主的に学習会等を行いながら保育園、幼稚園、小学校等で読み聞かせを実施するな

ど、子ども読書活動の推進をしているボランティア団体が、市内各地で活動しています。 

(平成２８年度) 

・ぶどうの木 ― 山口市子ども読書ネットワーク ― 

・小郡図書館友の会「鉢の子」 

・おはなし玉手箱（秋穂） 

・おはなしキラキラ（阿知須） 

・おいしいおかゆの会（徳地） 

・徳佐子ども文庫（阿東）   

・こどもと本ジョイントネット２１・山口 

など 

読書活動関係団体が利用している市立図書館の施設は、次のとおりです。 

・中央図書館（録音室、おはなしのへや） 

・小郡図書館（会議室、多目的室、おはなしのへや） 

・秋穂図書館（多目的室、おはなしのへや） 

・阿知須図書館（多目的ルーム、おはなしコーナー） 

・徳地図書館（視聴覚室） 

・阿東図書館（おはなしのへや） 

子どもが本と出会う機会を増やし、地域ぐるみの読書活動を推進していくためには、

関係機関の連携強化が必要です。 

具体的な読み聞かせの方法、本の選び方などの情報交換を行うことが必要です。 

関係機関相互の情報交換の場をつくることが必要です。 

子どもの読書活動に関わる団体に対して、活動の場や学習の機会を提供していくこと

が求められています。 
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具体的な取組 

１ 広報活動の支援                       【担当課：図書館】 

地域の読書活動団体の広報紙を図書館で配布するなど、広報活動を支援します。 

２ 除籍図書の提供の推進                              【担当課：図書館】 

学校、幼稚園、保育園、児童館など地域の読書活動にかかわる施設・団体の図書を充実し

ていくために、除籍図書の提供を推進します。 

３ 行事イベントへの取組の促進                 【担当課：図書館】 

こどもワイワイ図書館、図書館まつり、おはなし会等、地域のボランティア団体との協働によ

る事業の取組を促進します。 

４ 情報交換の促進                       【担当課：図書館】 

読書活動関係団体間の幅広い情報交換を促進します。 

５ 活動支援情報の提供                     【担当課：図書館】 

子ども読書活動関係団体の活動状況を把握し、団体活動助成制度など、活動支援のため

の情報を広く提供します。 

６ 活動の場の提供                       【担当課：図書館】 

子どもの読書活動にかかる事業を行う団体に対して、図書館付帯施設（会議室、視聴覚室

等）を活動の場として提供します。 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図書館まつり 
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目標を達成するための方策 ４－①－２ 

市立図書館による学校等への支援 

 

現状と課題 

団体貸出の利用状況は、次のとおりです。 
 

 団体数 貸出冊数 

平成 24 年度 1,121 団体 46,762 冊 

平成 25 年度 979 団体 47,518 冊 

平成 26 年度 1,050 団体 50,427 冊 

平成 27 年度 983 団体 49,814 冊 

平成 28 年度 1,007 団体 49,133 冊 

団体貸出配送サービスの貸出冊数は次のとおりです。（1 ヶ月） 
 

幼稚園 25 冊 

小学校 100 冊 

中学校 50 冊 

幼稚園への配送サービスを行っています。 

学校図書館の充実を目標に学校図書館支援サービスを実施し、全小中学校へ図書を配

送しています。また、モデル校に専任の学校司書を配置し、市立図書館で配送など様々

な業務を経験することにより学校との連携強化を図っています。 

配送サービスの対象は中学校が１７校、小学校が３３校、幼稚園は２２園です。（平

成２８年度） 

ブックトークの依頼が増加しています。 

毎月（８月を除く）「本はともだち」を発行しています。 

市立図書館は、学校図書館や関係団体から、読み聞かせ方法や本の補修などの技術支

援が求められています。 

市立図書館は、地域における子ども読書活動の推進の拠点として、関係団体への支援

を行う必要があります。 
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具体的な取組 

１ 学校図書館支援サービスの充実                【担当課：図書館】 

・学習活動に必要な図書資料を、速やかに資料提供ができるような体制づくりに努めます。 

・学校司書研修会等を通じて、新刊図書案内や図書の補修、ブックトーク、レファレンスなどの

読書活動に関する技術支援の強化を図ります。 

・学校図書館の相談に応じるため図書館司書が定期的に学校を訪問するなどの体制を整え

ます。 

・学校図書館ボランティアの活動が活発になるように学校図書館を支援をします。 

２ 団体貸出１８の充実と利用促進                 【担当課：図書館】 

学校図書館をはじめ、関係団体等への団体貸出を充実します。また、団体貸出の利用団

体が増えるよう、広報活動を推進します。 

①保育園、幼稚園、小学校、中学校への団体貸出 

②地域交流センター、放課後児童クラブ、子育て支援サークルへの団体貸出 

３ 児童館、地域交流センター等の施設への支援          【担当課：図書館】 

児童館や地域交流センター等の施設に対する、児童サービス向上にむけた支援を充実さ

せます。 

 

                                                
１８ 図書館が、学校、幼稚園、保育園、地域や職場等の団体・グループに、図書館資料をまとめて貸し出す

こと、またその方法。 

団体貸出用書庫 

学校への配本作業 
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目標を達成するための方策 ４－①－３ 

人材育成の促進 

 

現状と課題 

子ども読書活動の推進には子どもの本の知識、読書指導に関する知識や技術を持った

人材が必要不可欠であり、研修等によって資質の向上が見られますが、十分とはいえま

せん。 

学校図書館支援サービス事業により、市立図書館と学校図書館との連携が生まれ、お

互いの取組を把握できるようになりましたが、幼稚園や保育園との情報交換は十分では

ありません。 

山口県子ども読書支援センターとの情報共有等の連携が進んでいます。 

子ども読書活動の推進のためには、子どもの本の知識、読書指導に関する知識や技術

を備えた人材の育成が必要です。 

市立図書館と学校図書館との連携は引き続き強化するとともに、幼稚園、保育園との

連携については、情報交換の場を計画的に設ける必要があります。 

最新の動向に対応するためにも、山口県子ども読書支援センターとの連携をさらに強

化する必要があります。 

 

具体的な取組 

１ 人材育成と職員資質の向上                  【担当課：図書館】 

県立山口図書館等が開催する研修に積極的に参加し、人材育成と職員資質の向上を図り

ます。 

２ ボランティア育成                      【担当課：図書館】 

ボランティア育成のための講座の開催や情報の提供に努めます。 

３ 情報交換の推進                  【担当課：図書館 学校教育課】 

学校司書、司書教諭（図書館担当教諭）と市立図書館職員の研修会や連絡会を充実する

とともに、幼稚園、保育園との相互の情報交換に努めます。 

４ 山口県子ども読書支援センターとの連携強化          【担当課：図書館】 

山口県子ども読書支援センターと情報交換等を行い、連携強化を図ります。 

 

ボランティア研修 
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目標を達成するための方策 ４－①－４ 

推進のための組織づくり 

 

現状と課題 

市立図書館、学校、幼稚園、保育園、地域交流センター、児童館等において子どもの

読書活動を推進する事業を実施していますが、これら関連施設間において情報の交換や

相互協力などは十分とはいえません。 

庁内においては、総合的に子どもの読書活動を推進する体制が整備されており、関係

各課の連携強化が必要です。 

 

具体的な取組 

１ 市立図書館と各機関における連絡調整の推進          【担当課：図書館】 

学校、幼稚園、保育園、地域交流センター、児童館等各機関における取組事例の紹介や

情報交換を充実するため、各機関との連絡調整に努めます。 

２ 推進体制の充実   

【担当課：こども未来課 保育幼稚園課 子育て保健課 学校教育課 社会教育課 各地域交流センター 図書館】 

計画を効果的に推進するため、庁内組織の連絡会を通じて連携を強化します。 

 

   

 


