
「第 3次京都市子ども読書活動推進計画（仮称）」 
（素案）への市民意見募集について 

平成２５年１２月 

京都市教育委員会 

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，創造力を豊かなものにし，人生を深く生きる力

を身に付けていく上で欠くことのできないもの」です。

京都市では，家庭・地域・学校等が連携して，子どもの読書

活動を推進するため，平成１６年に「京都市子ども読書活動推

進計画」を，更に平成２１年４月に「新・京都市子ども読書活

動推進計画」（第 2次計画）を策定し，子どもたちに読書の楽
しさや素晴らしさを伝える取組や読書環境の整備を図ってま

いりました。

第 2次計画期間が平成２５年度末で終了を迎えるにあたり，
学識経験者，読書活動推進団体，市民公募委員等が参画する「第

3次京都市子ども読書活動推進計画策定会議」を本年 6月にた
ち上げ，小・中学生とその保護者を対象に実施したアンケート

調査，中学生に対する読書に関する聞き取り調査，京都市青少

年モニター制度によるワークショップでの意見等を参考に，

「第 3次京都市子ども読書活動推進計画（仮称）」の策定に向け，
議論を進めているところです。

そこで，市民の皆様から，現時点での計画素案について，ご

意見を募集します。皆様からいただきましたご意見を踏まえ，

「計画策定会議」において検討し，平成２６年３月までに計画

をまとめる予定です。

Ｐ２の「目標」及び「基本方針」，Ｐ３～８の「子どもの読書活動推進の 

ための方策」，その他子どもの読書活動について，ご意見等をお願いします。

（応募方法は裏面に掲載しております。） 



【お問合せ・送付先】  

京都市教育委員会 生涯学習部 家庭地域教育支援担当 

〒６０４－８０６４  

京都市中京区富小路通六角下ル骨屋之町５４９（元生祥小学校内） 

電話：０７５－２５１－０４５６   ＦＡＸ：０７５－２５１－１０１３ 

電子メール kateichiiki@edu.city.kyoto.jp

ＨＰ：http://www.city.kyoto.lg.jp/templates/pubcomment/kyoiku/0000159466.html 

【ご意見欄】 

【年代】     歳代 【性別】男・女 （○をつけてください）

【住所】（行政区名）      区，（市外在住の方は市町村名）

「第3次京都市子ども読書活動推進計画（仮称）」（素案）についてのご意見は，以下

の【ご意見欄】に記入のうえ郵送，ＦＡＸ，または電子メールのいずれかでお送りくだ

さい。 

 また，ご意見をまとめる際の参考にしますので，差し支えなければ，年代，性別，お

住まいの行政区をご記入ください（匿名でも結構です）。 

 お寄せいただきましたご意見のとりまとめの結果等につきましては，個人情報に係る

部分を除き，京都市教育委員会生涯学習部家庭地域教育支援担当のホームページにおい

て掲載を予定しております。（ご意見に対する個別の回答はいたしません。）

【募集期間】 平成２６年１月２０日（月）まで（必着でお願いします）
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第１章 第 3次計画の目標等

１ 第 3 次計画の目標 
  第 2 次計画の取組の成果と課題を踏まえ，先人たちによって脈々と受け継がれてきた“地域
ぐるみ”の子育てのまちとして，家庭，地域及び学校等が読書関係機関や民間団体等と連携し
て社会全体での子ども読書活動の推進に一層取り組むとともに，「歴史都市」「文化芸術都市」
「大学のまち」等，京都の強みを生かし，子どもの読書環境を整備・充実させ，次に掲げる目
標の実現を目指します。

～家庭・地域・学校等の連携と社会全体での取組による～ 

本との楽しい出会いの創出 

  と 

心豊かに生きるための読書習慣の定着 

２ 第 3次計画の基本方針 
子どもの“本との楽しい出会いの創出と心豊かに生きるための読書習慣の定着”に向け，家

庭，地域，学校等がそれぞれの役割を果たし，子どもが初めて本と出会う乳幼児期や，文字を
習い自らが本を読み，楽しみを味わい始める時期，読書離れが懸念される年代など，子どもの
発達の段階に応じて，基本方針に掲げるそれぞれの項目に沿った取組を展開します。

本を身近に感じられる環境整備や，読み聞かせや子どもに読書の楽しさを伝
える人材の育成等を通して，子どもを取り巻く読書環境の一層の充実を目指し
ます。

       子どもが読書の楽しさと大切さを実感できるよう，本との出会いの機会の充
実を図ります。

感性を磨き，表現力を高めるためにも，子ども同士で本を紹介するなど，子
      どもたちによる共有・共感し合える読書活動を推進します。

京都の良さを知り，次代に継承していくためにも，歴史と伝統，文化に親し
む読書活動の推進を図ります。

生涯にわたる学びにつながる読書習慣を子ども時代に身につけ，定着させる
ことを目指します。

３ 計画期間    平成２６年度から平成３０年度までの５年間

生涯にわたる学びにつながる読書の習慣付け 

子どもを取り巻く読書環境の一層の充実 

本の楽しさと大切さを伝えるための機会づくり 

子どもたちによる，共有・共感し合える読書活動の推進 

京都の魅力や歴史，伝統文化などに親しむ読書活動の推進
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第２章 子どもの読書活動推進のための方策 

１ 家庭における子どもの読書活動の推進 

   ○子どもが読書習慣を確立するには，特に，乳幼児期における家庭の役割が大きく，保護

者の理解と積極的で継続的な関わりが必要。

○現在，保健センターでの 8 ヶ月児健康診査時に読み聞かせを行う「絵本ふれあい事業」
を始めとして，こどもみらい館など様々な施設での子育て支援の一環で実施される催し

などを通じて，読み聞かせや読書の大切さ，意義について保護者に周知してきたことで，

家庭内での取組が広がりを見せている。

○一方で，本を読む保護者が微減傾向にあり，子どもと本を話題にする保護者が増えてい

ない傾向がある。

○大人も本を読む習慣を身に付け，保護者自身が読書に親しむ姿を子どもに見せたり，子

どもの発達の段階に応じて，読み聞かせや読書に関する話し合いをするなど，読書が生

活の中に息づき，自然な形で子どもが本とふれあう環境づくりにつながるよう，保護者

への啓発をすすめていく。

★今後，充実させていく主な事業（案）

※1 0歳児から本人名義の図書館のカード作成が可能であり，大人と子どもそれぞれのカードで本を借りることができる。

○妊娠期も含めた保護者に，絵本・児童書の読み聞かせの重要性を知らせる各種取組の

充実 

○家庭向けに読書の大切さを伝える啓発の充実

○親子そろって京都市図書館カードをつくる※
１
ことを呼びかけ，図書館から多くの本を

借りることで，家庭に本が豊富にあり，親子が自然に読書をする家庭環境づくりの推

進
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２ 地域における子どもの読書活動の推進 

○地域における子どもの読書活動の推進に関しては，本との出会いや読書の楽しみを知る

場である図書館の役割が重要。

○京都市図書館の親子利用を促すために，利用しやすい図書館，親しみやすい図書館，読

書に関する相談がしやすい図書館を目指す。

○子どもに読書の楽しさを伝えたり，子どもが図書館に足を運ぶようなイベントの企画，

おすすめ本の紹介，読書環境の整っていない子どもが本とふれあうための取組の支援を

進めていく。

   ○児童館や子ども文庫，ボランティアグループ，ＰＴＡサークル，書店等との連携・協力

を進めるなかで各施設（児童館，子ども文庫，学校・園）等における選書のアドバイス

等を行う。

○子どもの読書活動を推進する上で大切な，学校・園との連携を強化し，読書活動及び学

習活動の支援につながる学校団体貸出しや出張ブックトークの利用を促すとともに，学

校図書館運営支援員※
２
の資質向上や活動の支援を推進するなどにより，子どもの読書活

動推進につなげる。

★今後，充実させていく主な事業（案）

※2 子どもたちや教員が利活用できる魅力ある学校図書館づくりを行うため，蔵書整理，図書の補修，学校図書館の飾り付け， 

配架の見直し，日常の貸出し業務や教員が必要とする資料の準備・収集を行う。 

（平成 25年度配置校 182 校（小・中・総合支援学校 248 校のうち）） 

※3 発表者がおすすめの本を持ち合い，設定時間内（1人 3～5分程度）で本を紹介し，質疑応答（3分程度）の後，どの
本を一番読みたくなったかを参加者の多数決で決定する。

※4 京都市図書館が公共施設や公共機関，公益を目的とした地域団体に対して図書を貸し出す制度

○図書館の「読書や本についていつでも相談することができる」レファレンス機能の周

知 

○読書のきっかけづくりの一つであるビブリオバトル※
３
（書評合戦）の紹介や図書館で

の開催等，読書の楽しさを伝えるイベント等の充実 

○子ども会などの地域団体等の実施する読書に関するイベント等に気軽に図書館の本

を活用してもらうための協力貸出制度
※４
の実施

○学校・園のニーズに合った学校団体貸出し制度の運用や制度の周知，読み聞かせやブ

ックトーク等の図書館職員による出前講座等，図書館と学校・園との取組の連携拡大 
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３ 学校及び幼稚園・保育所における子どもの読書活動の推進 

○子どもが読書習慣を確立するには，身近な存在である学校等において，子どもの発達の

段階に応じ，子どもが読書の楽しさを知り，読書の幅を広げるような取組，本を身近に

感じられるような環境整備，機会の創出が重要。

   ○幼稚園・保育所においては，子どもの興味が膨らむよう工夫を凝らした読み聞かせなど

が行われるとともに，子どもがよりたくさんの絵本と出会えるように，週末の絵本の貸

出しや「一緒に絵本を読もうデー」※
５
の推進など，各施設で様々な取組が実施されてい

る。

○今後も保護者に対して読み聞かせの意義を広く伝えるとともに，子どもが，絵本などに

親しむための活動の一層の充実が求められている。

   ○小・中学校においては，読書指導・朝読書・選書会，「めざせ 100冊！読書マラソン」等
の取組により，全体として不読率※

６
が低下し，読書量が増加するとともに，本を読むこ

とが大切だと思う子どもが増加する一方で，依然として学年が上がるに伴い不読率が増

加する傾向がある。

   ○教職員と学校図書館運営支援員が連携し，学校図書館の利用指導の充実と開館時間のさ

らなる拡大を図るとともに，教科等の学習において，学校図書館の利活用を推進する。

○京都市が推進する小中一貫教育のメリットを生かし，中学生による小学生や幼稚園児等

への読み聞かせを行うほか，推薦図書の掲示やいくつかの中学校で試行的に実施してい

るビブリオバトル（書評合戦）等の取組は，読解力，表現力，コミュニケーション力を

高めることが期待されるものであり，子どもが楽しみながら，読書の幅を広げるような

取組を展開していく。

★今後，充実させていく主な事業（案）

※5 京都市立幼稚園ＰＴＡ連絡協議会の取組として，毎月 16日を「一緒に絵本を読もうデー」と設定し，テレビやゲームを消
して親子で絵本を読む時間を持つことを推進している。

※6 １ヵ月に１冊も本を読まなかった人の割合（平成 20年度 9.2％→平成 25年度 7.9％（小学校 4年生から中学校 3年生まで
を対象に実施した平成 25年「読書活動についての子ども・保護者アンケート」（京都市教育委員会））

○子どもの発達の段階に応じた，子どもが読書の楽しさを知り，読書の幅を広げるよう

な取組の実施 

○幼・小・総合支援学校園児・児童向けの「読書ノート」の改訂及び中学生版の「読書

ノート」作成の検討 

○「読書ノート」を活用した，「読書マラソン」運動の充実・推進 

○学校図書館の利用指導の充実，図書を活用した学習の充実 

○学校図書館運営支援員の資質向上のため，京都市図書館と連携した研修の充実 

○子ども同士で本を紹介するなど，子どもたちによる共有・共感し合える読書活動の充

実 
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４ 学校図書館の整備・充実 

○子どもの身近な読書活動の場である学校図書館は，豊かな心を育む読書活動や読書の

楽しさを伝える場である「読書センター」，自発的・主体的な学習活動を支援する「学

習・情報センター」であり，自由な読書の場である「心の居場所」でもある。 

○子どもの豊かな読書経験の機会をつくるとともに，様々な学習活動を支援するため，

学校図書館資料の整備・充実を図る必要がある。 

○教職員と学校図書館運営支援員が連携し，より親しまれ，機能を高めるために，配架

の見直しを行う学校図書館大改造を実施するとともに，木の温もりを感じられる備品

整備等を行い，学校図書館環境の充実を図る。 

○京都市図書館との連携により，学校図書館運営支援員の資質向上を図ることで魅力的

な学校図書館づくりを推進する。 

  ○学習・情報センターとしての機能が高まるよう，教科関連の図書の充実や，京都の文

化を継承し，京都の良さ，魅力を次代へ継承していくための学びに向け，地域及び京

都に関する本の整備・充実に努める。 

  ○障害のある子どもの読書活動を推進していくため，総合支援学校等においては，障害

の状態に応じた環境を整えることが必要であり，総合支援学校等においては，障害の

ある子ども一人一人の特性に応じた読書環境の充実を図るため，ＩＣＴ機器などの整

備・充実に努める。 

★今後，充実させていく主な事業（案）

※7 学校図書館の蔵書を一つずつ点検し，日本十進分類法に基づく図書の配架や書架の移動など大がかりなレイアウト変更を 

行う取組（平成 24年度末における実施済校 115 校（小・中学校 243校のうち）） 

○学校図書館運営支援員の配置拡大及び資質向上，学校の司書教諭の活動支援 

  【目標：必要な全ての小・中・総合支援学校への学校図書館運営支援員の配置】 

○学校図書館大改造※
７
の実施  

  【目標：学校図書館大改造の全小中学校での実施】 

○木の温もりの中でくつろいで読書を楽しめるよう，「みやこ杣
そま

木
ぎ

」（京都市地域産材）

を使用した閲覧机・閲覧椅子・書架等備品整備 

○京都市図書館との連携による学校図書館の充実 

 ・京都市図書館所蔵の図書の学校図書館への利用 

 ・京都市図書館司書等の学校派遣 

○総合支援学校等にタブレット端末などタッチパネル等を活用して読書できるＩＣＴ

機器を整備するなど，障害のある子ども一人一人の特性に応じた読書環境の整備・充

実 
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５ 京都市図書館の整備・充実 

○京都市図書館は市内 20の図書館と移動図書館「こじか号」をコンピューターネットワー
ク「京

みやこ

ライブラリーネット」で結び，様々な利用者サービスを提供している。

○今後も，来館経験のない親子に足を運んでもらえる魅力ある施設を目指し，館内の環境

整備を進める。

   ○休館日や開館時間のあり方についても検討し，利便性の向上を図るとともに，子ども文

庫等の読書団体や図書館ボランティア等の市民の協力を得ながら，幼稚園や小中学校等

とも連携し，ブックトークや読み聞かせ等の子どもと本をつなぐさまざまなイベントを

開催し，図書館の利用機会のない子どもの来館を積極的に促す取組を実施する。

○障害のある子どもの読書環境充実に向けた音声・視聴覚資料，大活字本，点字図書等の

一層の拡充を図る。

★今後，充実させていく主な事業（案）

６ 関係機関の連携・推進体制の整備・充実 

○本市では，民間の子ども文庫や，読み聞かせ等の読書活動団体が数多く活動し，各種団体

   との連携・協力体制の下，子どもの読書活動推進に関する様々な取組を進めている。

  ○今後，読書の大切さや楽しさを伝え，生活の一部になるよう，さらに社会全体での取組を

   展開するため，読書活動の推進を目的としたネットワークの輪を広げていく。

○京都市図書館と学校図書館との一層の連携・協力体制の確立を図り，子どもの読書活動の

推進体制を充実する。

★今後，充実させていく主な事業（案）

○児童書コーナーを充実し，小さな子どもと一緒に気兼ねなく過ごすことができる空間

の整備

○中高生のニーズをとらえた魅力ある図書の収集とティーンズコーナーの設置・充実，

中高生が利用しやすい雰囲気づくり

○京都の魅力や歴史，伝統文化等を子どもたちに伝える郷土コーナーの充実

○京都市図書館と学校図書館関係機関による連絡会議の開催や情報交流の促進
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７ 家庭読書を推進するための啓発・広報 

○家庭読書を推進するためには，社会全体の取組として，子どもの読書活動への理解と関心

   を高めることが重要。

○保護者の読書量が多いほど，また保護者の読み聞かせ経験があるほど，子どもの読書量が

多いことからも，保護者自身が具体的に行動を起こせるように，啓発・広報を積極的に行

う必要がある。

  ○「ノーテレビ・ノーゲームデー」，「一緒に絵本を読もうデー」，「家族コミュニケーション

の日」
※８
の取組などを通じて，家庭における読書時間の設定や小さい頃からの読み聞かせ，

家庭で本を話題にして話すことの大切さ等について，様々な機会をとらえ啓発し，子ども

の読書に関する保護者の意識向上に努める。

★今後，充実させていく主な事業（案）

８ 優れた取組の奨励 

○子どもの読書活動推進のために優れた実践を行っている団体や個人の表彰を実施してきた。

  ○今後は，表彰された団体及び個人の活動内容を広く紹介し，子どもの読書活動を推進して

いく活動の輪が一層広がるように努める。

★今後，充実させていく主な事業（案）

※8 京都市ＰＴＡ各校種ごとの取組として，毎月 16日を「ノーテレビ・ノーゲームデー」，「一緒に絵本を読もうデー」，「家族 

コミュニケーションの日」と設定し，テレビやゲームを消して，親子で本を読んだり，家族でコミュニケーションをはか 

る時間を持つことを推進している。

○家庭向けに読書の大切さを伝える啓発資料の充実

○「家庭読書」実践事例の紹介

○京都市子ども読書活動優秀実践団体（者）表彰等の受賞団体（者）の取組の紹介
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＜参考＞ 

第 2次計画の主な取組の成果と課題

１ 家庭・地域・学校等の連携による社会全体での取組の推進 

（１） 家庭における子どもの読書活動の推進 

＜取組＞ 

＜成果＞ 

・8 か月児健康診査において，読み聞かせをすることで本との出会いの機会を提供し，また，
子育て支援の取組の中でさまざまな施設において読み聞かせ等を行い，読書の重要性を伝え
るとともに，子どもの発達の段階に応じて本の楽しさを伝えています。
・読み聞かせの大切さが保護者に広く理解され，多くの家庭において早くから読み聞かせが行
われています。               

＜課題＞
・ほとんどの保護者が子どもにとって読書が大切だと思い，子どもの読書に関心を持っていま
す。一方で，子どもにとって読書が大切だとは思わない保護者もおり，また，子どもと本を
話題にする保護者も増えていない状況もふまえ，保護者の意識を高めるような啓発活動の継
続が必要です。 
・子どもの発達の段階に応じ，読み聞かせや語り合いなど，家庭で子どもと共に読書を楽しむ
環境をつくっていく必要があります。 

○親子で読書が好きになる，絵本・児童

書への関心が高まるキャンペーン的

取組の実施

○妊娠期も含めた保護者に，絵本・児童

書の読み聞かせの重要性を知らせる

各種取組の充実      他

○絵本ふれあい事業（８ヶ月児健康診査での 
読み聞かせとおすすめの絵本の紹介）の 
実施 
 実績：10,996 名参加（24 年度） 
○こどもみらい館，図書館，保育所，児童館
等での読み聞かせやブックトークの実施 
実績：こどもみらい館おはなし会参加者数 

9,080 名参加（24 年度） 
○市立幼稚園における読書ノートの配布 
○公営保育所における「絵本だより」の発行 

図表１ 子どもにはじめて本を読んであげたのは，あなたのお子さんが何才くらいの時ですか。

◆＜読み聞かせを 0～1歳から始めた保護者が増加＞

図表２ あなたが子どもに本を読んであげていたのはいつ頃までですか。

◆＜約 7割の家庭が，小学校入学までで読み聞かせを終えている＞
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（２）地域における子どもの読書活動の推進 

＜取組＞ 

＜成果＞

・京都市図書館ではボランティアとの連携のもと，お楽しみ会等のイベントの実施回数を増
やしたり，情報発信に努めたりしたことにより，イベントの参加者数が増えました。  

＜課題＞ 

・図書館利用に結び付けるため，読書の楽しさを伝えるイベントの実施や，図書館の「読書や本
についていつでも相談することができる」レファレンス機能の周知をはかる必要があります。 
・来館経験のない層に対する来館のきっかけづくりとして，地域の魅力や伝統文化など京都 
ならではの切り口で親子に興味を持たせ，読書へと引き込む取組が求められています。 
・図書館利用の少ない中高生の利用を促進するイベントの実施や本の魅力をＰＲする取組が
必要です。 

・調べ学習の支援など小中学校のニーズに合った学校への団体貸出し制度の運用，読み聞かせや
ブックトーク等の図書館職員による出前講座等，図書館と学校・園との取組の連携の拡大が必
要です。 
・読書環境の整っていない子どもへの支援が求められます。 

○子どもの読書活動の推進に資するホー
ムページの充実，イベント等の情報発信
○学校における調べ学習や読書環境の整
備に向けた，京都市図書館所蔵の図書の
学校図書館への団体貸出しの一層の促
進
○京都市図書館職員による学校・園との連
携によるおはなし会・出前貸出し・出前
講座の継続的開催
○外国籍市民の子ども等に対するサービ
スの充実・外国語資料の収集・提供
○児童館職員や子どもの読書活動を推進
する民間団体・ボランティアグループに
よる，児童館での読み聞かせ活動等の推
進                  他 

○各図書館でのおたのしみ会や講座をカレン
ダーに掲載するとともに，「今日・明日の催
し」コーナーを新設し，当日及び翌日に開
催される催しの情報を掲載する等図書館ホ
ームページをリニューアル 
○京都市図書館所蔵の図書の学校への団体貸
出し 
 28,607 冊（24 年度）【目標値：40,000 冊】 
○京都市図書館職員による学校・園等へのブ
ックトーク等の出前事業実施校数： 
幼稚園 １園，小学校 36校，中学校 9校 

（24 年度） 
○京都市図書館の外国語資料蔵書数： 

7,792 冊（24 年度） 
○京都市の児童館において，児童館職員や母
親クラブ等のボランティアグループによる
絵本等の読み聞かせを実施 

図表３ 京都市図書館で実施の赤ちゃんを対象としたお楽しみ会参加者数

◆＜参加者数が 4年間で約 1.6倍に増加＞

3,991

6,471

0

2,000

4,000

6,000

8,000

赤ちゃん対象のお楽しみ会参加者数

２０年度

２４年度

図表４ あなたは学校以外の図書館へ行くことがありますか。（公共の図書館・移動図書館，児童館，子ども文庫など）
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○「読書ノート」の活用により，1 年間に 100
冊以上の本を読んだ児童数： 
27,520 名（24年度）【目標値：20,000 人】 

○〔総合支援学校〕  
 ・育成学級・総合支援学校版読書ノートの配
  付 
 小学校 138 校，総合支援学校 5校（24 年度）

 ・読み聞かせボランティアの活用 2 校（24 年度）
 ・昼休みの学校図書館の開放 

6 校（24 年度）
・高等部職業学科の生徒が地域の保育所・小
 学校の幼児・児童に読み聞かせを実施 

（白河総合支援学校）
○全市立幼稚園で就園前の幼児とその保護者
対象の子育て支援事業において，読み聞かせ
や紙芝居等を実施 
親子で読み聞かせを記録できる「読書ノー
ト」の配布 

○公営保育所で親子を対象に読み聞かせの会
を毎月実施 

 地域の子育て支援事業の一環で講師を招聘
して講演会を実施 

○各校において，朝読書・選書会・読書指導，
時季やテーマに応じた図書コーナーの設置，
教科等の学習を学校図書館で実施等，特色あ
る取組を展開 

○図書館教育に関する研修会や学校図書館の
活用に向けた実践研究の実施。図書館教育等
における言語活動の充実に向けた研修資料
を全校・園に配付。カリキュラム開発支援セ
ンターの図書館教育に関する資料の充実 
・（全）教育研究発表会 374 名参加（24年度） 
・(小中)図書館活用推進研修会 228 名参加

（25年度） 
・（中総）図書館教育夏季研修講座 33 名参加

（25年度） 

（３） 学校及び幼稚園・保育所における子どもの読書活動の推進 

＜取組＞

＜成果＞ 
・朝読書・選書会・読書指導，「めざせ 100 

冊！読書マラソン」等により本との出会い 
の機会が増え，不読率が低下し，読書量も 
増加しました。（1ヶ月の平均読書冊数：20年度 4.4 冊 

→25 年度 4.8冊（平成 25年「読書活動についての子ども 

・保護者アンケート」（京都市教育委員会））） 

・子どもの読書に対する意識（「本を読むこと 
が好き」，「本を読むことは大切だと思う」） 
が向上しました。 

・総合支援学校分教室では，入院中の子ども 
に対する読み聞かせなど，きめ細やかな取組 
がされています。 

○「読書ノート」を活用した，「めざせ
100 冊！読書マラソン」運動の充実・
推進

○育成学級や総合支援学校における多
様な障害の状態に応じた「読書ノー
ト」の作成・活用

○未就園児への読み聞かせや，読み聞
かせの重要性を保護者に伝える事業
の展開

○推薦図書コーナー・学級文庫の設置
及び子どもたちの意見を反映した選
書，きめ細かい読書目標の設定及び
読書指導

○司書教諭や図書館を担当する教員等
に対する図書館教育研修会等の充実
及び読書指導，学校図書館教育に関
する校内研修の積極的実施による教
職員の意識・指導力の向上

他

＜平成 25 年「読書活動についての子ども・保護者アンケート」 ＞

（京都市教育委員会）
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＜課題＞ 
・学校図書館が「学習・情報センター」として蔵書の充実を図るとともに，教科等の学習にお

いて，学校図書館の利活用の促進が求められます。 
 ・目的に応じ，必要な本や資料を選ぶことができるよう，学校図書館の利用指導の充実をはか

る必要があります。 
・発達の段階に応じて，子どもに読書の楽しさを知らせ，読書の幅を広げるような機会をつく

る必要があります。 
・子ども同士で互いに本を紹介するなど，共有・共感し合える読書活動の充実が必要です。 
・学校図書館運営支援員の資質向上のため，京都市図書館と連携して研修の充実が求められま

す。 

２ 子ども読書環境の整備・充実

（１） 学校図書館の整備・充実 

＜取組＞

○学校図書館の充実策の検討
 ・学校図書館への巡回指

導・相談対応・助言を行
う組織・体制の検討

 ・京都市図書館との連携に
よる学校図書館の充実

 ・学校の司書教諭の活動支
援

 ・学校図書館ボランティア
による活動活性化・充実
策の検討

○拡大絵本や本を音声化した

カセット等，障害のある子

どもの学習に役立つ資料の

更なる充実

○学校図書館の蔵書の充実

○12 学級未満の学校への司

書教諭の拡大配置

他

○蔵書整理，図書の補修，配架の見直し，貸出業務な 

ど学校図書館の運営を支援する学校図書館運営支 

援員の配置  

平成 25 年度配置校 182 校 

（小・中・総合支援学校 248 校のうち） 

○学校図書館ボランティア数： 

小学校 1,862 人，中学校 72 人（24年度） 

○学校図書館大改造（学校図書館の蔵書を一つずつ点

検し，日本十進分類法に基づく図書の配架や書架の

移動など大がかりなレイアウト変更を行う取組）を

実施       

平成 24 年度末における実施済校 115 校（小・中学

校 243 校のうち） 

○総合支援学校における，障害のある児童生徒の障害

の状態に応じた大型絵本や仕掛絵本，電子図書を揃

える等図書の充実，図書配架の工夫等 

○12 学級未満の小学校への司書教諭の配置： 

        74.4％（25 年度）【目標値：100％】

図表７ あなたは本を読むことは大切だと思いますか。

◆＜本を読むことが大切だと思う子どもが増加＞
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＜平成 25 年「読書活動についての子ども・保護者アンケート」 ＞

（京都市教育委員会）
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＜成果＞ 

・ボランティアの活用に加え，学校図書館運営支援員の配置により，学校図書館の蔵書を一つ
ずつ点検し，日本十進分類法に基づく図書の配架や書架の移動など大がかりなレイアウト変
更を行う取組（学校図書館大改造）が進んだり，学校図書館以外にも図書に親しむスペース
をつくるなど，子どもの読書活動を促進させることに寄与しています。 

＜課題＞ 

・学校図書館の「読書センター」「学習・情報センター」としての機能の充実をはかるため，蔵
書の整備等，学校図書館環境の充実に努めるとともに，学校図書館運営支援員の配置の拡大
をはかる必要があります。 

 ・障害のある子ども一人一人の特性に応じた読書環境の整備・充実が必要です。 

（２） 京都市図書館の整備・充実 

＜取組＞

＜成果＞ 

・図書返却ポストの地下鉄駅等への設置やインターネット予約システムの新機能導入等により，
利便性が向上し，図書館が身近で利用しやすいものになりました。 

○利便性の向上に向けた図書返却ポ

ストの地下鉄駅等への設置

○図書運搬システム「ブックメール」

の増便など京都市図書館間のネッ

トワークの充実

○「京・ライブラリーネット」機能を

利用した図書館情報の発信・蔵書予

約システムの充実

○視覚に障害のある子どものための

拡大本や，本を音声化したカセット

の増量等，様々な障害の状態に応じ

た図書の更なる充実 

               他

○「京都市役所前駅」，「北大路駅」，「京北自治振

興会図書室内」に図書返却ポストを新設 

○「京（みやこ）ライブラリーネット」のシステ

ム更新により，複数の資料を一度にインターネ

ット予約できる「予約かご」や，お気に入りの

著者名や読みたい本のジャンルをあらかじめ登

録しておくと，新着図書の中から該当するもの

を「新着資料のお知らせメール」として自動配

信する機能等を導入 

○児童の貸出冊数 146 万 8 千冊（24年度） 

【目標値：180万冊】 

 一般の貸出冊数 608 万 4 千冊（24年度） 

              【目標値：650万冊】 

○色使いや文字サイズを高齢者等にもわかりやす

いよう改善し，よりアクセスのしやすさに配慮

したホームページに更新 

○障害のある方の利便性向上に向け，録音図書，

視聴覚資料，大活字本，点字資料等の購入・収

集により一層の充実を図り，全館で「筆談対応」

の案内を表示 

図表８ 学校図書館大改造実施済校
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100

学校図書館大改造実施済校
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◆＜学校図書館大改造実施済校が約 1.7 倍に増加＞

校
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＜課題＞ 

・小さな子どもを連れて行きやすい図書館環境の充実が求められています。 
・利用が少なくなる中高生の利用促進に向けて，図書館が中高生にも魅力あるものとなるよう
工夫する必要があります。 

 （３） 関連機関の連携・推進体制の整備・充実

＜取組＞

＜成果＞ 

・読書関連機関・団体等の連携が進んだことにより，子どもの読書活動を推進するための様々
な取組が広がりました。

＜課題＞ 

・子どもが本と出会い，読書習慣が定着するよう，社会全体での取組を展開するためのネット

ワークの輪を広げる必要があります。 

○読書関連機関・団体等の連携を

進めるための協議の場の設置

○子ども読書活動に関する様々な

団体等の参画による，子ども読

書推進のための具体的方策を実

践する組織の設置検討

他

○「子ども読書活動推進のための懇談会」を年３ 

回開催し，毎年度，子ども読書の日記念事業を

開催するとともに，各年代別に推薦図書を紹介

するブックリスト「本のもり」の改訂・発行 

○当計画の進捗管理及び各団体間の情報交換のた

め「子ども読書活動推進連絡会議」を設置 

図表９ 地下鉄駅等の図書返却ポスト利用冊数 

◆＜図書返却冊数が約 4.6 倍に増加＞
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図表１０ インターネットによる予約件数 

◆＜インターネットによる予約件数が約 1.4 倍に増加
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図表１１ 読書関連団体等との連携のもと京都市図書館「子ども読書の日記念事業」として実施されたお楽しみ会等の事業件数

◆＜お楽しみ会等の事業件数が約 1.6 倍に増加＞
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３ 家庭読書を推進するための啓発・広報

啓発・広報による意識向上／優れた取組の奨励

＜取組＞

＜成果＞ 

・読書の大切さや児童書・絵本への関心が高まるような啓発・広報の実施により，本を読む子
どもや本を読むことが大切だと思う子どもが増えました。 

＜課題＞ 

 ・読書好きな子どもは増えているものの，全国平均を下回っており，家庭において，幼少期に
おける読み聞かせや，子どもの発達に応じて家庭で本について語り合うなど，本の楽しさと
大切さを伝えるきっかけ作りを行い，読書習慣が定着するよう，一人一人に届く効果的な広
報・啓発のあり方を検討する必要があります。 

○親子で読書が好きになる，絵本・児

童書への関心が高まるキャンペーン

的取組の実施（再掲）

○子ども読書活動推進の機運を一層高

める新しい表彰制度の検討

他

○家庭教育新聞や PTA 新聞等を活用した 

「ノーテレビ・ノーゲームデー」，「い 

っしょに絵本を読もう！デー」や読書 

活動の状況や効果等の定期的な啓発広 

報 

○京都市子ども読書活動優秀実践団体 

（者）表彰の実施：市長表彰，教育長表

彰（22～24 年度） 

図表１２ 読書は好きですか。

◆＜読書を好きな子どもが増加したが，全国平均を下回る＞
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＜平成 25 年度「全国学力・学習状況調査」より＞
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