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はじめに 

 

 

子どもの頃の読書は、豊かな人生への第一歩と言われています。子どもにとって、

読書は楽しみであるとともに、これからの人生において起こる様々なできごとを自ら

考え、判断する力をつちかうためにも、乳幼児期から本に親しみ、自ら進んで本を読

む習慣を身に付けることは、生涯を通じて大切なものであります。 

平成 13 年に公布・施行された「子どもの読書活動の推進に関する法律」には、「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」

とうたっており、社会全体で読書活動の意義を認識することが大切です。 

 しかし、子どもたちを取り巻く現状を見ますと、テレビ、ビデオ、インターネット、

スマートフォン等の様々な情報メディアの発達・普及や子どもの生活環境の変化、さ

らには、幼児期からの読書習慣の未形成などにより、子どもの「読書離れ」が指摘さ

れております。 

このような中、糸魚川市は平成 23年３月に「糸魚川市子ども読書活動推進計画」を

策定し、絵本の読み聞かせや児童書の充実など様々な取組を行ってきましたが、これ

までの取組を検証し、見直すとともに、糸魚川らしい新たな視点も加えて、「第２次糸

魚川市子ども読書活動推進計画」を策定しました。 

また、「糸魚川を愛し、誇りを持って“わがいといがわ”と言える人づくり」を推進す

る「糸魚川市教育大綱」に連動する「糸魚川市子ども一貫教育方針～市民総ぐるみでひと

みかがやく日本一の子どもを育てます～」において、本計画はその一翼を担う重要な施

策であり、これまで以上に多くの市民の皆様とともに子ども読書活動を推進していき

たいと考えております。 

計画づくりにあたりましては、子ども読書活動推進計画策定委員会の皆さまから、

多くの貴重なご意見やご提言をいただき、心から感謝申し上げます。 

 

 

平成 28年 ３月 

 

 

糸魚川市教育委員会 

教育長  田 原 秀 夫 
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第１章 第２次糸魚川市子ども読書活動推進計画の策定にあたって 
 

１ 計画策定の趣旨                                              

平成 13年 12月に公布・施行された「子ども読書活動の推進に関する法律」は、「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」(第２

条)と、基本理念を示しています。それは、子どもの読書活動が、価値を創造する資

質・能力の育成や生涯にわたって未来を拓く豊かな人間形成に資することが改めて

認識されたからです。 

国は、この法律により、平成 14 年８月に第１次基本計画を定め、平成 20 年３月

には第２次基本計画を策定しましたが、子どもの読書活動を取り巻く状況の変化や

学校段階が進むにつれて子どもの読書離れが顕著になる傾向が改善されない課題等

を踏まえ、平成25年５月に「子ども読書活動の推進に関する基本的な計画(第３次)」

を策定しました。 

糸魚川市では、平成 23年３月に、「糸魚川市子ども読書活動推進計画」(以下、「第

１次計画」という。)を策定し、５年間にわたり様々な取組を実施してきました。 

糸魚川市の子どもの読書の実態は、平成 27年全国学力・学習状況調査（※１）の結

果を見ると、「家庭や図書館で１日に読書する時間」では、小学生では全国平均より

下で県平均より上、中学生では全国・県ともに平均を上回りました。「読書が好きで

すか」という設問では、「読書が好きです。だいたい好きです。」の割合が小学生で

は全国・県ともに平均より上、中学生では全国平均より上、県平均より下という状

況でした。読書が習慣化し、読書好きな子どもが育まれている実態が見られること

から、発達に応じた読書の楽しみ方や意義を実感する経験を一層充実させる必要が

あります。 

また、糸魚川市の「０歳から 18歳までの子ども一貫教育方針」と「世界ジオパー

クのまち糸魚川」に基づく「糸魚川市教育大網」から、第１次計画を捉え直すと、

子どもの発達に応じた読書の可能性を広げる読書活動の推進や、本を話題に互いの

価値観や知識を共有し、協働しながら読書活動をつくっていく読書コミュニティ（※

２）としての役割を果たす市民の連携・協力体制が一層求められます。 

このようなことから、これまでの取組の成果を検証し、課題を整理して子どもの

読書活動をさらに推進するため、「第２次糸魚川市子ども読書活動推進計画」(以下、

「第２次計画」という。)を策定するものです。 
 

※１ 全国学力・学習状況調査：文部科学省が全国の小学校６学年の児童、中学校３学年の生徒を対象に、「教科

に関する調査」と「質問紙調査」を行います。実施教科は、小学生は国語と算数、中学生は国語と数学で、出

題内容は「知識・技能（国語Ａ、算数、数学Ａ）」と「活用（国語Ｂ、算数Ｂ、数学Ｂ）」の２種類が出題さ

れます。「質問紙調査」は、児童生徒対象に学習意欲、学習方法、学習環境、生活の諸側面等に関する調査を

行い、学校対象に指導方法に関する取組や学校における人的・物的な教育条件の整備の状況等に関する調査を

行います。 

※２ 読書コミュニティ：読書を通じた人と人のつながりにより地域社会（＝コミュニティ）をデザインして

いこうとする考え方から生まれた言葉です。 
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２ 計画の位置付け                                              

  第２次計画は、国の「子ども読書活動の推進に関する法律」に基づき、平成 23年

３月に策定された「糸魚川市子ども読書活動推進計画（平成 23年度～平成 27年度）」

を受けて策定したものです。 

  「糸魚川市総合計画」を上位計画とし、「糸魚川市教育大綱」を教育の目標や施策

の根本的な方針として位置付けるとともに、「０歳から 18 歳までの子ども一貫教育

方針」の３本柱のうち「豊かな心の育成」の具体的な施策を示すものです。 

  また、「子ども一貫教育基本計画」や「子ども・子育て支援事業計画」等の諸計画

との整合性を持ち、連携を図りながら第２次計画を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子ども読書活動の推進に関する法律 

子ども一貫教育基本計画(H28-3５年度) 

第３次親子保健計画(H28-3５年度) 

子ども・子育て支援事業計画(H27-31年度) 

子ども読書活動推進計画(H28-3５年度) 

子どもの読書活動の推進に関する
基本的な計画（文部科学省） 

糸魚川市教育大綱(H27-29年度) 

糸魚川市総合計画 
～翠の交流都市 さわやか すこやか 輝きのまち～ 

明日を担う人づくり 
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糸魚川市生涯学習推進計画(H29-35年度) 

ふるさとを愛し、ともに学び、ともに輝く人とまち 

糸魚川市子ども一貫教育方針 
市民総ぐるみで 

ひとみかがやく日本一の子ども 
を育てます 



 

 

３ 計画推進の基本方針                                          

読書は、子どもが心身ともに健やかに成長していくために必要不可欠なものです。 

一方、情報メディアが急速に普及し、現在の子どもをとりまく社会環境が変化し

たことなどにより、子どもが自分の力だけで本に触れて、読書の楽しみを感じ、読

書体験を深めることは難しくなってきています。 

その結果、子どもの発達に応じた読書経験により育まれるものの見方、感じ方、

考え方、表し方の豊かさを知らないまま生涯を過ごしてしまう可能性があります。

逆に、このような読書の意義を実感し、読書意欲を持続させながら読書を習慣化し

ていく子どもは、周囲の読書環境や大人の関わり方によって育まれることが多いの

です。 

子どもが、自ら進んで読書活動を行うことができるようになるためには、家庭、

地域、幼稚園・保育園、学校等がそれぞれの役割を果たしながら読書環境を整備し、

子どもの読書活動への理解や関心を高めるなど、様々な立場で子どもにかかわる大

人の支援と連携・協力が必要です。 

そのために、次のことを基本方針として第２次計画の施策に取り組んでいきます。 

(1) 家庭・地域・図書館における読書活動の推進 

すべての子どもが自ら進んで読書する習慣を身に付けるため、いつでもどこでも

読書のきっかけとなる場や本に親しむ機会を提供する環境を整備します。 

また、本を話題に楽しさや驚きなどを共有できる読書コミュニティを形成するた

めに、家庭・地域・図書館が役割を果たしながら緊密に連携・協力し、子どもの読

書活動を推進します。 

(2) 幼稚園・保育園、学校における読書活動の推進 

すべての子どもが読書に親しむためには、多くの時間を過ごす幼稚園・保育園や

学校での読書活動が重要な役割を果たします。子どもの本への興味や関心を高め、

読書を習慣化するために、図書活用の過程を保証する読書環境を整備します。 

また、子どもの発達に応じた読書力を育むため、本に「触れる読み・親しむ読み」

を基盤に、「目的に応じて読む」営みへ、読書の可能性を広げながら読書体験を深

めていく読書活動を推進します。 

(3) 子どもの発達に応じた読書活動への理解や関心の普及・啓発 

子どもの読書活動を推進するためには、保護者をはじめとする周囲の大人が、子

どもの読書活動の意義や重要性、その方法を知り、関心と理解を深めることが不可

欠です。 

そこで、あらゆる機会をとらえ、様々な情報媒体を使って、子どもの読書活動に

関する普及・啓発に努めていきます。 
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(4) 推進体制の整備 

子どもの読書活動を計画的・効果的に推進するため、子どもの読書にかかわる関

係部署はもとより、幼稚園・保育園、学校、図書館、読書ボランティア団体等が緊

密に連携し、相互に協力可能な体制の整備に努めます。 

 

４ 計画の対象と期間                                            

本計画の対象は、０歳から 18歳までの子どもとします。また、取組の主体は、大

人を含むすべての市民とします。 

本計画の期間は、平成 28年(2016年)度から平成 35年(2023年)度までの８年間と

します。 

 

５ 計画の策定体制                                              

  本計画は、子どもの読書にかかわる団体等の代表者で構成する「糸魚川市子ども

読書活動推進計画策定委員会」（以下、「策定委員会」という。）において策定しまし

た。 
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第２章 子どもの読書活動を推進するための方策 
 
■各方策の一覧 

主体 方 策 区分 

１ 

家
庭 

(

１)

家
庭 

①「家読（うちどく）」の推進 新規 

② 読み聞かせの推進 継続 

③ 読み聞かせ事業への参加 新規 

(

２)

市 

① ブックスタート事業 新規 

② 「おすすめ本」の情報提供  継続拡充 

③ 「家読（うちどく）の日」の推奨 新規 

２ 

地
域 

① 地区公民館での読書活動の推進 継続 

② 児童館での読書活動の推進 継続 

③ 放課後児童クラブでの読書活動の推進 新規 

④ 子育て支援センターでの読書活動の推進 継続 

３ 

園 

(

１)

園 

① 幼稚園教諭・保育士の研修 新規 

② 絵本などの図書コーナーの充実 継続 

③ 保護者への啓発 新規 

(

２)

市 

① 幼稚園教諭・保育士への支援 新規 

② 本に親しむ機会づくり 継続 

４ 

学
校 

(

１)

学
校 

① 読書に親しむための環境整備 継続拡充 

② 学校図書館の環境整備 継続拡充 

③ 読書へのきっかけづくり 継続拡充 

④ 読書活動の充実 継続拡充 

(

２)

市 

① 読書を進めるための連携・協力 継続拡充 

② 教職員研修の充実 新規 

５ 

図
書
館 

① 「本との出会い」づくり 継続 

② 利用しやすい環境づくり 継続 

③ 読書ボランティアへの支援・連携 継続拡充 

④ 人材の育成 継続拡充 

⑤ 幼稚園・保育園との連携・協力 継続拡充 

⑥ 学校との連携・協力 継続拡充 

⑦ 障害のある子どもたちへの読書活動推進 継続拡充 

⑧ 紅梅文庫資料の活用 新規 

⑨ 普及啓発活動 継続拡充 

 



 

１ 家庭                             

子どもが最初に本を手にして、本に興味を持つきっかけとなる環境は「家庭」で

す。家庭に本があり、読書する家族の姿を子どもが目にすることや、本の読み聞か

せなどの身近な環境が、子どもにとって読書習慣を身につける第一歩となります。 

保護者は、学齢期においても子どもと一緒に本を読む時間を設けたり、図書館に

出向いたりするなど、各家庭で工夫して子どもが読書に親しむきっかけを作り、読

んで感じたこと・考えたことを気軽に交流しながら子どもの読書に対して関心を引

き出すように働きかけることが重要です。 

1-1 第１次計画の取組と課題 

(1) 保護者への働きかけ 

① おはなし会等の開催 

図書館、幼稚園・保育園、学校、児童館などで、定期的に読書ボランティアや

図書館職員等による読み聞かせや紙芝居を行いました。 

【課題】  保護者に対して、家庭での読書の意義や読書の楽しみを分かち合う関
係づくりについて理解の促進を図る。 
 読み聞かせに多く参加するよう、関係部署等が様々な機会に働きかけ
る。 

② 年齢に応じた支援 

読書ボランティアは、様々な機会で各年齢層を対象とした読み聞かせを実施し

てきました。乳幼児健診時においても絵本の読み聞かせを実施しました。 

【課題】  マタニティスクールや乳幼児健診等を利用して、絵本の読み聞かせを
行う。 
 ブックスタート事業(※４)の推進では、読書ボランティア団体等と協議
する。 
 子どもの読書習慣を形成するため、年齢に応じた本を選択しやすいよ
うに、支援するブックリストを作成する。 

(2) 図書館の充実 

親子で本に親しむ日として、「家庭読書の日（４月 23 日）」を設定したり、子ど

もの読書週間に子ども向け図書の企画展示やおはなし会を開催し、図書館内での情

報の掲示、広報紙や図書館ホームページ等で子どもの読書活動の情報提供を行いま

した。 

【課題】  児童書の充実した蔵書にさらに努める。 
 子ども読書活動を一般利用者へも理解してもらうため、子育て世代の
図書館の利用やおはなし会等のイベントについて、広く一般利用者に
対しても情報提供し、子どもの読書活動の推進を市民総ぐるみで行う
よう周知する。 

 
※４ ブックスタート：赤ちゃんと絵本のよろこびを分かち合おう！という呼びかけで、1992年に英国で始ま

った読書活動です。乳幼児期の読書環境を整えるため、自治体が行う０歳児検診などの機会に赤ちゃんが

絵本を楽しむ体験をプレゼントする活動で、赤ちゃんと保護者が絵本を介して、心触れ合う時間を持つき

っかけを届けます。新潟県内で 16市町村が実施しています。 



 

 

1-2 第２次計画の取組の方向 

(1) 家庭の取組 

① 「家読（うちどく）」の推進 

保護者が本に親しむ習慣を持ち、日常的に時間を設けて、親子が一緒に読書し

たり、読んだ本について楽しみを分かち合ったり、感想を話し合ったりする「家

読（うちどく）」(※５)を推進します。 

② 読み聞かせの推進 

読み聞かせは、読書へのきっかけづくりとなり、親子のコミュニケーションを

豊かにし、子育ての手助けになることから、乳幼児の愛着形成時期から絵本を読

み聞かせたり、昔話や民話等にも触れ合う機会をつくります。 

③ 読み聞かせ事業への参加 

読書ボランティアや図書館が実施する読み聞かせ会等への積極的な参加や、本

に親しむ習慣づくりのための図書館の活用を呼びかけます。 

(2) 市の取組 

① ブックスタート事業 

読書環境の整備や読書習慣を身につけるスタートとして、乳幼児健診等の場を

利用し、絵本をプレゼントするブックスタート事業を実施します。 

ブックスタートを充実させるため、読書ボランティアや関係部署等と連携・協

力し、マタニティスクール等で親子のコミュニケーションの大切さについて理解

の促進を図り、絵本の読み聞かせを実施します。 

② 「おすすめの本」の情報提供 

保護者がよい本を選びやすいように、年齢に応じたブックリストの作成やホー

ムページ等による情報提供に努めます。 

③ 「家読（うちどく）の日」の推奨 

毎年４月 23 日の「子ども読書の日」(※６)を「家読（うちどく）の日」に設定

し、親子で本に親しむよう呼びかけます。また、この日はなるべくノーテレビ・

ノーゲームデーとします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※５ 家読(うちどく)：「家庭読書」「家族読書」の略語です。「家読（うちどく）」は、家族で本を読んで

コミュ二ケーションし、家族の絆づくりをすることを目的とします。やり方は、家族で読みたい本を選び、

同じ時間を家族で共有し、読んだ本について感じたことを話し合います。 

※６ 子ども読書の日：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、子どもが積極的に読

書活動を行う意欲を高めるために、「子どもの読書活動の推進に関する法律」では、4月 23日が「子ども

読書の日」と定められました。これは、シェイクスピアとセルバンテスの命日である 4月 23日をユネスコ

が「世界・本と著作権の日」と宣言していることなどにちなんだものです。 



 

２ 地域                             

家庭、幼稚園・保育園、学校や図書館のほかに、子どもが読書と密接にかかわる

場として、地区公民館や児童館(※７)、放課後児童クラブ(※８)や子育て支援センター(※

９)などがあります。地域にある様々な場所と、読書活動の推進に携わる地域の人々

と、子どもたちとの有機的な関わり合いによる場づくりの経験を通して、子どもた

ちの読書意欲の醸成を図ることが大切です。 

2-1 第１次計画の取組と課題 

(1) 地区公民館 

市内には 21 の地区公民館があり、図書室を設置している地区公民館があります

が、蔵書数が少なく、古い図書も多いことから利用者が少ない状況でした。 

【課題】  図書館の団体貸出を活用し、配本図書の新鮮度を向上させる。 
 図書館との連携を強化し、図書等の様々な情報を提供する。 
 子どもたちが気軽に立ち寄れるよう、読み聞かせ等を実施する。 

(2) 児童館、放課後児童クラブや子育て支援センター 

児童館では、読書ボランティアによる読み聞かせを実施してきました。 

【課題】  児童館では、読書の機会を拡大するため、読書ボランティアとの連携を強
化する。 
 放課後児童クラブでは、読書の機会を拡大するため、図書館や学校図書館
の資料を活用した調べ学習や読み聞かせ等を実施する。 
 子育て支援センターでは、読み聞かせ等を通じて子どもの読書に対する親
や家族の役割の大切さについて理解の促進を図る。 

(3) その他の施設 

【課題】  上記以外の公共施設や協賛する事業所などに、自由に読書ができる図書
コーナー設置の依頼を検討する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※７ 児童館：能生児童館とふれあい児童館（須沢公民支館、八久保公民支館）があり、放課後の遊び場など

として、児童の健康を増進し、情操豊かな心身ともに健康な児童を育成するための施設です。 

※８ 放課後児童クラブ：放課後児童クラブ室は、仕事等で昼間、保護者のいない家庭の小学生を対象として、

放課後などに遊びを中心とした活動を通して子どもたちを育成し、また安心で安全な生活な場を提供する

学童保育施設です。（能生,下早川,大和川,西海,糸魚川東,糸魚川,大野,青海の各小学校及び田沢地区公民

館内） 

※９ 子育て支援センター：未就園児とその保護者を対象に、遊びを学んだり、育児の不安や悩みを相談した

りする場です。（やまのい保育園,はやかわ保育園,青海総合福祉会館,能生児童館） 



 

 

2-2 第２次計画の取組の方向 

(1) 地区公民館での読書活動の推進 

地区公民館では、子どもが気軽に本に触れ、親しむ機会を提供するため、読み聞

かせの実施や図書館の団体貸出制度を利用するなどして、地区公民館図書室の充実

を図ります。 

また、保護者向けの子育て講座を活用するなどして、子どもの読書活動に対する

理解と協力を呼びかけます。 

(2) 児童館での読書活動の推進 

児童館では、読書ボランティアによる、児童を対象とした読み聞かせ会を定期的

に開催し、また図書館からの配本図書を定期的に入れ替えるなど、読書の機会の拡

大に努めます。 

(3) 放課後児童クラブでの読書活動の推進 

放課後児童クラブを、放課後の子どもたちの生活や学習の場所として位置づけ、

図書館や学校図書館の資料を活用した学習、放課後児童クラブのスタッフや読書ボ

ランティア等による読み聞かせを実施するなど、読書の機会の拡大に努めます。 

(4) 子育て支援センターでの読書活動の推進 

子育て支援センターでは、乳幼児期から読書活動を推進していく親や家族の役割

や関わり方の大切さについて深い理解を得るため、絵本などのコーナーの充実を図

り、読み聞かせ等を行い、読書の楽しさを伝える機会の充実に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
子育て支援センターにおける図書館職員による読み聞かせ 



 

３ 幼稚園・保育園                        

  乳幼児期は、様々な言葉を覚え始め、人間形成の基盤となる豊かな心を育むため

の大切な時期です。この時期に子どもたちが絵本や物語の楽しさやおもしろさを知

り、絵本の世界を体験することはとても大切なことです。そのため、この時期の子

どもたちが長い時間を過ごす幼稚園や保育園は、絵本や物語に親しむ楽しみを体得

しながら読書習慣を身に付けていく段階の重要な役割を担っています。 

3-1 第１次計画の取組と課題 

(1) 図書の充実と環境整備 

発達段階に応じた図書の選定を行い、空き教室の利用や絵本コーナーの設置など

子どもが興味や関心がもてる読書環境の整備を行いました。 

【課題】 図書の選定は、図書館と一層協力して行う。 

(2) 読書を取り入れた教育・保育の充実 

読書ボランティアや職員による絵本・紙芝居・言葉あそび等を通じて、おはなし

等に触れる機会の充実を図りました。 

【課題】 図書館や読書ボランティアと連携・協力し、乳幼児が絵本や物語等に親し

む読書活動の充実を促し、指導力の向上を図る研修を園職員に対して実

施する。 

(3) 家庭への支援 

家庭での読み聞かせの大切さや意義、絵本の紹介、園の読書案内等について、園

だよりを通して周知してきました。 

【課題】 保護者会などの機会に、読み聞かせの目的や大切さについての情報を提

供する。 
 

  



 

 

3-2 第２次計画の取組の方向 

(1) 園の取組 

① 幼稚園教諭・保育士の研修 

乳幼児期に読書の楽しさを体得できるように、幼稚園教諭や保育士に対して、

子どもたちの反応に応じて多様に読書活動をつくることができる指導力の向上

を図る研修等の充実を図ります。 

② 絵本などの図書コーナーの充実 

子どもの年齢や発達段階に応じた優良な図書の選定に努め、興味や関心がもて

るような図書コーナー等をさらに充実し、ゆっくりと楽しめる環境を整えます。 

③ 保護者への啓発 

幼い頃の楽しい絵本との出会いが将来の読書活動につながることや、家庭での

読み聞かせの楽しさ、本を介しての親子の触れ合いの大切さについて、保護者の

理解や協力が得られるよう、園だよりや保護者会等で啓発に努めます。 

(2) 市の取組 

① 幼稚園教諭・保育士への支援 

読書ボランティアと連携・協力して、保護者対象の読み聞かせ等の開催や情報

提供を行い、園内の読書活動を支援します。 

② 本に親しむ機会づくり 

言葉を覚え、感性や想像力をつちかい、将来の読書活動の礎となるよう、乳幼

児期から言葉あそび・紙芝居・絵本・おはなし・詩などに触れる機会の充実に努

めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

保育園での保育士による読み聞かせ 



 

４ 学校                             

小学校・中学校・高等学校等の各学校段階は、児童生徒が生涯にわたって読書に

親しみ、読書を楽しむ習慣を身に付ける大切な時期です。そのため、児童生徒が自由

に読書に親しみ、読書の幅を広げていくことができるような環境を整備し、適切な支

援を行うことが重要です。また、発達に応じて読書の質を高めていくために、各学校

段階において体系的に読書活動の推進に取り組むことが求められます。 

4-1 第１次計画の取組と課題 

(1) 教職員の意識の啓発と体制づくり 

全教職員が子どもの読書活動の重要さを再認識し、連携・協力して読書指導がで

きるような校内体制づくりを推進しました。 

【課題】 司書教諭(※10)や学校司書(※11)の配置を推進し、児童生徒が読みたい本

や知りたい情報を確実に入手しながら読書の幅を広げていくよう、図

書館や学校図書館の活用を活発にしていく体制を整備する。 

(2) 読書に親しむための環境整備 

① 学校図書館の蔵書の充実 

児童生徒の発達段階や興味関心に応じた優良図書、調べ学習に適した図書等の

選定を行いました。 

東京糸魚川会から毎年、市内の中学校への図書の寄贈があり、学校図書館で児

童生徒の学習に役立てています。 

【課題】 豊富かつ最新の資料、幅広いジャンルの多くの図書を整備する。 

② 環境整備 

新刊コーナーの設置や読書ニュースを掲示し、探しやすく手に取りやすい配架

の工夫を行いました。 

蔵書情報については、学校ごとにデータベース化し、管理・検索が容易に行え

る環境が整いつつあります。 

【課題】  各教科等の学習や様々な読書活動ができるように、施設・設備の整備

及び司書教諭や学校司書を配置し、児童生徒が自主的に足を運ぶよう

に工夫して環境を整備する。 
 
 

※10 司書教諭：教員の中で学校図書館も専門的職務を担当し、学校図書館資料の選択・収集・提供や読書指

導等を行うなど学校図書館の運営・活用について中心的な役割を担います。教諭の免許状を取得するとと

もに、所定の期間で講習を受講して司書教諭の資格を取得し、学校内の役割として司書教諭になるよう命

じられた者が司書教諭に職務を担当します。 

※11 学校司書：学校図書館の平成 26年６月学校図書館法改正により「司書教諭のほか、学校図書館の運営

の改善及び向上を図り、児童又は生徒及び教員による学校図書館の利用の一層の促進に資するため、もっ

ぱら学校図書館の職務に従事する職員(学校司書)を置くよう努めなければならない」(第 6条)とあり、学

校図書館の仕事に主として従事する職員として位置付けています。 



 

 

(3) 読書指導・言語活動の充実 

読書習慣の確立を促すため、全校一斉で「朝の読書」を実施し、教職員や児童生

徒同士による読み聞かせを行いました。 

また、言語指導を充実させるため、読書指導の研修会等に参加し、総合的な学習

を中心に学校図書館を活用した調べ学習に取り組みました。 

【課題】  児童生徒が自主的に読書を楽しみ、学校や家庭での読書習慣を身に付け

ていく機会の確保と、読書の幅を広げながら質を高めていく体系的な読書

指導の実施を促す。 

(4) 読書を進めるための連携・協力 

多くの小学校では、読書ボランティアによる読み聞かせを実施しました。また、

図書館と連携して、団体貸出による図書館資料を活用した調べ学習を行いました。 

【課題】  学校、家庭、地域が一体となって読書活動に取り組み、糸魚川の郷土

資料を含む多様な分野にわたる読書活動の重要性について、周知・啓

発を推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-2 第２次計画の取組の方向 

(1) 学校の取組 

① 読書に親しむための環境整備 

児童生徒の読書活動を推進していくため、全教職員が連携・協力して読書指導

ができるような校内の体制づくりを促進します。 

また、児童生徒の発達や障害に合わせた優良図書の選定や児童生徒と共に図書

を選定する方法を工夫し、児童生徒が幅広いジャンルから本を選び、多くの図書

に触れる機会がもてるように努めます。 

② 学校図書館の環境整備 

学校司書を配置し、児童生徒が学習の中で抱いた疑問や課題を解決する手助け

となるよう、様々な学習活動を支援するとともに、糸魚川ジオパークや郷土資料

を含む図書や資料・新聞等図書が探しやすく、思わず手に取って読書したくなる

ように配架します。 

小学校における 

図書館職員による読み聞かせ 



 

学校図書館以外で児童生徒が気軽に集まることのできるスペースに図書を置

くなど、いつでもどこでも図書に触れることのできる環境の整備を進めます。 

また、蔵書情報のデータベース化や市内の学校図書館間のネットワーク化を推

進し、市内全学校の学校図書館システムの整備を進めます。 

③ 読書へのきっかけづくり 

読書習慣を身に付けるための「朝の読書」等について、引き続き各学校の実状

にあわせた取組を推進するとともに、読書ボランティアや教職員による読み聞か

せやブックトーク、ストーリーテーリング等で読書機会の充実に努めます。 

④ 読書活動の充実 

児童生徒が自ら考え、主体的に判断し、行動できる資質や能力などを育む学習

活動を支える多様な読書活動を発達の段階に応じて体系的に推進します。 

全国学力・学習状況調査の結果では、読書が好きな児童生徒ほど教科の学力は

高い傾向にあることから、各教科等において様々な文章や資料を読んだり調べた

りするなど、多様な読書活動を各教科等の指導計画に体系的に位置付けます。児

童生徒自身が、読書の意義を実感しながら親しんでいくような学習支援につなが

る読書活動を推進します。 

(2) 市の取組 

① 読書を進めるための連携・協力 

学校図書館と市の図書館との連携・協力を密にし、糸魚川のジオパークや郷土

資料を含む多様な図書を活用する調べ学習における図書館の団体貸出の積極的

な利用により、学習活動の充実を図ります。 

また、学校図書館と家庭との連携を強化できるよう、学校図書館だよりの発行

に努めます。 

② 教職員研修の充実 

全教職員を対象にして、読み聞かせや相互に読書経験の交流・共有を図る様々

な読書活動の手法について研修を実施します。また、学校司書と教員が連携・協

力して、子どもの読書活動を推進できるよう研修の充実を支援します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 小学校における読書ボランティア

による読み聞かせ 

読書イベントにおける児童

による読み聞かせ 



 

 

５ 図書館                                                      

図書館は、子どもが豊富な蔵書の中から読みたい本を自由に選び、読書の楽しみ

を知ることができる場所であり、安らぎや癒しを求める人たちの心の居場所でもあ

ります。 

また、図書館は、地域の子どもだけではなく、保護者など大人への理解や協力を

得るための働きかけや、読書ボランティアの活動場所の提供など、読書活動を推進

する中心的施設として大きな役割を担っています。 

5-1 第１次計画の取組と課題 

(1) サービスの拡充と読書環境の整備 

子どもに読書の楽しさが伝わるような図書を収集し、取り出しやすく見やすい配

架に努め、中高生向けの図書の充実、ジオパーク等の糸魚川を特徴付ける関係図書

の整備充実を図りました。また、学習スペースや視聴覚コーナー等を設置し、図書

館を利用しやすい環境整備を行いました。 

【課題】  子どもの読書活動の相談や子どもと本を結びつける活動を行い、子ど

もが本に親しむ機会を増やしていく。 

(2) 図書情報の提供と啓発 

話題作の展示やおすすめの本の紹介、各種イベントの情報等について、ポスター、

チラシによる周知、図書館ホームページでの紹介を行いました。 

【課題】  図書館ホームページや広報紙を活用し、おすすめの本や市内外の図書

館等のイベント情報を提供する。 

(3) 読書ボランティアへの支援・連携 

① 活動への支援 

幼稚園・保育園、学校や児童館・子育て支援センターなど、さまざまな場所で

読書ボランティアによる読み聞かせを実施しました。 

【課題】  読書ボランティアの新会員へ、読み聞かせの研修会・講習会の参加等

を支援する。 

② 団体間の連携支援 

【課題】  読書ボランティア団体のネットワークを構築する。 

(4) 人材の育成 

図書館は、専門的職員としての司書の配置に努め、図書館職員は、子どもの読書

活動を推進する上で必要とされる知識や技術等について、研修等を通じて身に付け、

子どもや保護者に対して図書に関する案内や助言、相談に応じてきました。 

(5) 幼稚園・保育園との連携・協力 

図書の団体貸出を行っていますが、おはなし会や読み聞かせ会については読書ボ



 

ランティアから実施してもらいました。 

【課題】  興味や発達段階に応じた図書の選定について、協力体制を強化する。 

 読み聞かせ会等に図書館職員も参加して実施する。 

(6) 学校との連携・協力 

図書の団体貸出や訪問による読み聞かせ、職場体験学習の受け入れなどを実施し

ていますが、多くの学校と連携している状況ではありませんでした。 

【課題】  団体貸出による図書館資料の提供を拡充し、担当教諭等との情報交換

を密にした連携を図る。 

 図書館資料を有効に活用し、学校図書館の環境整備を支援する。 

(7) 紅梅文庫資料の活用 

紅梅文庫は、故谷村綾子さんが開設されていた私設図書館で、約 7,600冊の蔵書

は平成 23年に市に寄贈されました。 

平成 26年には「紅梅文庫を活用する市民の会」が発足し、旧高野寫眞舘や

商店街等で、資料の一部を公開するイベントを行ってきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-2 第２次計画の取組の方向 

(1) 「本との出会い」づくり 

子どもに読書の楽しさが伝わるような本の収集に心がけ、魅力ある蔵書構成を目

指すとともに、取り出しやすく見やすい配架に努めるなど、本との出会いの場を提

供し、図書館が身近な存在となるように努めます。 

(2) 利用しやすい環境づくり 

調べ物等で来館した児童生徒へのレファレンスサービス(※12)の充実を図ります。

また、学習室、視聴覚コーナー、親子のおはなしスペースなどを整備し、利用しや

すい環境づくりに努めます。 

図書館における読書ボランティアと 

図書館職員による読み聞かせ 



 

 

(3) 読書ボランティアへの連携・支援 

読書ボランティアと協力・連携し、おはなし会や読み聞かせ会などの充実を図り

ます。また、講座や研修の機会をつくり、ボランティアの育成や活動支援に努めま

す。 

(4) 人材の育成 

先進地視察や積極的な研修受講等により、子どもの本に対する知識・技術の向上、

障害のある子どもに対する障害の種類や程度に応じた読書の進め方など、図書館職

員のさらなる育成・資質向上に努めます。 

(5) 幼稚園・保育園との連携・協力 

子どもの興味や発達段階に応じた図書の選定についての協力体制を強化します。 

また、読書ボランティアの活動に加えて、図書館職員が幼稚園・保育園へ出向き、

おはなし会や絵本の読み聞かせ会を実施します。 

(6) 学校との連携・協力 

担当教諭等との情報交換を密にした連携を図り、図書館の団体貸出やレファレン

スに応じた資料提供など、教育活動への支援を強化します。 

図書館資料の有効活用として、希望する学校への図書の配布や学校図書館におけ

る図書の整理や修理の指導を行うなど、学校図書館の環境整備を支援します。 

また、読書ボランティアに加え、図書館職員が学校へ出向き、おはなし会や絵本

の読み聞かせ会を実施していきます。 

(7) 障害のある子どもたちへの読書活動推進 

障害のある子どもの発達段階及び障害の種類や程度に合わせた点字絵本、大活字

本、録音資料、触れる本などの一層の充実を図ります。 

(8) 紅梅文庫資料の活用 

紅梅文庫の資料には、貴重な図書や多くの仕掛け絵本があるので、多くの市民に知

ってもらい親しんでもらうため、「紅梅文庫を活用する市民の会」と協力し、図書館や

糸魚川駅前に近い市の施設である「大紅屋」等を利用してその活用を推進します。 

(9) 普及啓発活動 

図書館ホームページの子どもページを充実させ、おすすめの本や地域資料・情報

など様々な読書情報を提供し、「家読（うちどく）の日」等において作品展示のほ

か、話題作やおすすめの本の展示、読書イベントの実施に努め、読書への啓発活動

を推進します。 
 
 
 
 
 
※12 レファレンスサービス：図書館利用者が学習・研究・調査を目的として必要な情報・資料などを求めた

際に、図書館員が必要とされる資料を検索・提供・回答する業務のことです。 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%B3%E6%9B%B8%E9%A4%A8
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%B3%E6%9B%B8%E9%A4%A8%E5%93%A1


 

６ 読書ボランティアへの支援の方向                              

(1) 図書館と読書ボランティア活動と図書館の連携 

読書ボランティアは、読み聞かせ等の活動を通して、子どもの読書活動の推進に

大きな役割を担っています。 

特に図書館は、館内や幼稚園・保育園、学校、公民館等における読書活動を推進

するため、読書ボランティアとの連携を強め、活動のさらなる充実や向上を目指し

ます。 

(2) 研修会の開催や新会員の養成 

読み聞かせの知識の習得や技術の向上を図るため、研修会・講習会への参加等を

支援し、また、新規会員の養成を行っていきます。 

(3) 情報提供とネットワークの構築 

地域における読書ボランティア活動の充実を図るため、読書ボランティアへ図書

や読み聞かせ関係の情報を提供するとともに、読書ボランティア間のネットワーク

の構築を推進し、定期的な情報交換を行っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

小学校における図書館職員

による読み聞かせ 



 

 

７ 普及啓発、広報活動の充実                                    

(1) 広報紙やホームページ等による情報発信 

学校や地域・図書館等における読書に関する取組や行事の情報を、広報紙・ホー

ムページ・読書に関するパンフレット等を通して積極的に発信します。また、様々

な情報メディアを活用した読書の情報提供を推進します。 

(2) 「家読（うちどく）の日」や「読書週間」における啓発 

「子ども読書の日」（４月 23日）を「家読（うちどく）の日」に設定し、図書館

を中心として読書にちなんだ行事や展示を行い、子どもの読書活動についての市民

の理解と関心の向上を図ります。 

(3) 幼稚園・保育園や学校の保護者会の会議等での啓発 

ＰＴＡや保護者会を通じて、発達段階に応じた読書活動や子どもの読書環境づく

りについての啓発活動を行います。 

(4) 優良図書の周知啓発 

読書に親しむ習慣形成や生涯にわたる人間形成に向けて、学校や図書館等が推薦

するブックリストを作成し、周知啓発に努めます。 

 

  

絵本作家を招いての「おはなしイベント」 



 

第３章 計画推進体制の整備 

 
読書が習慣として身に付き、自主的な読書活動を行う子どもを育てるために、また

読書活動を通じて感性豊かな子どもを育てるためにも、読書に親しむ機会を増やして

いかなければなりません。 

家庭・地域・幼稚園・保育園・学校・図書館等は、互いに協力し、連携して読書機

会の充実や環境づくりに取り組んでいく必要があります。 

 

１ 子ども読書活動推進連絡会議の開催                

本計画の取組状況について協議するため、学校、幼稚園・保育園、図書館、読書

ボランティア団体など関係機関による定期的な連絡会議を開催し、情報交換を図る

とともに関係機関が連携して施策を推進します。 

 

(1) 子ども読書活動推進連絡会議 

 団 体 名 

1 糸魚川市教育研究会図書館部会 小学校部 

2 糸魚川市教育研究会図書館部会 中学校部 

3 市内高等学校司書 

4 市内保育園  

5 保育園連絡協議会 

6 読書アドバイザー 

7 読書ボランティア団体等 

8 生涯学習課・図書館（事務局） 

 

(2) 子ども読書活動推進庁内連携会議 

 部 署 名 

1 健康増進課 

2 こども課 

3 こども教育課 

4 文化振興課 

5 生涯学習課・図書館（事務局） 
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２ 計画推進の体系図                                            

主体 方 策 区分 取組 

１ 

家
庭 

(

１)

家
庭 

① 家読(うちどく)の推進 新規 
 保護者が本に親しむ習慣づくり 
 日常的に親子で一緒に読書する習慣づくり 

② 読み聞かせの推進 継続  読み聞かせの意義や大切さの啓発 

③ 読み聞かせ事業への参加 新規 
 本に親しむ習慣づくり 
 読み聞かせ会への参加 
 図書館の活用 

(

２)

市 

① ブックスタート事業 新規 
 マタニティスクール、乳幼児健診に絵本の読
み聞かせを実施し、絵本のプレゼント実施 

② 「おすすめ本」の情報提供 
継続 
拡充 

 ブックリストの作成 
 ホームページ等による情報提供 

③ 「家読（うちどく）の日」の推奨 新規  「家読（うちどく）の日」（4/23）に親子で読書 

２ 

地
域 

① 地区公民館での 
読書活動の推進 

継続 
 地区公民館図書室の充実 
 読み聞かせの実施 
 団体貸出の促進 

② 児童館での読書活動の推進 継続 
 読書の機会の拡大 
 読み聞かせの定期的な実施 
 図書館の配本図書の定期的な入替 

③ 放課後児童クラブでの 

読書活動の推進 
新規 

 読書の機会の拡大 
 図書館や学校図書館の利用拡大 
 読み聞かせの実施 

④ 子育て支援センターでの 

読書活動の推進 
継続 

 子どもの読書活動への親や家族の役割や関
わり方の大切さに対する認識の啓発 
 絵本コーナーの充実 
 読み聞かせによる読書習慣の促進 

３ 
園 

(

１)
園 

① 幼稚園教諭・保育士の研修 新規  指導力の向上と研修等の充実 

② 絵本などの図書コーナーの 

充実 
継続 

 年齢等に応じた優良図書の選定 
 図書コーナー等の充実 

③ 保護者への啓発 新規 
 家庭での読み聞かせや絵本との触れ合いの
大切さの啓発 

(

２)

市 

④ 幼稚園教諭・保育士への支援 新規 
 保護者対象の読み聞かせ等の開催や情報提
供 

⑤ 本に親しむ機会づくり 継続 
 言葉あそび、紙芝居、絵本、おはなし、詩など
に触れる機会の充実 

４ 

学
校 

(

１)

学
校 

① 読書に親しむための環境整備 
継続 
拡充 

 発達や障害に応じた優良図書の選定や方法
の工夫 
 全教職員が読書指導できる校内体制づくり 

② 学校図書館の環境整備 
継続 
拡充 

 学校司書の配置 
 配架の工夫 
 学校図書館以外のスペースへの図書配置 
 蔵書情報のデータベース化、学校図書館シス
テムの整備 

③ 読書へのきっかけづくり 
継続 
拡充 

 「朝の読書」の推進 
 読書ボランティアや教職員による読み聞かせ
やブックトーク等の実施 

④ 読書活動の充実 
継続 
拡充 

 各教科における多様な読書活動の指導計画
への体系的な位置付け 

(

２)

市 

① 読書を進めるための連携・協力 
継続 
拡充 

 学校図書館と図書館の連携強化 
 図書館の団体貸出の積極的な利用促進 
 学校図書館だよりの発行 

② 教職員研修の充実 新規 
 全教職員を対象とした研修の実施 
 学校司書と教員の連携強化と支援 
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主体 方 策 区分 取組 

５ 

図
書
館 

① 「本との出会い」づくり 継続 
 魅力ある蔵書構成 
 取り出しやすく見やすい配架の工夫 

② 利用しやすい環境づくり 継続 
 レファレンス体制の充実 
 学習室、視聴覚コーナー、親子のおはなしス
ペースの整備 

③ 読書ボランティアへの 

支援・連携 

継続 
拡充 

 読書ボランティアと協力連携の強化 
 読み聞かせ会などの充実 
 講座や研修によるボランティアの育成、活動
の支援 

④ 人材の育成 
継続 
拡充 

 先進地視察や研修による職員の育成、資質
の向上 

⑤ 幼稚園・保育園との 

連携・協力 

継続 
拡充 

 図書の選定における協力体制の強化 
 図書館職員による絵本の読み聞かせの実施 

⑥ 学校との連携・協力 
継続 
拡充 

 図書の団体貸出レファレンスに応じた資料提
供 
 学校図書館の環境整備の支援 
 図書館職員による絵本の読み聞かせの実施 

⑦ 障害のある子どもたちへの 

読書活動推進 

継続 
拡充 

 障害の種類や程度に合わせた点字絵本、大
活字本、録音資料、触れる絵本などの充実 

⑧ 紅梅文庫資料の活用 新規 
 「紅梅文庫を活用する市民の会」と協力し、紅
梅文庫資料の活用推進 

⑨ 普及啓発活動 
継続 
拡充 

 図書館ホームページの子どもページの充実 
 おすすめ本や地域資料などの充実 
 「家読（うちどく）の日」や「読書週間」における
作品展示や読書イベントの実施 

 

 

  

第３章 計画推進体制の整備 
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１ 全国学力・学習状況調査の推移 

 

(１)　家や図書館で1日30分以上読書すると答えた割合

小学６年生 中学３年生
区分 H22 H24 H25 H26 H27 区分 H22 H24 H25 H26 H27

糸魚川市 35.5% 33.4% 36.7% 35.3% 36.8% 糸魚川市 28.1% 24.3% 25.1% 30.6% 31.4%
新潟県 35.9% 33.5% 35.6% 35.5% 34.7% 新潟県 26.6% 27.7% 30.2% 32.0% 31.1%
全国 35.9% 34.8% 36.6% 38.2% 37.7% 全国 27.3% 28.1% 29.5% 31.4% 30.6%

(２)　昼休みや放課後、学校が休みの日に学校図書館や地域の図書館に、月に１～３回以上行くと答えた割合

小学６年生 中学３年生
区分 H22 H24 H25 H26 H27 区分 H22 H24 H25 H26 H27

糸魚川市 58.2% 52.0% 53.6% 54.0% 49.1% 糸魚川市 16.6% 18.9% 16.5% 14.5% 14.7%
新潟県 48.8% 43.1% 48.3% 44.7% 42.6% 新潟県 16.4% 16.7% 16.0% 15.6% 16.6%
全国 43.5% 41.3% 44.9% 42.9% 40.7% 全国 19.1% 20.5% 20.5% 18.9% 19.6%

(３)　読書は好きと答えた割合

小学６年生 中学３年生
区分 H22 H24 H25 H26 H27 区分 H22 H24 H25 H26 H27

糸魚川市 76.8% 76.7% 71.0% 76.2% 75.2% 糸魚川市 65.8% 58.9% 65.6% 68.2% 68.0%
新潟県 76.7% 75.2% 73.8% 75.4% 75.4% 新潟県 72.3% 74.0% 74.7% 74.2% 73.3%
全国 71.8% 72.6% 72.1% 73.0% 73.0% 全国 68.8% 69.7% 70.1% 69.4% 67.9%

30.0%
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34.0%

36.0%

38.0%
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糸魚川市 新潟県 全国
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２ 糸魚川市民図書館の蔵書冊数の推移 
 

 

 

図書館 H22 H23 H24 H25 H26

43,699 42,446 43,365 43,199 43,066 上段：児童図書
105,057 109,245 109,959 110,557 107,920 中段：一般図書
148,756 151,691 153,324 153,756 150,986 下段：計
12,213 13,708 14,895 14,669 15,352
29,081 32,478 35,164 36,426 38,254
41,294 46,186 50,059 51,095 53,606
17,395 18,223 19,053 20,021 20,674
49,560 51,524 52,831 54,619 56,043
66,955 69,747 71,884 74,640 76,717

児童図書 73,307 74,377 77,313 77,889 79,092
一般図書 183,698 193,247 197,954 201,602 202,217

合計 257,005 267,624 275,267 279,491 281,309

糸魚川市民図書館

能生図書館

青海図書館

148,756 151,691 153,324 153,756 150,986 

41,294 46,186 50,059 51,095 53,606 

66,955 
69,747 71,884 74,640 76,717 
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３ 糸魚川市民図書館の登録者数の推移 

 

単位：人

性別 年齢 H22 H23 H24 H25 H26

0～12歳 816 759 713 661 625
13～18歳 521 489 461 426 415
19歳～ 2,674 2,554 2,572 2,438 2,604

4,011 3,802 3,746 3,525 3,644
0～12歳 877 814 795 779 720
13～18歳 696 698 678 582 615
19歳～ 4,648 4,501 4,562 4,309 4,588

6,221 6,013 6,035 5,670 5,923
0～12歳 1,693 1,573 1,508 1,440 1,345
13～18歳 1,217 1,187 1,139 1,008 1,030
19歳～ 7,322 7,055 7,134 6,747 7,192

10,232 9,815 9,781 9,195 9,567

男性

女性

合計
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４ 糸魚川市民図書館の利用者数の推移 

 

 

単位：人

図書館 H22 H23 H24 H25 H26

5,921 5,438 5,649 5,562 4,439 上段：0～12歳
1,826 1,714 1,427 1,459 1,132 中段：13～18歳

34,528 34,545 32,636 33,024 32,057 下段：19歳～
（館外貸出資料者数　計） 42,275 41,697 39,712 40,045 37,628

（利用者数　計） 54,427 52,517 50,032 51,578 46,282
2,055 3,095 3,347 2,551 2,211

530 649 646 646 597
6,715 10,787 11,843 11,515 12,090

（館外貸出資料者数　計） 9,300 14,531 15,836 14,712 14,898
（利用者数　計） 12,893 19,599 20,106 18,254 18,625

4,674 3,797 3,193 2,743 2,180
713 678 753 646 581

22,407 21,050 19,489 19,602 18,562
（館外貸出資料者数　計） 27,794 25,525 23,435 22,991 21,323

（利用者数　計） 33,836 30,426 28,279 27,536 25,564
12,650 12,330 12,189 10,856 8,830
3,069 3,041 2,826 2,751 2,310

63,650 66,382 63,968 64,141 62,709
（館外貸出資料者数　計） 79,369 81,753 78,983 77,748 73,849

（総合計） 101,156 102,542 98,417 97,368 90,471

糸魚川市民図書館

能生図書館

青海図書館

合計

42,275 41,697 39,712 40,045 
37,628 
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５ 地区公民館（糸魚川地域）への配本図書利用状況の推移 
 

 

 

 

 

  

（１）　配本冊数

区分 H22 H23 H24 H25 H26

児童図書 6,310 6,315 6,360 6,405 6,405
一般図書 6,159 6,207 6,313 6,382 6,382

合計 12,469 12,522 12,673 12,787 12,787

（２）　貸出冊数

区分 H22 H23 H24 H25 H26

児童生徒 530 320 229 136 125
一般 1,318 1,459 918 891 1,248

合計 1,848 1,779 1,147 1,027 1,373
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６  糸魚川市民図書館行事開催状況の推移 
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区分 H22 H23 H24 H25 H26

回数 55 48 48 52 50
参加者数 1,414 687 816 2,817 732

（行事）
おはなし会
映画会
夏休み子ども教室
雑誌リサイクルフェア
紅梅文庫公開　・・・　etc
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７ 市内読書ボランティア紹介 

団体名・発足時期 代表者・電話 会員数 定例のおはなし会等 

① 土よう子ども会 

  平成７年４月 

濱田 早苗 

025-562-3271 
12人 

日時：第２土曜日 9:30-11:30 

(H28年4月から)10:30-11:30 

場所：きらら青海 

子どもたちの心を潤せたらと思い、映写会から始めました。その後、手作り

のＯＨＰ作品を映写して読み聞かせをし、子どもたちが静かに聞き入ってくれ

る姿を見て少しずつ本の読み聞かせを増やしてきました。 

最近では、絵本の読み聞かせのほか、糸魚川の民話、15分程度の映画、

簡単な工作、手遊びなども行っています。読み聞かせでは、おやこ文庫「アイ

アイ」に参加していただいた子どもたちも読み手になってくれています。 

② おやこ文庫 

「アイアイ」 

  平成13年５月 

濱田 早苗 

025-562-3271 
６人 

日時：第２・第４木曜日10:30-11:30 

場所：きらら青海 

幼稚園未満児を対象とし、絵本や紙芝居の読み聞かせ、エプロンシアタ

ー、リズムあそび、絵本の貸出などを行っています。 

③ 昔かたり春よこい 

  平成10年10月 

中村 栄美子 

025-552-2971 
16人 

日時：第２・第４土曜日 14:00-15:00 

場所：市民図書館 

親から子へと語り継がれてきた昔話をお年寄りを訪ね採話し、本や紙芝居

にして伝承活動を行っています。 

図書館や学校、老人会等で地元に伝わる昔話を紙芝居にして実演してい

ます。 

ふる里の昔を若い世代に伝え、ふる里再発見“ふる里大好き人間の輪”を

広げる活動をしています。 

④ 絵本読み聞かせの会 

はらぺこあおむし 

  平成14年４月 

朝日 仁美 

JPIC読書ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 

025-553-3536 

８人 

 

発足当初は、公民館で乳幼児の親子だけに読んでいた会も、今ではお呼

びがかかれば可能な限り、出張読み聞かせをする会にまで成長しました。 

読む場があることに感謝し、たくさんの笑顔を源として、日々活動していま

す。子育ての中に自然と絵本がある環境を作ることを目指し、今後は絵本の

楽しさを子どもだけでなく、大人にも伝えていければと思っています。 

⑤ 手塩(てしょ)の会 

  平成18年４月 

二ツ矢 静代 

025-552-7146 
19人 

 

糸魚川地域では小皿のことを「おてしょ」と言い、手のひらにのせ落とさない

よう大事に扱いました。子どもを育てるにも「てしお」にかけてと言って愛情こ

めて大切に育てます。どちらも大事に大切にということから会の名前を「手塩

（てしょ）の会」としています。 

設立当時から大野地区を中心に小学校・保育園での定期的な読み聞か

せ、紙芝居、エプロンシアター、手遊び、うたによる活動など男性会員の協力

も得て活動しています。平成27年度からは糸魚川市の特別支援学校小学部

での授業にも組み込まれるなど活動の場を広げています。 

※ 上記以外にも図書館、学校、幼稚園・保育園等から依頼を受けて個人的に読み聞かせ等

のボランティア活動を行っている方がいます。詳しくは市民図書館にお尋ねください。 
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８ 関係機関・施設一覧 

機関・施設 所在地 電話 機関・施設 所在地 電話 

図
書
館 

能生図書館 能生 1941-2 566-3334 

保
育
園
・
所 

能生保育園 能生 6856-7 566-4743 

市民図書館 一の宮 1-2-3 552-6330 いずみ保育園 能生 1170-30 566-2184 

青海図書館 青海 4657-3 562-2441 おひさま保育園 小見字諏訪 4890-3 566-2705 

小
学
校 

磯部小学校 筒石 500 567-2200 木浦保育園 木浦 3780 566-3001 

能生小学校 能生 4485 566-2026 いくみ保育園 田伏 1208 555-2911 

南能生小学校 溝尾 2991-4 568-2011 浦本保育園 中浜 271 555-2706 

中能生小学校 平 404 566-2702 はやかわ保育園 上覚 33 555-4004 

木浦小学校 木浦 6073 566-2120 大和川保育園 大和川 978 552-3142 

浦本小学校 中浜 433 555-2008 西海保育園 水保 1843 552-0712 

下早川小学校 日光寺 322 555-2107 糸魚川東保育園 東寺町 2-4-2 550-1525 

大和川小学校 田伏 87 552-3115 中央保育園 横町 2-7-20 552-0783 

西海小学校 羽生 1937 552-3811 やまのい保育園 上刈 1-14-1 552-1325 

糸魚川東小学校 東寺町 2-4-1 552-2700 大野保育園 大野 1980-1 552-7500 

糸魚川小学校 中央 1-2-1 552-0042 寺地保育園 寺地 150-1 562-2032 

根知小学校 東中 5121-1 558-2100 根知保育所 山口 120-2 558-2224 

大野小学校 大野 2044-1 552-0095 

幼
稚
園 

糸魚川ｶﾄﾘｯｸ天使幼稚園 中央 2-1-40 552-1216 

田沢小学校 田海 13-2 562-2215 糸魚川幼稚園 寺町 1-7-12 552-4119 

青海小学校 青海 382 562-2027 田沢幼稚園 田海 13-2 562-2002 

市振小学校 市振 775 564-2021 青海幼稚園 青海 675 562-2019 

中
学
校 

能生中学校 能生 2643 566-2065 
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
等 

能生子育て支援ｾﾝﾀｰ 
能生 1180-2 

566-5582 

糸魚川東中学校 梶屋敷 433 555-2616 能生児童館 566-5581 

糸魚川中学校 上刈 4-1-1 552-1267 
糸魚川東部子育て支援ｾﾝﾀｰ 

(はやかわ保育園内) 
上覚 33 555-4198 

青海中学校 寺地 1160 562-2079 
糸魚川子育て支援ｾﾝﾀｰ 

(中央保育園内) 
横町 2-7-20 552-0882 

特
別
支

援
学
校 

ひすいの里総合学校 中央 1-2-1 553-1731 
青海子育て支援ｾﾝﾀｰ 田海 605 562-1212 

児
童
ク
ラ
ブ
室 

下早川児童クラブ室 日光寺 322 
080-1121 

-7936 

県
立 

 

高
等
学
校 

海洋高等学校 能生 3040 566-3155 大和川児童クラブ室 田伏 87 553-2221 

糸魚川高等学校 平牛 248-2 552-0004 糸魚川東児童クラブ室 東寺町 2-4-1 552-3515 

糸魚川白嶺高等学校 清崎 9-1 552-0046 糸魚川児童クラブ室 中央 1-2-1 553-0369 

保
育
園
・
所 

筒石保育園 筒石 369-2 567-2546 大野児童クラブ室 大野 2044-1  
090-8872 

-3510 

川崎保育園 藤崎 4118-1 567-2942 田沢児童クラブ室 田海 13-2 
090-5435 

-8571 

汐路保育園 能生小泊1772-1 566-4281 青海児童クラブ室 青海 382 
090-7835 

-6076 
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９ 子どもの読書活動の推進に関する法律 

（平成13年12月12日法律第154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。 
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（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） 

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。 
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10 文字・活字文化振興法 
（平成 17年７月 29日法律第 91号） 

 

（目的） 

第一条  この法律は、文字・活字文化が、人類が長い歴史の中で蓄積してきた知識

及び知恵の継承及び向上、豊かな人間性の涵養並びに健全な民主主義の発達

に欠くことのできないものであることにかんがみ、文字・活字文化の振興に

関する基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにすると

ともに、文字・活字文化の振興に関する必要な事項を定めることにより、我

が国における文字・活字文化の振興に関する施策の総合的な推進を図り、も

って知的で心豊かな国民生活及び活力ある社会の実現に寄与することを目的

とする。  

（定義） 

第二条  この法律において「文字・活字文化」とは、活字その他の文字を用いて表

現されたもの（以下この条において「文章」という。）を読み、及び書くこ

とを中心として行われる精神的な活動、出版活動その他の文章を人に提供す

るための活動並びに出版物その他のこれらの活動の文化的所産をいう。  

（基本理念） 

第三条  文字・活字文化の振興に関する施策の推進は、すべての国民が、その自主

性を尊重されつつ、生涯にわたり、地域、学校、家庭その他の様々な場にお

いて、居住する地域、身体的な条件その他の要因にかかわらず、等しく豊か

な文字・活字文化の恵沢を享受できる環境を整備することを旨として、行わ

れなければならない。  

２ 文字・活字文化の振興に当たっては、国語が日本文化の基盤であることに

十分配慮されなければならない。  

３ 学校教育においては、すべての国民が文字・活字文化の恵沢を享受するこ

とができるようにするため、その教育の課程の全体を通じて、読む力及び書

く力並びにこれらの力を基礎とする言語に関する能力（以下「言語力」とい

う。）の涵養に十分配慮されなければならない。  

（国の責務） 

第四条  国は、前条の基本理念（次条において「基本理念」という。）にのっとり、

文字・活字文化の振興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。  
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（地方公共団体の責務）  

第五条 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、文字・活字文化の振興に関する施策を策定し、及び実施す

る責務を有する 

（関係機関等との連携強化） 

第六条  国及び地方公共団体は、文字・活字文化の振興に関する施策が円滑に実施

されるよう、図書館、教育機関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。  

（地域における文字・活字文化の振興） 

第七条  市町村は、図書館奉仕に対する住民の需要に適切に対応できるようにする

ため、必要な数の公立図書館を設置し、及び適切に配置するよう努めるもの

とする。  

２ 国及び地方公共団体は、公立図書館が住民に対して適切な図書館奉仕を提

供することができるよう、司書の充実等の人的体制の整備、図書館資料の充

実、情報化の推進等の物的条件の整備その他の公立図書館の運営の改善及び

向上のために必要な施策を講ずるものとする。 

３ 国及び地方公共団体は、大学その他の教育機関が行う図書館の一般公衆へ

の開放、文字・活字文化に係る公開講座の開設その他の地域における文字・

活字文化の振興に貢献する活動を促進するため、必要な施策を講ずるよう努

めるものとする。  

４ 前三項に定めるもののほか、国及び地方公共団体は、地域における文字・

活字文化の振興を図るため、文字・活字文化の振興に資する活動を行う民間

団体の支援その他の必要な施策を講ずるものとする。  

（学校教育における言語力の涵養） 

第八条  国及び地方公共団体は、学校教育において言語力の涵養が十分に図られる

よう、効果的な手法の普及その他の教育方法の改善のために必要な施策を講

ずるとともに、教育職員の養成及び研修の内容の充実その他のその資質の向

上のために必要な施策を講ずるものとする。 

２ 国及び地方公共団体は、学校教育における言語力の涵養に資する環境の整

備充実を図るため、司書教諭及び学校図書館に関する業務を担当するその他

の職員の充実等の人的体制の整備、学校図書館の図書館資料の充実及び情報

化の推進等の物的条件の整備等に関し必要な施策を講ずるものとする。  

（文字・活字文化の国際交流） 

第九条  国は、できる限り多様な国の文字・活字文化が国民に提供されるようにす

るとともに我が国の文字・活字文化の海外への発信を促進するため、我が国

においてその文化が広く知られていない外国の出版物の日本語への翻訳の支

資 料 編 



 

援、日本語の出版物の外国語への翻訳の支援その他の文字・活字文化の国際

交流を促進するために必要な施策を講ずるものとする。  

（学術的出版物の普及） 

第十条  国は、学術的出版物の普及が一般に困難であることにかんがみ、学術研究

の成果についての出版の支援その他の必要な施策を講ずるものとする。  

（文字・活字文化の日）  

第十一条 国民の間に広く文字・活字文化についての関心と理解を深めるようにする

ため、文字・活字文化の日を設ける。  

２ 文字・活字文化の日は、十月二十七日とする。  

３ 国及び地方公共団体は、文字・活字文化の日には、その趣旨にふさわしい

行事が実施されるよう努めるものとする。  

（財政上の措置等）  

第十二条 国及び地方公共団体は、文字・活字文化の振興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。  
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11 子どもの読書週間 

 

 

子どもの読書週間 ４月 23日 ～ ５月 12日 

読書週間 10月 27日 ～ 11月  ９日 

 

 

 

  昭和 34(1959)年に始まった「子ども読書週間」は、もともとは５月１日～14日（子

どもの日を含む２週間）でしたが、平成 12(2000)年の「子ども読書年」を機に、現

在の４月 23日～５月 12日の約３週間に期間を延長しました。 

  ４月～５月にかけては、「国際子どもの本の日」「サン・ジョルディの日」などの

記念日・関連イベントも多く、また平成 13(2001)年 12月に公布・施行の「子ども

の読書活動推進に関する法律」により、４月 23日が「子ども読書の日」となった影

響もあって、「子どもの読書週間」は大きな盛り上がりを見せています。 

 （公益社団法人 読書推進運動協会） 
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12 糸魚川市子ども読書活動推進計画策定委員会委員名簿 
 

 

 

 

 

 

  

氏　　　　名 備　　　考

  1 古 閑 晶 子 上越教育大学　准教授 指 導 ・ 助 言 者

  2 湯 浅 昭 司 上越教育事務所 副参事 上 越 教 育 事 務所

  3 有 水 嘉 代 糸魚川市こども課子育て支援係長
糸 魚 川 市
教 育 委 員 会

  4 荒 井 尊 嗣 中能生小学校 教頭
市教研学校図書館
部 会 小 学 校 部

  5 石 田 良 恵 糸魚川中学校 教諭
市教研学校図書館部
会 中 学 校 部

  6 齋 藤 遥 糸魚川高等学校 司書
市内高等学校　　　学
校 司 書

  7 山 本 裕 美 おひさま保育園　園長 市 内 保 育 園

  8 松 澤 久 美 子 青海幼稚園　園長 市 内 幼 稚 園

    9 伊 藤 純 中央保育園 保護者会長
保育園連絡協議会
会 長

10 朝 日 仁 美 読 書 ア ドバ イザー

11 濱 田 早 苗 親子文庫アイアイ・土よう子ども会 代表
市内読み聞かせ等
団 体

12 中 村 栄 美 子 昔かたり春よこい 代表
市内読み聞かせ等
団 体

13 二 ﾂ 矢 静 代 手塩の会 代表
市内読み聞かせ等
団 体

事 務 局

所　　　　属 職　　　　名 氏　　　　　名 備　　　　考

1 館 長 佐 々 木 繁 雄
兼任／教育委員会
生 涯 学 習 課 長

2 館 長 補 佐 小 島 治 夫
兼任／教育委員会
生涯学習課長補佐

3 係 長 関 澤 一

4 主 査 七 澤 一 恵

区　　　　分

JPIC読書アドバイザー
絵本読み聞かせの会はらぺこあおむし 代表

糸魚川市民図書館
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表紙のキャラクター 

【御風さん】 

 

相馬御風（そうまぎょふう）の着ぐるみの愛称。御風の本名は、相馬昌治。歌人・

詩人・自然主義評論家・良寛研究家です。明治 16(1883)年 7 月 10 日、糸魚川町

大町（現在の糸魚川市大町）の社寺建築を業とする旧家に生まれました。 

早稲田大学英文学科在学中に与謝野鉄幹主宰の新詩社に入会し、「明星」の

同人となりました。やがて脱会、東京純文社を結成し、雑誌「白百合」を創刊し、卒

業後は早稲田文学社に入り「早稲田文学」の編集を行いました。また、「早稲田詩

社」を結成し、「口語自由詩」を提唱するなど当時の文壇で活躍しました。 

大正５年、自己の内面を告白した『還元録』を出版後、糸魚川に戻り、良寛研究

や短歌結社「木蔭会」の指導、随筆を中心とした「野を歩む者」の刊行や、郷土

史・民俗の研究など幅広く活躍しました。特に良寛研究に果たした役割は大きく、

また、早稲田大学校歌や日本初の流行歌といわれる「カチューシャの唄」、童謡

「春よ来い」を作詞しました。 

【ぬ～な】 古事記に登場する糸魚川の伝説のお姫様、奴奈川姫（ぬなかわひめ）をモチ

ーフにしたキャラクターです。性格はやさしく、他人思いでとても賢いお姫様。出

雲の国の大国主命（おおくにぬしのみこと）から、熱い想いを寄せられています。 

【ジオまる】 糸魚川－静岡構造線の断層とヒスイをモチーフにしたキャラクターです。丸い

体が地球を、２色で分けられた顔が断層を意味し、額と背中に勾玉がついていま

す。古代の糸魚川から現代に蘇った、かわいく不思議な生き物で、糸魚川ジオパ

ークの知識が豊富です。 
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