資料１

第３次防府市子ども読書活動推進計画策定スケジュール
年

月

10

内容
策定協議会(策定作業)

連絡協議会

（第２次計画の実施状況整理）

30 11
12

31

（第３次計画に向けた課題調査）

1

（第３次計画の方向性協議）

2

（各機関の取組集約）

現方
状針
分検
析討

H３０年度第２回 推進連絡協議会

3
4

R1年度
↓

（公募委員募集）

5
6

（各機関の取組の調整）

7 第１回 策定協議会
R1

8

第１回 推進連絡協議会

（素案作成・意見聴取）

（平成３０年度 事業実施状況公表）

9
10 第２回 策定協議会
11
12 市議会へパブコメ実施前の説明
1 パブリックコメント実施
（パブリックコメント対応）

R2

2
第３回 策定協議会

3 市議会報告

意原
見稿
聴修
取正

資料２

第３次子ども読書活動推進計画の策定について
子どもの読書活動の輪をさらに広げるとともに、多様化・高度化をめざし、活
動の推進に関する施策の方向や具体的な取組を示す、第３次計画を策定する。
１

計画の位置づけ（法律・他の計画との関係）
●「子どもの読書活動の推進に関する法律」に基づき策定する。
●国の「第４次子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画」（平成３０
年４月策定）及び「山口県子ども読書活動推進計画第４次計画」
（平成３０
年度～令和４年度）を踏まえ、
「第四次防府市総合計画」
・
「防府市教育振興
基本計画」
「第二次防府市生涯学習推進計画」に示した内容との整合性・統
一性を図りながら策定する。

２

３

計画の期間
令和２年度から令和６年度まで
子どもの読書活動を取り巻く状況の変化

(1)
国、県、社会における動向
●「学校図書館法の一部を改正する法律」（平成２７年４月１日施行）
●「これからの学校図書館の整備充実について(報告)」（平成２８年１０月）
●学習指導要領の改訂（平成２９年、平成３０年公示）
●「図書館の設置及び運営上の望ましい基準」
（平成２４年１２月１９日告示）
●国の「第４次子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画」（平成３０年
４月策定）
●「山口県教育振興基本計画」（平成３０年度～令和４年度）
●「山口県子ども読書活動推進計画第４次計画」
（平成３０年度～令和４年度）
●「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律」
（令和元年６月２８
日施行）
●情報通信手段の普及・多様化
(2)
本市における動向
●「第四次防府市総合計画」（平成２３年度～３２年度）
●「防府市教育振興基本計画」（平成２６年度～３２年度）
●「第二次防府市生涯学習推進計画」（平成２４年度～３３年度）

1

基本方針
１

計画推進の理念
「未来を築く豊かな知恵とひとづくり」

２

計画の対象
０歳から概ね１８歳まで

３

計画推進の基本方針
(1)

子どもの読書活動推進環境の整備・充実

(2)

子どもの読書活動推進体制の整備・充実

(3)

子どもの読書活動の多様化・高度化
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資料３
防府市子ども読書活動推進計画の第２次計画における取組・成果
(１)

家庭における子どもの読書活動推進の取組・成果

①家庭における大人と子どもの読書活動推進のための環境整備
防府市文化センターの短期講座や「生涯学習フェスティバル」における読
み聞かせ講座、「子ども読書フェスティバル」での家庭読書に関する講演等
を実施し、家庭の読書環境に対する意識の向上を図りました。
また、幸せます人材バンク「指導者バンク」を利用した読み聞かせ関係の
利用申込も増加しています。
市立図書館では、ボランティアが制作した布絵本を貸出し、乳幼児が遊び
の中で本に親しめる機会を提供しています。
そのほかにも、
「ほうふとしょかんこどもしんぶん」、
「新刊紹介」、市広報
の「今月のおすすめ図書」などで子どもの本を紹介し、家庭読書を支援して
います。
②啓発広報活動の強化
毎月第３日曜日の「家庭の日」に家庭で読書の時間を設けることや、各家
庭において 1 週間に 1 回程度「家庭読書の日」を設けることを推奨する記事
を、市広報や「家庭の日」のチラシ、生涯学習情報紙「まなぼうやだより」
等に掲載しています。
「家庭の日」に開催される親子ふれあいイベントの中でも読み聞かせが行
われています。
そのほかにも「家庭の日」に図書館職員が商業施設での読み聞かせを通じ
て「うちどく（家読）」
（注 2）を奨励し、大人と子どもが一緒に読書すること
の大切さを呼びかけています。
また、読み聞かせボランティアと図書館職員が連携して、定例の読み聞か
せの中で本を紹介する機会を設け、家庭における読書を啓発しています。
（注 1）
「うちどく（家読）
」
：
「家庭読書」の略語で、
「家族ふれあい読書」を意味する。
「うち
どく（家読）
」は、
「朝読」
（朝の読書の略語）の家庭版として考えられたもの。家族
で本を読んで、コミュニケーションをはかり「家族の絆づくり」をすることを目的と
している。

1

③乳幼児に早い時期から本に親しむ機会を提供する「赤ちゃん文庫事業」の
継続と展開
母子保健推進員が生後２か月児のいる家庭を訪問し、妊娠届出時に保護者
が選んだ絵本２冊と、読み聞かせの意義を記したチラシを渡す、「赤ちゃん
文庫事業」を継続して行い、乳児期の早い段階から本に親しむことの重要性
を伝えています。
また、子育てサークル活動や「わいわいＨＯＦＵっ子の集い」などで、母
子保健推進員が大型紙芝居や絵本の読み聞かせ、エプロンシアター等を、乳
幼児と保護者を対象に行い、絵本の楽しさや読み聞かせの大切さを伝えまし
た。
「あつまれ！わくわく広場」や地域子育てサロン、地域子育て支援センタ
ーなどの子育て支援事業の中でも、ボランティア等と連携・協力し、あそび
を交えながら読み聞かせを実施しました。
市立図書館は、ブックリスト「おすすめ赤ちゃん絵本」を発行し、乳幼児
や保護者と関わる様々な機会や場において、関係機関と連携して配布してい
ます。

2

(２)

地域における子どもの読書活動推進の取組・成果

①地域におけるおはなしボランティアとの連携及び活動の奨励・支援
公民館等で、子どもの読書活動に携わっているボランティアに対して、図
書館ボランティア養成講座等の研修機会の提供や、市立図書館によるお話会
用具等の貸出などの活動支援を行っています。
②児童館における児童図書の質・量両面にわたる整備と読書機会の充実
児童館では、毎年児童図書を購入し、子どもたちの身近に図書を配置して、
本と触れ合う環境の整備に努めています。
また、市立図書館の移動図書館や貸出文庫を利用して、読書機会の充実を
図っています。
③市立図書館との連携強化
公民館においては、市立図書館の地域文庫の周知を図り、子どもの読書活
動の活性化に努めています。
留守家庭児童学級では、市立図書館の貸出文庫を利用して、読み聞かせ等
の読書活動を行っています。
また、地域のイベント等で移動図書館が出張貸出を行い、読書の啓発を行
いました。
④啓発広報活動の強化
子ども向け生涯学習情報紙「まなぼうやだより」に、子ども読書フェステ
ィバル等の子どもの読書活動推進に関する記事を掲載し、啓発広報を行いま
した。

3

(３)

小学校、中学校における子どもの読書活動推進の取組・成果

①学校図書館資料の質・量両面にわたる充実
学校図書館では、子どもたちにとって魅力的な蔵書の整備と教科の授業や
調べ学習に活用できる資料の収集に努めています。
学校図書館図書標準の充足率は、小・中学校ともに向上しました。
②学校図書館の開館時間や活用頻度など様々な利用環境の整備
司書教諭と学校司書が連携し、学校図書館ボランティアの協力も得て、学
校図書館の開館時間の拡大や、資料のディスプレイ、レイアウトなどの利用
環境の美化・整備に努めました。
また、校舎の改築等の機会に、学校図書館の増床や施設整備を進めました。
③授業における学校図書館活用の促進
学校司書が資料の準備や調べ学習の支援を行うことで、授業における学校
図書館の活用が広がっています。
平成２８年度末に、市立図書館に教科単元に合わせて資料をセットにした
学校支援図書を設置し、平成２９年度から貸出を開始しました。
子どもたちが各自で学習するために、十分な資料を提供できる体制の整備
に努めています。
④「全校一斉の読書活動」の継続・拡充・質的充実
市立の全小・中学校で全校一斉の読書活動が継続して行われています。
ボランティアや学校司書との連携により、読み聞かせや本の紹介などを織
り交ぜて、子どもたちが読書に興味を持つように様々な取組を行っています。
⑤司書教諭の活動の充実を図るための体制づくり
司書教諭が、学校司書との連携を進め、十分な活動や指導ができるよう、
環境の整備を進めています。
⑥学校司書の専任配置をめざした増員と研修の充実によるスキルアップ
学校司書を１３名に増員し、ほぼ２校に１名の配置になっています。
学校図書館の「学習・情報センター」「読書センター」としての機能充実
のために、平成２９年度から学校図書館コーディネーターを配置して、スキ
ルアップのための専門的な研修の充実に努めています。
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⑦学校図書館ボランティアの養成と活動支援及び研修の実施
学校図書館ボランティアの自主的な研修に図書館職員が協力して、スキル
アップのための支援を行っています。
市立図書館の図書館ボランティア養成講座にも学校図書館に関わる内容
を加えました。
⑧市立小・中学校図書館管理システムの活用促進と市立図書館とのオンライ
ン・ネットワーク・システムの構築
平成２９年２月に市立小・中学校図書館と市立図書館との横断検索システ
ムを導入し、市立図書館と各学校図書館の資料を有効活用することで、授業
で使用する図書の充実に努めています。
司書教諭や学校司書を対象に操作研修を実施し、他の教諭への周知と活用
促進を図りました。
市立図書館から学校図書館へ授業等で使用する資料の貸出が増加してお
り、学校間でも資料の相互貸借が行われるようになっています。
⑨学校図書館支援センター設置の検討
平成２８年４月に教育総務課に図書館管理室が設置され、学校図書館と市
立図書館を一元的に管理することで、学校図書館支援センターとしての機能
を担っています。
平成２９年度からは、学校図書館コーディネーターが、学校への情報提供
や助言等を行い、学校図書館の活用促進を図っています。
⑩学校図書館管理システムの有効活用と司書教諭・学校司書・学校図書館ボ
ランティアを対象とした研修の強化
学校図書館管理システムの機能を活用し、児童生徒の利用状況や蔵書の構
成等を随時確認することにより、学校図書館運営の適正化に努めています。
学校司書の研修においても、システム活用の指導を行っています。
⑪地域に開かれた学校図書館のあり方の検討
市立小・中学校におけるコミュニティ・スクールや地域との連携に学校図
書館を活用する機会が増えています。
⑫「防府市学校図書館振興計画」に係る検証と内容具体化の検討
平成２４年度に策定された「防府市学校図書館振興計画」に続いて、平成
２８年度に第２次計画を策定しました。
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その進捗状況を検証するとともに、課題への対応を検討しています。
⑬読書イベント等による読書活動の促進
図書委員の自主的な活動を支援し、読書イベント等を開催して、読書離れ
が進む傾向にあるヤング・アダルト層が読書に関心を持つように努めていま
す。

6

(４)

幼稚園や保育園(所)における子どもの読書活動推進の取組・成果

①子どもが絵本に親しむ環境づくりと蔵書や設備の整備・充実
各幼稚園・保育園(所)・認定こども園では、いつも子どもたちの身近に絵
本があり、気軽に読書を楽しむことができる環境の整備に努めています。
また、各園において日常的に読み聞かせを実施し、子どもたちが絵本の楽
しさと本とふれあう喜びを感じることができるように努めています。
②研究と研修活動の強化
各園における研修や幼稚園連盟、保育協会が開催する市内全体での研修会
の中で、絵本の大切さを学び、選書や読み聞かせの技能が向上するよう努め
ています。
また、各園での取組について情報交換を行い、読書推進の方法を研究して
います。
③絵本を中心とする親子読書に対する保護者の理解を深めるための広報啓発
活動の強化
各園において、保護者会や園だより等で、家庭での読み聞かせの必要性を
伝えており、保護者の絵本への関心が高まってきています。
④貸出の奨励強化
多くの幼稚園・保育園(所)・認定こども園で絵本の貸出が行われており、
親子で読書を楽しむ機会が増えています。
また、市立図書館は、
「としょかんこどもしんぶん」や「新刊紹介」等を市
内すべての園に配付し、図書館の利用を呼びかけています。
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(５)

市立図書館における子どもの読書活動推進の取組・成果

①乳幼児からヤング・アダルトまで子どもの年齢に応じた多様なニーズに対
する幅広い資料の充実・整備
乳幼児からヤング・アダルトまで、子どもたちの生活や関心を研究し、多
様な要求に対応できる資料の充実に努めました。
また、学校の授業に活用できる資料の収集を積極的に行い、学校支援図書
として貸出を開始しました。
②姉妹都市大韓民国春川（チュンチョン）市の図書館との資料交換協定に基づ
く大韓民国児童図書の受入
姉妹都市大韓民国春川（チュンチョン）市の市立図書館と毎年約１００冊
の図書を交換し、大韓民国で発行された児童図書を多く受入れました。
③子どもへのレファレンス・サービスやフロア・ワークの質的向上
年齢に応じた調べ学習支援のためのパスファインダーやテーマ別のブッ
クリスト・ミニブックを作成し、館内に常備するとともに、様々な機会を捉
えて館外でも配布しました。
また、子どもたちが本を通して新たな発見ができるように、資料の展示方
法を工夫し、随時ミニ展示コーナーを設置して、多様なテーマで資料を紹介
しました。
児童コーナー等で子どもたちに積極的に声をかけ、フロア・ワークによる
読書支援に努めました。
④障害のある子どもへのサービスの充実
障害のある子どもも、読書に親しむことができるよう、大活字本・布絵本・
点字図書・各種視聴覚資料等の充実に努めています。
ボランティアの協力を得て、布絵本等を収集するとともに、リーディング
ルーペ、リーディングトラッカー等の読書補助具を配備しました。
⑤市内全域サービスの充実
移動図書館は、華西中学校、大道小学校、右田小学校、西浦小学校やスー
パーマーケットなど、子どもや保護者が利用しやすい場所にステーションを
新設し、現在３７か所を運行しています。
また、貸出文庫は、学校や留守家庭児童学級、幼稚園、保育園等で利用さ
れています。
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地域文庫についても、公民館との連携により、活用促進を図っています。
⑥啓発のための行事・企画と広報活動・情報発信の強化
「防府市子ども読書フェスティバル」やビブリオバトル、移動図書館の出
張サービス等を実施し、読書の啓発に努めました。
「防府市図書館を使った調べる学習コンクール」は、平成２８年度から対
象を中学生にも広げています。
また、平成２８年の図書館システムの更新に合わせて、借りて読んだ本を
記録できる読書手帳や図書館のホームページから利用できる読書マラソン
等の読書活動推進サービスを開始しました。
⑦子どもを対象に活動する図書館ボランティアの養成・活動の支援・協働の強
化
「おはなしボランティア養成講座」の内容を拡充して「図書館ボランティ
ア養成講座」とし、読み聞かせボランティアだけでなく、学校図書館ボラン
ティアや様々な形で子どもの読書活動に関わるボランティアにも研修の機
会を提供しました。
また、子どもの読書活動推進に係るボランティアへ、機会や場所・設備・
資料・情報の提供などの活動支援を行っています。
⑧市立図書館と学校図書館とのオンライン・ネットワーク・システムの構築
平成２９年２月に導入した市立小・中学校図書館と市立図書館との横断検
索システムを有効に活用するため、市立図書館の資料を手軽に学校図書館で
利用できるよう、学校貸出の取扱要領を整備しました。
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資料４
子どもの読書活動に関する参考データ
防府図書館 館外個人貸出冊数
増減率

H30年度

H29年度

H28年度

H27年度

H26年度

館外個人貸出冊数

100.6

585,667

586,898

574,497

582,899

582,053

一般書

97.1

325,732

330,312

329,017

333,754

335,450

児童書

112.7

194,887

190,477

177,156

177,424

172,927

雑誌等

89.3

40,742

41,742

44,040

44,952

45,617

郷土資料

85.2

4,834

5,680

4,768

5,414

5,674

外国語図書

168.9

613

372

294

346

363

18,315

19,222

21,009

22,022

H30年度

H29年度

H28年度

H27年度

H26年度

視聴覚資料ほか

85.6
18,859
H26年度を100とした場合

防府図書館 年代別貸出者数
増減率
館外個人貸出人数

105.7

152,950

151,568

144,696

146,367

144,753

0～6

129.6

4,647

4,319

4,074

4,008

3,586

7～12

134.5

15,006

13,461

11,385

11,685

11,157

13～15

103.0

2,596

2,461

2,510

2,750

2,521

16～18

93.7

2,068

2,162

2,226

2,095

2,208

19～22

106.8

2,398

2,739

2,177

2,193

2,246

23～30

72.8

5,258

6,178

6,109

6,481

7,218

31～40

91.4

21,265

22,686

22,441

23,364

23,277

41～50

101.3

26,396

27,275

25,736

26,415

26,056

51～65

97.1

34,079

33,453

33,835

34,295

35,103

36,834

34,203

33,081

31,381

H29年度

H28年度

H27年度

H26年度

66～99

125.0
39,237
H26年度を100とした場合

学校図書館図書標準充足率
増減率
小学校
中学校

109.3

H30年度
117%

116.5
106%
H26年度を100とした場合

114%

115%

108%

107%

102%

100%

94%

91%

学校図書館図書貸出冊数
増減率

H30年度

H29年度

H28年度

H27年度

H26年度

小学校貸出冊数合計

112.1

198,699

199,711

191,730

189,886

177,192

児童1人当たり

114.4

32.6

32.6

31.3

31.1

28.5

中学校貸出冊数合計

138.4

16,972

16,416

12,246

12,260

4.1

4.0

生徒1人当たり

152.5
6.1
5.7
小学校は、H26年度を100とした場合
中学校は、H27年度を100とした場合

H26.9月
システム
導入

全国学力・学習状況調査
〇学校の授業時間以外に、普段(月曜日から金曜日)、一日当たりどれくらいの時
間読書をしますか。(教科書や参考書、漫画や雑誌は除きます。)
調査対象
調査年度
2時間以上
1時間以上、2時間より少ない
30分以上、1時間より少ない
10分以上、30分より少ない
10分より少ない
全くしない

小学6年生 中学3年生
(防府市) (防府市)
H29年度 H29年度
8.2%
6.4%
9.2%
10.4%
18.7%
16.4%
26.2%
27.2%
17.7%
12.5%
19.8%
27.0%

〇昼休みや放課後、学校が休みの日に、本(教科書や参考書、漫画や雑誌は除き
ます。)を読んだり、借りたりするために、学校図書館・学校図書室や地域の図書館
にどれくらい行きますか。
調査対象
調査年度
だいたい週に4回以上行く

小学6年生
(防府市)
H29年度
3.1%

週に1～3回程度行く

14.1%

月に1～3回程度行く

27.3%

年に数回程度行く

27.7%

ほとんど、または、全く行かない

27.2%

〇読書は好きだ
調査対象
調査年度

小学6年生 中学3年生
(防府市) (防府市)
H29年度 H29年度

当てはまる

49.6%

54.0%

どちらかといえば、当てはまる

23.5%

22.2%

どちらかといえば、当てはまらない

15.5%

14.5%

当てはまらない

11.3%

9.3%

資料５

第２３次計画における施策の方向と具体的な取組
１

家庭における子どもの読書活動推進
現状と課題

現在、核家族化や共働き家庭の増加、携帯電話・スマートフォン・インター
ネットなど、電子メディアの急速な普及に伴う生活様式の著しい変化により、
家庭での会話やコミュニケーションの時間、読書を通じて語り合う機会が、減
少してきています。また、情報媒体の多様化により、日常生活における活字へ
の依存度の低下が進行しています。
子どもを取り巻く生活環境の変化の中で、大人も子どもとともに読書をする
時間を持つよう努めることが、心豊かな家庭生活を営み、子どもが健やかな成
長を続けていくために必要です。
現在母子保健推進員は、乳児を対象にした読書推進活動として、生後２か月
の乳児を持つ保護者へ、妊娠届出時に保護者が選んだ絵本と読み聞かせの意義
を記したチラシを渡し、乳児期の早い段階からの読み聞かせの必要性を伝えて
います。
母子保健推進員はまた、子育てサークル活動において大型の絵本や紙芝居等
の読み聞かせを行っています。さらに未就園児の集まりである年１回の「わい
わいＨＯＦＵっ子の集い」では、コーナー遊びで「お話」の場を設け、大型紙
芝居やエプロンシアターを演じ、大型絵本や推奨絵本の紹介展示も行っていま
す。
今後も継続しては、子育てサークル活動時や２か月児家庭訪問時に以外にも、
読み聞かせの重要性について随時啓発広報するとともに、研修等により個々の
スキルアップを図ることが求められます。

施策の方向
① 家庭における大人と子どもの読書活動推進のための環境整備に努めます。
② 啓発広報活動の強化に努めます。

1

③ 乳幼児に早い時期から本に親しむ機会を提供する「赤ちゃん文庫事業」
の継続と展開に努めます。

具体的な取組
①家庭における大人と子どもの読書活動推進のための環境整備
家庭における読書活動を推奨するために、ＰＴＡ(育友会)や子ども会その
他の活動において、市の出前講座等を活用した学習会の開催を推進し、家庭
における読書への意識が高まるよう努めます。
また、防府市文化センターの短期講座や合同家庭教育学級その他において、
読み聞かせ教室や絵本作家等による講演・研修を行い、家庭での読書環境が
より整備されるよう働きかけます。
②啓発広報活動の強化
毎月第３日曜日の「家庭の日」に家庭で読書の時間を設けることや、各家
庭において 1 週間に 1 回程度「家庭読書の日」を設けることを推奨する記事
を、引き続き市広報や「家庭の日」のチラシ、生涯学習情報紙「まなぼうや
だより」等に掲載し、各家庭への働きかけをします。
また、読み聞かせボランティア団体と市立図書館・生涯学習や子育ての関
係部署・機関が協力・連携し、リーフレットやパンフレット（注 1）・チラシ
等の作成、市広報への記事掲載等により、家庭における読書の重要性を訴え
ます。
そのほかにも様々な情報メディアを通じて「うちどく（家読）」
（注 2）を奨
励し、大人と子どもが一緒に読書することの大切さを呼びかけます。
（注 1）パンフレット（pamphlet）
：一般に仮り綴じの小冊子を図書と区別して呼ぶ用語。ユネ
スコでは出版統計の必要から「表紙を除き５ページ以上４８ページ未満の印刷された
非定期刊行物」との基準を定めている。
（注 2）
「うちどく（家読）
」
：
「家庭読書」の略語で、
「家族ふれあい読書」を意味する。
「うち
どく（家読）
」は、
「朝読」
（
「朝の読書」の略語）の家庭版として考えられたもの。家
族で本を読んで、コミュニケーションをはかり「家族の絆づくり」をすることを目的
としている。

③乳幼児に早い時期から本に親しむ機会を提供する「赤ちゃん文庫事業」の
継続と展開
2

今後も、乳児期の早い段階から本に親しむ機会を提供する活動を実施して
いきます。
母子保健推進員が生後２か月児のいる家庭を訪問し、妊娠届出時に保護者
が選んだ絵本と、読み聞かせの意義を記したチラシを渡す、「赤ちゃん文庫
事業」を継続して行い、乳児期の早い段階から本に親しむことの重要性を訴
えます。１歳６ヶ月児検診通知の訪問の際には、市立図書館や図書館ボラン
ティア等とも連携し、図書館利用案内や年齢に応じた推薦ブックリスト等を
配布し、図書館親子読書コーナー利用の奨励などにも努めます。
また、子育てサークル活動や「わいわいＨＯＦＵっ子の集い」その他の行
事においても、大型絵本の読み聞かせや紙芝居、エプロンシアター等を、乳
幼児と保護者を対象に行うなど、母子保健推進員による子どもの読書活動へ
の支援を積極的に展開します。
それとともに、他のおはなしボランティア団体等とも連携し、毎年３回程
度スキルアップのための研修等を実施して、絵本に対する知識や読み聞かせ
の技術の向上に努めます。
さらに、乳児集団検診や乳幼児相談等、乳幼児や保護者と関わる様々な機
会や場において、市立図書館や図書館ボランティア等と連携・協力を図りな
がら、読み聞かせの場の設定や、年齢に応じた推奨絵本の紹介、図書館利用
の奨励などに努めます。

3

２

地域における子どもの読書活動推進
現状と課題

各地域の子ども会、青少年育成連絡協議会、放課後子ども教室（注 1）等の活
動の中で、ボランティアによる読み聞かせや読書指導等の活動が行われていま
す。
また、地域の母親クラブや母子保健推進員と関係行政部署とが連携して、お
はなし会等の活動が実施されています。
地域の公民館や市立図書館は、読書ボランティアグループの活動を奨励する
ために、その機会・場所・設備・資料・情報の提供など、子ども読書活動関連
行事に対して日常的な支援をしています。
さらに、それぞれの活動内容を把握し相互の連携を図るために、市の関係行
政部署による研修会や情報交換会等も行われています。
今後も、活動に携わっているボランティアへの積極的な支援体制の継続が求
められます。
市内には現在、４か所の児童館が設置されています。
それぞれの児童館には、市費で購入した図書や企業や地元の方々から寄贈を
受けた図書等により、児童図書室が整備されています。
毎年、各館では子ども向けの新刊図書を購入し、蔵書冊数は徐々に増加して
いますが、各館における新刊購入冊数は未だ十分とは言えず、また、旧蔵の図
鑑や事典類の中には時代に適合していない古い資料もあり、必ずしも十分な蔵
書構成とは言えない状況にあります。質・量ともに更なる蔵書の整備・充実が
求められています。
現在、子どもたちを取り巻く生活環境は、携帯電話・スマートフォン・イン
ターネット等の急速な普及により、大きく変化してきています。読書時間の減
少、活字離れが進んでいく中で、児童館等の施設には、子どもの読書活動を推
進するための様々な取組を行うことが求められています。
（注 1）放課後子ども教室：小学校において、空き教室などを活用し、地域住民の協力により、
すべての子どもを対象とした学習・スポーツ・文化活動などを進める文部科学省の補
助事業。平成２６年度現在、本市においては、１０校で取り組んでいる。

施策の方向
4

① 地域におけるおはなしボランティアとの連携及び活動の奨励・支援に努
めます。
② 児童館における児童図書の質・量両面にわたる整備と読書機会の充実に
努めます。
③ 市立図書館との連携強化に努めます。
④ 啓発広報活動の強化に努めます。

具体的な取組
①地域におけるおはなしボランティアとの連携及び活動の奨励・支援
地域の子ども会、青少年育成連絡協議会、放課後子ども教室等で、子ども
の読書活動に携わっているボランティアによる活動を支援します。情報紙
「まなぼうやだより」や「まなぼらさぽーと」において、ボランティアの子
どもの読書活動に関する記事を掲載するなど、広報活動の強化と、様々な形
でのボランティアの活動支援に努めます。
②児童館における児童図書の質・量両面にわたる整備と読書機会の充実
児童館が所蔵する児童図書の、質・量両面にわたる整備・充実に努めます。
また、子どもの読書への関心を高めるため、児童館での「読書の時間」の
設定や、職員やボランティアによる「読み聞かせの会」を定期的・継続的に
開催し、読書機会の充実に努めます。
③市立図書館との連携強化
市立図書館の貸出文庫や移動図書館の積極的な利用を図り、公民館や児童
館における子どもの読書活動の活性化に努めます。
④啓発広報活動の強化
公民館や児童館の広報紙等に、子どもの読書活動推進に関する記事や図書
情報等を掲載し、啓発広報活動の強化に努めます。
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３

小学校、中学校、高等学校における子どもの読書活動推進
現状と課題

現在、市立の小・中学校図書館の蔵書冊数は、「学校図書館図書標準」にほ
ぼ達していますが、その内容は「学習・情報センター」としての役割を十分果
たすまでには至っていません。
学校図書館の蔵書については、量的な充実はもとより、質的な整備が求めら
れています。統計や地理、政治経済、自然科学、情報通信、工学技術などの分
野では特に、定期的に適切な更新を行い、できる限り新しい情報を得ることの
できる資料を揃えていくとともに、様々な分野の調べ学習等に役立つ、質の高
い資料を収集する必要があります。
学校図書館の開館時間や活用頻度、資料のディスプレイ、レイアウトなどの
様々な利用環境、また読書活動そのものへの取組等については、学校間におけ
る格差が認められ、今後このような問題を解消していくことが求められます。
改築により学校図書館の環境が整備された学校もありますが、書架等の
諸々の設備の老朽化が進んでいる学校もあり、これらへの対策も考えなければ
ならなくなってきています。
授業における学校図書館の活用についても、市立図書館の学校支援図書の設
置等により、児童生徒の人数に合わせた資料の準備ができるようになりまし
たが、まだ十分行われているとは言えず、今後こうした時間を増やし、子ども
たちの資料活用能力を向上させていくことが望まれます。
従来から言われ続けていることですが、依然として、読書習慣の身に付いて
いない児童・生徒が少なくありません。このような問題の解消のためにも、
「全
校一斉の読書活動」を継続する中で、回数や取組内容に関して再度検討し、学
校間にある取組の格差についても解消していくことが求められます。
司書教諭については、学校図書館法に発令義務の定めのない１１学級以下の
学校においても配置・発令をし、平成２６年度令和元年度現在、市内全２７校
中、２５２４校に配置・発令しています。
現在、司書教諭の活動の充実を図るための体制づくりに努めていますが、司
書教諭としての活動や指導の時間の十分な確保ができていないのが実情です。
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学校司書については、平成２６年度令和元年度現在、市立小・中学校に１３
６名を配置し、１名が２～３４～５校を担当しています、各校には概ね１週間
に１日程度の巡回頻度となっています。今後は、年次的に学校司書を増員する
とともに、研修活動や、司書教諭、学校図書館ボランティアとの連携も強化し、
学校司書としての役割を十分発揮できる学校図書館環境を整備していく必要
があります。
学校図書館ボランティアは、近年、減少傾向にあり、人材の確保が課題とな
っています。の養成や支援に関する対応についても、学校間における格差が見
られます。今後この問題を解消していくとともに、ボランティアのスキルアッ
プのための研修活動を充実させていくことが望まれます。
将来の市立図書館と小・中学校図書館とのオンライン・ネットワーク・シス
テム構築による資料の共有化・有効活用をめざして、学校図書館管理システム
が、平成２４年度から２６年度までに、全ての市立小・中学校２７校に導入さ
れましたが、その活用状況には、学校間における格差が見られ、今後はこれを
解消していくことが求められます。
学校図書館管理システムの活用状況を検証しながら、市立図書館コンピュー
タ・システムの次期更新時（平成２８年１１月を予定）を目途に、図書の配送
など物流システムも含めたオンライン・ネットワーク・システムの構築が望ま
れます。
学校司書が配置され、市立図書館と小・中学校図書館とのオンライン・ネッ
トワーク・システムを構築した学校図書館の機能が、効果的・効率的に発揮さ
れるためには、その中心的・指導的役割を持つ学校図書館支援センター（注 1）
として機能する機関の充実がの早期設置が望まれます。
現在、教育総務課図書館管理室において、市立図書館と学校図書館を一元的
に管理し、学校司書の派遣や学校図書館の支援を行っています。
今後も関係機関と連携して、計画的に学校図書館の充実と活用促進を図っ
ていく必要があります。

（注 1）学校図書館支援センター：地域内の学校図書館の運営や活用、学校図書館間の連携など
に対する支援を目的として、教育委員会事務局内または公立図書館内に設けられた機能。
図書館ネットワーク・システム構築の際の要として機能する。
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学校図書館管理システムの諸機能を最大限有効活用し、蔵書管理・統計その
他の業務における学校図書館運営の効率化・適正化効果的な図書館運営や読書
啓発を図るためには、司書教諭、学校司書、学校図書館ボランティアを対象と
した、研修活動の強化が望まれます。
現在、学校図書館を保護者や地域の人たちにも利用できるよう実施している
学校や地域の人たちの交流の場として活用している学校と未実施の学校とが
あり、今後、コミュニティ・スクール（注 1）やＰＴＡの活動、地域や家庭の読
書活動とも連携し、地域に開かれた学校図書館を活用した読書活動の充実が
求められます。のあり方について、具体的に検討していく必要があります。
平成２４年度に「防府市学校図書館振興計画」が策定されていますが、今後
はその実施状況を検証し、計画の内容についても、より一層、具体的なものを
検討していくことが求められています。
高等学校における学校図書館の活用状況については、従来から必ずしも十分
とは言えない状況が続いており、今後いかにして生徒の関心を学校図書館に向
けていくため学校全体で取り組むかを検討する必要があります。

施策の方向
① 学校図書館資料の質・量両面にわたる充実に努めます。
② 学校図書館の開館時間や活用頻度など様々な利用環境の整備に努めます。
③ 授業における学校図書館活用の促進に努めます。
④ 「全校一斉の読書活動」の継続・拡充・質的充実に努めます。
⑤ 司書教諭の活動の充実を図るための体制づくりに努めます。
⑥ 学校司書の専任配置をめざした増員と、研修の充実によるスキルアップに
努めます。
（注 1）コミュニティ・スクール：学校運営協議会を設置した学校。地域の公立学校の運営に、
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家庭や地域住民の声を生かす仕組を有する。

⑦ 学校図書館ボランティアの養成と活動支援及び研修の実施に努めます。
⑧ 市立小・中学校図書館管理システムの活用促進と市立図書館とのオンライ
ン・ネットワーク・システムの構築活用促進に努めます。
⑨ 学校図書館支援センター機能の充実設置の検討をし、早期実現に努めます。
⑩ 学校図書館管理システムの有効活用と司書教諭・学校司書・学校図書館
ボランティアを対象とした研修の強化に努めます。
⑪ 地域に開かれた学校図書館を活用した読書活動の充実に努めます。のあり
方の検討をします。
⑫ 「防府市学校図書館振興計画」に係る検証と内容具体化の検討をします。
⑬ 読書イベント等による読書活動の促進に努めます。

具体的な取組
①学校図書館資料の質・量両面にわたる充実
学校図書館が「学習・情報センター」及び「読書センター」としての機能
を効果的に発揮できるよう、量的な充実はもとより、教科の授業や調べ学習
にも十分活用できる質の高い資料の整備に努めます。
②学校図書館の開館時間や活用頻度など様々な利用環境の整備
司書教諭・学校司書・学校図書館ボランティアの協力・連携体制を強化し、
学校図書館の開館時間の拡大や、資料のディスプレイ、レイアウトなど様々
な利用環境の美化・整備に努めます。また、書架その他の図書館設備等の充
実・整備に努めます。
③授業における学校図書館活用の促進
授業における学校図書館の積極的な活用を推進し、子どもたちの資料に対
する理解力や活用能力が向上するよう努めます。
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④「全校一斉の読書活動」の継続・拡充・質的充実
市立小・中学校における「全校一斉の読書活動」を継続して行う中で、そ
の回数や方法、取組内容等について、子どもたちの興味・関心が読書活動に
向かうよう、工夫・改善に努めます。
⑤司書教諭の活動の充実を図るための体制づくり
司書教諭の活動の充実を図るための体制づくりに努め、学校司書や学校図
書館コーディネーターと連携して、十分な活動や指導ができる環境をの整備
を検討します。
⑥学校司書の専任配置をめざした増員と研修の充実によるスキルアップ
学校図書館の「学習・情報センター」「読書センター」としての機能充実
のために、一校専任の学校司書配置をめざして、増員を年次的に進める中で、
指導者を配置して、スキルアップのための専門的な研修の充実に努めます。
⑦学校図書館ボランティアの養成と活動支援及び研修の実施
学校図書館ボランティアの継続的な養成と活動支援、及びスキルアップの
ための研修の実施に努めます。
⑧市立小・中学校図書館管理システムの活用促進と市立図書館とのオンライ
ン・ネットワーク・システムの構築活用促進
市立小・中学校図書館と市立図書館との物流システムを含む、オンライン・
ネットワーク・システムを、市立図書館コンピュータ・システムの次期更新
時（平成２８年１１月を予定）を目途に構築し、活用し、資料の共有化と有
効活用を図る中で学校図書館の更なる活性化をめざします。
⑨学校図書館支援センター設置の検討機能の充実
学校司書の配置が進み、オンライン・ネットワーク・システムを構築した
学校図書館の機能が、効果的・効率的に発揮されるよう、その中心的・指導
的役割を持つ学校図書館支援センターの設置を検討し、早期実現を機能の充
実を図り、学校図書館の活性化に努めますめざします。
⑩学校図書館管理システムの有効活用と司書教諭・学校司書・学校図書館ボ
ランティアを対象とした研修の強化
学校図書館管理システムの諸機能を最大限有効活用し、蔵書管理・統計そ
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の他の業務における学校図書館運営の効率化・適正化に努めます。そのため
の、司書教諭・学校司書・学校図書館ボランティアを対象とした研修活動を
強化します。
⑪地域に開かれた学校図書館を活用した読書活動の充実のあり方の検討
市立小・中学校におけるコミュニティ・スクールやＰＴＡの活動、その他
地域や家庭の読書活動とも連携し、これからの地域に開かれた学校図書館を
活用した読書活動の充実に努めます。のあり方について検討します。
⑫「防府市学校図書館振興計画」に係る検証と内容具体化の検討
平成２４年度に策定された「防府市学校図書館振興計画」について、今後
その実施状況を検証し、計画の内容に関して、より一層具体的なものを検討
していきます。
⑬読書イベント等による読書活動の促進
読書週間中の活動や、ビブリオバトル（注 1）等の読書イベント開催を通じ
て、読書離れが進む傾向にあるヤング・アダルト層の読書に対する関心を高
めるよう、働きかけを行います。

（注 1）ビブリオバトル：知的書評合戦。
「ビブリオ」は本、
「バトル」は戦いという意味。小
学生から大人まで参加できる本の紹介コミュニケーションゲームで、学校や図書館に
おいても、本を好きになるための新たな試みとして広がっている。
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４

幼稚園・保育園(所)・認定こども園における子どもの読書活動推進
現状と課題

本市の各幼稚園・保育園(所)・認定こども園では、様々な場面において、子
どもたちに絵本を提供し、読書に親しむ子どもの育成に努めています。季節や
年齢を考慮し、子どもの興味・関心をひくものを選んで絵本コーナーを設置し
たり、子どもが日常的に本に親しむことができる環境の整備に努めています。
今後は、こうした環境をより充実したものにしていくために、蔵書や読書活
動に係る設備の整備・充実が求められます。
関係機関等が連携・協力し、子どもの読書活動の指導に携わる教諭や保育士
が、資料への理解や選書能力、読み聞かせの技能を向上させるための研修を継
続的に実施しています。
今後も、発達段階に応じた絵本や紙芝居の日常的な読み聞かせ活動等を通じ
て、子どもが読書に親しむ教育・保育の研究と研修活動を進めていく必要があ
ります。
保護者の参観日等には、絵本についての講演会を開催したり、おはなし会を
開催したりして、親子で絵本を読むことの意義について理解を深めるための啓
発活動をしています。
今後も、絵本を中心とする親子読書に対する保護者の理解を深めるために、
啓発活動を続けていく必要があります。

施策の方向
① 子どもが絵本に親しむ環境づくりと蔵書や設備の整備・充実に努めます。
② 子どもが読書に親しむ教育・保育の研究と研修活動の強化に努めます。
③ 絵本を中心とする親子読書に対する保護者の理解を深めるための広報啓発活
動の強化に努めます。
④ 絵本の貸出の奨励強化に努めます。
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具体的な取組
①子どもが絵本に親しむ環境づくりと蔵書や設備の整備・充実
子どもが気軽に絵本に親しめるよう、いつも身近に置いておくとともに、
絵本の質や量の維持に努め、子どもの関心が日頃から絵本に向かい、読むこ
との楽しさを自然に体得するような環境づくりに努めます。子どもたちが絵
本とふれあう喜びを感じることができるよう、蔵書や設備の整備・充実に努
めます。
②子どもが読書に親しむ教育・保育の研究と研修活動の強化
より良い絵本の選書の仕方、読み聞かせ技能の向上、子どもへの読書指導
能力の向上のために、子どもの読書活動推進に係る研究・研修活動を強化し
ます。
③絵本を中心とする親子読書に対する保護者の理解を深めるための広報啓発
活動の強化
保育参観や園だより等を通して、絵本の重要性や親子読書の意義について
保護者の理解を深められるよう、広報啓発活動に努めます。
④絵本の貸出の奨励強化
各幼稚園・保育園(所)・認定こども園からの絵本の貸出を奨励し、家庭で
の読書習慣が身に付くよう、保護者への指導に努めます。
また、各園において市立図書館の利用を奨励し、保護者と子どもが一緒に
読書する習慣が身に付くよう、指導します。
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５

市立図書館における子どもの読書活動推進
現状と課題

市立図書館の入館者数と館外貸出冊数については、平成１８年１１月に防府
駅前の現在地に移転して以来、平成２１年度、２２年度あたりをピークに概ね
漸減傾向にありますが、乳幼児と小学生（０～１２歳）の利用者数、及び児童
書の館外貸出冊数については増加しています。
また、平成２３年１１月から新たに移動図書館車が運行を開始したのステー
ションを５つの学校に設置したことにより、これまで市立図書館を利用する
機会の少なかった子どもたちの利用が増えてきています。
しかしながら、ヤング・アダルト層（１３～１８歳）の図書館利用について
は、依然、漸減傾向にあります。
平成２９年２月に市立図書館と学校図書館との横断検索システムを導入し、
学校支援図書の貸出等による学校図書館の支援を強化しました。
市立図書館は、今後さらに、情報・文化・生涯学習の拠点となる社会教育施
設としての役割を担っていく中で、子どもたちの年齢に応じた、多様なニーズ
に対する資料・情報提供サービスの充実、ホームページやＷｅｂサービス（注
1）の充実、関係部署・機関、図書館ボランティアとの連携強化、そして、地域
文庫、貸出文庫、移動図書館車など、市内全域サービスの充実等により、子ど
もたちの利用しやすい図書館環境を、一層整備していくことが求められます。

（注 1）Web サービス：利用者が自宅や勤務先から、インターネットを経由して図書館のホー
ムページで資料検索や予約等ができるサービス。

施策の方向
① 乳幼児からヤング・アダルトまで子どもの年齢に応じた多様なニーズに対す
る幅広い資料の充実・整備に努めます。
② 多言語サービスの充実姉妹都市大韓民国春川（チュンチョン）市の図書館
との資料交換協定に基づく大韓民国児童図書収集の推進に努めます。
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③ 子どもへのレファレンス・サービス（注 1）やフロア・ワーク（注 2）の質的
向上に努めます。
④ 障害のある子どもへのサービスの充実に努めます。
⑤ 市内全域サービスの充実に努めます。
⑥ 啓発のための行事・企画と広報活動・情報発信の強化に努めます。
⑦ 子どもを対象に活動する図書館ボランティアの養成・活動の支援・協働の
強化に努めます。
⑧ 市立図書館と学校図書館とのオンライン・ネットワーク・システムの構築
を活用し、学校図書館の支援に努めます。

（注 1）レファレンス・サービス（reference service）
：知識や情報を求めてくる利用者に対
して、図書館員が図書館の資料と機能を活用し、必要としている知識・情報の検索方
法や参考資料を提供したりするサービス。現代の図書館の主軸をなす機能。参考業務
とも言う。
（注 2）フロア・ワーク（floor work）
：デスク・ワークに対して床の上での立ち仕事のこと
を指すが、図書館では図書館員がデスクやカウンターを離れ、書架の間を巡り利用者
の援助を行う、利用案内、読書案内、レファレンス・サービスなどの総称。児童サー
ビスにとって重要なこととされている。

具体的な取組
①乳幼児からヤング・アダルトまで子どもの年齢に応じた多様なニーズに対
する幅広い資料の充実・整備
乳幼児からヤング・アダルトまで、子どもの年齢に応じた、多様な要求に
対する充実した資料を収集・提供することにより、子どもの学習・情報収集・
読書等の活動の積極的な支援に努めます。
②多言語サービスの充実 姉妹都市大韓民国春川（チュンチョン）市の図書館と
の資料交換協定に基づく大韓民国児童図書の受入
15

日本語を母語としない子どもたちも読書の機会が持てるよう、わかりや
すい利用案内や姉妹都市大韓民国春川（チュンチョン）市の市立図書館との
資料交換協定に基づき、相互の友好と親善理解を深めるため、大韓民国で発
行された外国語の児童図書の受入に努めます。
③子どもへのレファレンス・サービスやフロア・ワークの質的向上
年齢に応じた調べ学習支援のためのパスファインダー・ブックリストの作
成、児童向け資料展示の充実などを図る中で、子どもへのレファレンス・サ
ービスの更なる質的向上に努めます。
また、フロア・ワーク等を通して、子どもたちの読書のニーズや傾向を把
握し、より豊かな読書活動ができるよう支援に努めます。
④障害のある子どもへのサービスの充実
障害のある子どもも、いつでもどこでも読書に親しむことができるよう、
引き続き点字図書・大活字本・布絵本・各種視聴覚資料等の収集・充実に努
めるとともに、読書補助具等の設置による利用環境の整備、障害者用郵送貸
出の利用拡大に努めます。
また、ボランティア・障害者サービス担当部署・学校・公民館・児童館等
との連携を強化するとともに、移動図書館車等も活用して、障害のある子ど
もへのサービスの向上に努めます。
⑤市内全域サービスの充実
公民館の地域文庫、児童館・学校・幼稚園・保育園(所)・認定こども園、
留守家庭児童学級等への貸出文庫、移動図書館車など、市内全域サービスを
展開する中で、子どもへの貸出や読書相談の拡大を図り、児童サービスの充
実に努めます。

⑥啓発のための行事・企画と広報活動・情報発信の強化
「防府市子ども読書フェスティバル」や「防府図書館まつり」等の行事、
「ビブリオバトル」等の企画及びその広報紙の更なる内容の充実、「防府市
図書館を使った調べる学習コンクール」の拡充、ホームページの充実、市広
報・各種情報メディアの活用、リーフレットやパスファインダー・ブックリ
ストの作成等、広報活動・情報発信の強化に努めます。
特に、読書離れが進むヤング・アダルト層への働きかけを積極的に行うた
めに、情報メディアを活用した広報、ヤング図書コーナーのディスプレイの
16

工夫や推奨図書リストの作成、企画展示の実施などに努めます。
⑦子どもを対象に活動する図書館ボランティアの養成・活動の支援・協働の強
化
「おはなし図書館ボランティア養成講座」の更なる内容の充実により、図
書館ボランティアの養成、知識・技能向上のための研修強化に努めます。
また、ボランティア団体の読書推進活動への職員参加や、「防府市子ども
読書フェスティバル」、
「防府図書館まつり」などの行事におけるボランティ
アとの協働を一層強化し、子どもの読書活動推進に係る図書館ボランティア
への機会や場所・設備・資料・情報の提供など、積極的な活動支援を行いま
す。
⑧市立図書館と学校図書館とのオンライン・ネットワーク・システムの構築を
活用した学校図書館の支援
市立図書館と市立小・中学校図書館との物流システムを含むオンライン・
ネットワーク・システムを、市立図書館コンピュータ・システムの次期更新
時（平成２８年１１月を予定）を目途に構築し、活用し、学校支援図書の充
実と資料の共有化及びと有効活用を図る中で、市立図書館と学校図書館の更
なる活性化をめざします。
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第2次防府市子ども読書活動推進計画における事業実施状況(平成２７～２９年度)

参考資料１

１ 家庭における子どもの読書活動推進
①家庭における大人と子どもの読書活動推進のための環境整備
具体的な取組み

関係部署・機関等

平成27年度の事業実施状況

平成28年度の事業実施状況

平成29年度の事業実施状況

No.

・市の出前講座等を利用した 障害福祉課
学習会の開催推進
・読み聞かせ教室・講演・研
修実施
・家庭の読書環境整備の奨
励

☆視覚に障害のある児童に対し、活字文書読上げ装置、拡大
読書機、ＤＡＩＳＹ図書（国際標準規格の録音図書）再生機等の
福祉機器や点字図書を給付
☆日常生活用具給付事業
視覚障害者への給付 8件
拡大読書器5件、ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙﾚｺｰﾀﾞｰ3件
視覚障害児への給付 0件

☆視覚に障害のある児童に対し、活字文書読上げ装置、拡大
読書機、ＤＡＩＳＹ図書（国際標準規格の録音図書）再生機等の
福祉機器や、点字図書の給付を行った。
☆日常生活用具給付事業
視覚障害者への給付 7件
拡大読書器3件、ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙﾚｺｰﾀﾞｰ3件、
点字器（携帯用)1件
視覚障害児への給付 0件

☆視覚に障害のある方に対し、活字文書読上げ装置、拡大読
書機、ＤＡＩＳＹ図書（国際標準規格の録音図書）再生機等の福
祉機器や、点字図書の給付を行った。
☆日常生活用具給付事業
視覚障害者への給付 6件
拡大読書器3件、ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙﾚｺｰﾀﾞｰ2件、
点字ﾀｲﾌﾟﾗｲﾀｰ1件
視覚障害児への給付 0件

1

生涯学習課

☆「聞いて得するふるさと講座」のメニュー表を、生涯学習課の
ホームページに掲載するとともに、メニュー冊子を関係機関等
に配布し周知
利用申込状況
69件 （前年度58件）
内図書館関係の申込件数 0件 （前年同期0件）
☆防府市文化センター短期講座において「読み聞かせに挑
戦」を開催（8/26・27実施 8/25は台風により中止 参加者18名）

☆「聞いて得するふるさと講座」のメニュー表を生涯学習課の
ホームページに掲載するとともに、メニュー冊子を関係機関等
に配布し周知
利用申込状況
87件（前年度69件）
図書館関係の申込件数 0件（前年同期0件）
☆防府市文化センター短期講座において「読み聞かせに楽し
く挑戦」（8/4・5に実施）を開催、15名の参加

☆「聞いて得するふるさと講座」のメニュー表を生涯学習課の
ホームページに掲載するとともに、メニュー冊子を関係機関等
に配布し周知
利用申込状況
72件（前年度87件）
図書館関係の申込件数 0件（前年同期0件）
☆幸せます人材バンク「指導者バンク」を利用した読み聞かせ
の実施 申込件数 5件
「生涯学習フェスティバル」で読み聞かせの講座開催 2件

☆講演会開催 (5/31)「走れ！移動図書館～本でよりそう復興
支援～」講師：鎌倉幸子氏
☆市広報、ホームページ、「ほうふとしょかんこどもしんぶん」「ほ
うふ図書館だより」等の記事により周知
☆移動図書館車により広報・周知
☆「聞いて得するふるさと講座」・生涯学習指導者バンクの要
請、その他公民館等への講演により、周知

☆講演会開催 (5/29)「子どもと絵本をたのしむ」講師：土井安
子氏
☆市広報、ホームページ、「ほうふとしょかんこどもしんぶん」「ほ
うふ図書館だより」等の記事による周知
☆移動図書館車による広報・周知
☆「聞いて得するふるさと講座」・生涯学習指導者バンクの要
請、その他公民館等への講演により周知

☆講演会開催（「子ども読書フェスティバル」での那須正幹氏・
田頭よしたか氏・松本徹氏・落合功氏による座談会 5/28）
☆市広報、ホームページ、「ほうふとしょかんこどもしんぶん」「ほ
うふ図書館だより」等の記事による周知
☆移動図書館車による広報・周知
☆公民館・出張所会議での周知

☆他機関より依頼のあったチラシや広報紙配布の際に、保護
者への働きかけと絵本の貸出しを実施

【H27年度に同じ】

【H28年度に同じ】

図書館
（文化振興財団）

2

3

②啓発広報活動の強化
・「家庭の日」に家庭で読書の 子育て支援課
時間を設けることや「家庭読
書の日」を設けることの奨励
・リーフレット等による広報・啓 生涯学習課
発
・「うちどく（家読）」の奨励
図書館
（文化振興財団）

4

☆「家庭の日」運動の推進にあたり、防府市青少年育成市民会 【H27年度に同じ】
議が発行するチラシや広報紙による働きかけ
☆子ども向け生涯学習情報誌「まなぼうやだより」による、啓発
や広報の実施

【H28年度に同じ】

☆市広報の『今月のおすすめ図書』欄、「新刊紹介」、「ほうふと
しょかんこどもしんぶん」、「ほうふ図書館だより」等の記事により
案内
☆ホームページの記事により周知・広報
☆関係資料の館内展示、「FMわっしょい」での放送により啓発

☆市広報の『今月のおすすめ図書』欄、「新刊紹介」、「ほうふと
しょかんこどもしんぶん」、「ほうふ図書館だより」等の記事による
案内
☆ホームページの記事による周知・広報
☆関係資料の館内展示、「FMわっしょい」や「山口ケーブルビ
ジョン」での放送

☆市広報の『今月のおすすめ図書』欄、「新刊紹介」、「ほうふと
しょかんこどもしんぶん」、「ほうふ図書館だより」等の記事による
案内
☆ホームページの記事による周知・広報
☆関係資料の館内展示、「FMわっしょい」での放送

1

5

6

③乳幼児に早い時期から本に親しむ機会を提供する「赤ちゃん文庫事業」の継続と展開
・「赤ちゃん文庫事業」の継続 子育て支援課
・母子保健推進員による読書
活動支援
・読み聞かせの場の設定
・推奨絵本の紹介
健康増進課

図書館
（文化振興財団）

☆「あつまれ！わくわく広場」や地域子育てサロン、地域子育て ☆「あつまれ！わくわく広場」や地域子育てサロン、地域子育て 【H28年度に同じ】
支援センターなどで、保護者に絵本の読み聞かせの大切さを 支援センターなどで読み聞かせを実施し、保護者に絵本の読
伝えるため、読み聞かせを実施
み聞かせの大切さを伝えた。
☆親子あそび、音楽あそびを交えながら、絵本の読み聞かせを
実施した。
☆母子保健推進員が、生後２か月の乳児を持つお母さんに読
み聞かせの大切さが記載されたチラシと絵本を配布（赤ちゃん
文庫）
☆母子保健推進員が各地区で実施する子育てサークル時に
絵本や大型紙芝居の読み聞かせを実施
☆わいわいHOFUっ子の集い（10/22）において、お話コー
ナーを設け、大型紙芝居・絵本、エプロンシアター、大型紙芝
居、パネルシアターを実施（参加者 子168人、親151人）

☆母子保健推進員が、生後2か月の乳児を持つお母さんに読
み聞かせの大切さを記載されたチラシと絵本を配布し、読み聞
かせの必要性を伝えた。（赤ちゃん文庫 930人）
☆わいわいHOＦＵっ子の集いを開催(10/20)
当日読み聞かせやペープサート、エプロンシアターなどを実施
子149人、親125人、124組参加
☆母子保健推進員が子育てサークル時に絵本や大型紙芝居
の読み聞かせを実施した。

☆資料展示「パパのよみきかせだいさくせん」(6月)、「あかちゃ ☆ミニブックリスト「おすすめ赤ちゃん絵本」を発行･配布・ホー
んと絵本で遊ぼう」(11月)実施
ムページに掲載

2

☆母子保健推進員が、生後2か月の乳児を持つお母さんに読
み聞かせの大切さを記載されたチラシと絵本を配布し、読み聞
かせの必要性を伝えた。（赤ちゃん文庫 945人）
☆わいわいHOＦＵっ子の集いを開催(10/19)
当日読み聞かせやペープサート、エプロンシアターなどを実施
子142人、129組参加
☆母子保健推進員が子育てサークル時に絵本や大型紙芝居
の読み聞かせを実施した。
☆ミニブックリスト「おすすめ赤ちゃん絵本」を配布
☆昆虫のミニブック作成・配布

7
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9

２ 地域における子どもの読書活動推進
①地域におけるおはなしボランティアとの連携及び活動の奨励支援
具体的な取組み

関係部署・機関等

平成27年度の事業実施状況

・ボランティアの活動支援
防府市立防府図書 ☆読み聞かせ活動、布絵本等制作
・情報紙による広報活動強化 館利用者・サークル 《おはなしグループ森のくまさん》
連絡会
・昔話を楽しむ会 毎月第2土曜日 図書館
・おはなし会
毎月第4土曜日 図書館
・紙芝居がいっぱい(8/1)
《布絵本「結う」》
・布絵本・パネルシアター制作
・作品15点を防府図書館に寄贈
☆第5回「子ども読書フェスティバル」協力(5/31)
☆サークル活動発表・学習会（4/23、11/19）
☆「図書館のまち・防府」第5号発行
☆防府総合支援学校支援3回
☆文サンデー支援9回
☆第25回「図書館まつり」展示等

子ども読書活動推 ☆読み聞かせ活動
進ネットワーク･防府 《おはなしでんしゃ》
・定例読み聞かせ 第1水曜日：ルルサス防府2階 ぽんぽこ広
場、第2・第4水曜日：図書館
・山口どこでも紙芝居（7月～10月）うめてらす
・「とびだすしかけ絵本ランド」で読み聞かせ（7/17）アスピラート
・絵本学習会 第3金曜日：防府図書館
《かすが文庫》
・定例読み聞かせ 第4火曜日：牟礼公民館
・牟礼小放課後子ども教室読み聞かせ等を実施
《なかよしクラブ》
・定例読み聞かせ 第1金曜日：図書館
《防府市読書グループ連絡協議会》
・パネルシアター、エプロンシアター制作等、読み聞かせの支
援活動
・研修活動、制作活動 第4水曜日：図書館
《母親クラブ連絡協議会》
・読み聞かせ等を実施
☆「あいさつ絵本特集20冊」発行
☆「ぞうさんのあくび」発行
☆図書館まつり、読み聞かせ、展示等参加

平成28年度の事業実施状況

平成29年度の事業実施状況

《おはなしグループ森のくまさん》
・昔話を楽しむ会 毎月第2土曜日 防府図書館
・おはなし会
毎月第4土曜日 防府図書館
・紙芝居がいっぱい(7/30)
《布絵本「結う」》
・定例活動日 毎月第1・3月曜日:防府図書館
・布絵本・パネルシアター制作
・布絵本を図書館に寄贈
☆第6回「子ども読書フェスティバル」参加、協力(5/29)
☆布絵本体験学習（7/15）:防府図書館
☆布絵本制作指導（3月）:防府総合支援学校
☆布絵本制作指導（11月）:華城幼稚園
☆第26回「図書館まつり」おはなしでんしゃの絵本とテーマをき
めて親子と交流活動

《おはなしグループ森のくまさん》
・昔話を楽しむ会 毎月第2土曜日 防府図書館
・おはなし会
毎月第4土曜日 防府図書館
・田頭よしたかのおもちゃ箱展 読み聞かせ（7/15）アスピラート
・紙芝居がいっぱい(7/22) 防府図書館
・小学生のための昔話を楽しむ会（7/29） 防府図書館
☆第27回「防府図書館まつり」参加
《布絵本「結う」》
・定例活動日 毎月第1・3月曜日 防府図書館
・布絵本、パネルシアター制作（作品は防府図書館に寄贈）
☆第7回「子ども読書フェスティバル」参加
☆第27回「防府図書館まつり」おはなしでんしゃの絵本とテー
マを決めて協同で親子交流活動
☆布絵本体験学習（7/15）:防府図書館
☆布絵本制作指導（3月防府総合支援学校、11月:華城幼稚
園）

《子ども読書活動推進ネットワーク･防府》
・第６回「子ども読書フェスティバル」展示他 参加（5/29）
・絵本読書会 第3金曜日 防府図書館
・第26回「図書館まつり」展示等参加協力
《おはなしでんしゃ》
・定例読み聞かせ
毎月第1水曜日 ルルサス防府2階ぽんぽこ広場
毎月第2･4水曜日 防府図書館
・山口どこでも紙芝居（7月～9月）3回 うめてらす
・市民活動フェスティバル参加(10/1)
・「図書館まつり」布絵本とテーマを決めて絵本の読み聞かせ
・生涯学習フェスティバル参加(3/12)
《かすが文庫》
・定例読み聞かせ 毎月第4火曜日
・牟礼公民館教養講座、サークル学習活動発表会参加 2月
・牟礼小 放課後子ども教室 2月
《なかよしクラブ》
・定例読み聞かせ 毎月第1金曜日 防府図書館
《防府市読書グループ連絡協議会》
・パネルシアター等制作活動(制作品は図書館寄贈)年8回 第
3金曜日 防府図書館
《防府市母親クラブ連絡協議会》
・読み聞かせ活動 5月から3月 隔月 大平園
・読み聞かせ活動 (10/28) ルルサスぽんぽこ広場
・読み聞かせ活動 11月、1月、3月 大平園
・読み聞かせと子ども工作教室(7/29)
・第26回「図書館まつり」参加協力

《子ども読書活動推進ネットワーク･防府》
・第7回「子ども読書フェスティバル」展示等参加（5/28）
・第27回「図書館まつり」展示等参加協力
《おはなしでんしゃ》
・定例読み聞かせ
毎月第1水曜日 ぽんぽこ広場
毎月第2･4水曜日 防府図書館
・山口どこでも紙芝居（7月～9月） うめてらす
・市民活動フェスティバル参加(10/1)
・生涯学習フェスティバル参加（3/12）
・第7回「子ども読書フェスティバル」展示等参加
・第27回「防府図書館まつり」展示等参加協力
布絵本「結う」と協同で絵本、布絵本の読み聞かせ
・おはなしでんしゃ10周年記念誌発行
・田頭よしたかのおもちゃ箱展読み聞かせ（7/14、7/24）アスピ
ラート
おはなしでんしゃ《かすが文庫》
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・定例読み聞かせ 毎月第4火曜日 牟礼公民館
・牟礼公民館教養講座、サークル合同学習活動発表会参加（2
月）
《なかよしクラブ》
・定例読み聞かせ 毎月第1金曜日 防府図書館
《防府市読書グループ連絡協議会》
・パネルシアター等制作活動(制作品は図書館寄贈)第3金曜日
防府図書館
《防府市母親クラブ連絡協議会》
・読み聞かせ活動 5月～11月 大平園
・読み聞かせ活動 ぽんぽこ広場（10/28）
・読み聞かせ活動と子ども工作教室(7/29)
・田頭よしたかトークショーとギャラリートーク
・第7回「子ども読書フェスティバル」展示協力
・第27回「図書館まつり」参加等協力

3

No.

10

学校図書館を考え
る会･防府

☆あつまれわくわく広場（子育て支援課）おはなしライブ(会員
が活動) （5/22）
☆あつまれわくわく広場（子育て支援課）音楽と語りのコンサー
ト（会員が活動) （9/25）
☆第5回「子ども読書フェスティバル」協力(5/31)
☆宮市児童館クリスマス会 音楽と語りのコンサート(会員が活
動)（12/19）
☆西浦幼稚園 音楽と語りのコンサート(会員が活動)（2/9）

☆あつまれわくわく広場（子育て支援課）おはなしライブ(会員
が活動、5/27)
☆第6回「子ども読書フェスティバル」協力(「おはなし会」(会員
が企画開催、5/29)
☆西浦幼稚園「音楽と語りほのぼのコンサート」（会員が活動、
2/14）
☆右田児童館「音楽と語りのミニコンサート」（会員が活動、
12/17）

☆あつまれわくわく広場（子育て支援課）おはなしライブ(会員
が活動、5/27)
☆第7回「子ども読書フェスティバル」協力(「おはなし会」(会員
が企画開催、5/28)
☆西浦幼稚園「音楽と語りほのぼのコンサート」（会員が活動、
2/14）

学校図書ボランティ ☆ブックトークの実施、「読書だより」などの配布 2校（華城小、 ☆ブックトークの実施、「読書だより」などの配布 2校（華城小、 ☆ブックトークの実施、「読書だより」などの配布 2校（華城小、
アネット・防府
佐波小）
佐波小）
佐波小）
☆子ども読書フェスティバル出演（佐波小図書ボランティア）
図書館
（文化振興財団）

☆図書館ボランティア養成講座4回(8/5・12・19・26)

☆図書館ボランティア養成講座4回（3/9、3/13、3/16、3/23)開 ☆図書館ボランティア養成講座4回（2/1、2/8、2/15、2/22)開
催
催

12

13

14

②児童館における児童図書の質・量両面にわたる整備と読書機会の充実
・児童図書の整備
・読書機会の充実

社会福祉課

☆各児童館が予算の範囲内で学習図書を購入し、図書の充
実を図るとともに、読書の時間を設け、読み聞かせを実施
☆各児童館が図書館の移動図書館や貸出図書を利用し、読
書の機会を設けた。

☆毎年度予算の範囲内で児童向け図書を選定し、購入した。 【H28年度に同じ】
また、実施方法は異なるものの、各児童館ともに読書の時間を
設け、読書の機会を促進した。
さらに、利用可能な範囲で移動図書館や貸出文庫を利用して
より多くの図書に触れる機会の充実を図った。

15

③市立図書館との連携強化
・貸出文庫・移動図書館の利 図書館
用促進
（文化振興財団）

☆地域文庫の運営方法について、各地区公民館長と連携・周 【H27年度に同じ】
知を図る。
☆貸出文庫…希望の児童館・留守家庭児童学級等に1回40冊
以内で1ヶ月貸出。
☆移動図書館…大道小、華西中にステーションを新設。児童
館等の巡回時間を児童の利用しやすい時間帯に変更。(10/1
～)

【H28年度に同じ】
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④啓発広報活動の強化
・広報紙等による情報発信

生涯学習課

☆子ども向け生涯学習情報紙「まなぼうやだより」（平成27年7 ☆子ども向け生涯学習』情報紙「まなぼうやだより」（平成28年7 ☆子ども向け生涯学習』情報紙「まなぼうやだより」（平成29年7
月発行第18号）に「第5回防府市子ども読書フェスティバル」の 月発行21号）に「第6回防府市子ども読書フェスティバル」の記 月発行24号）に「第7回防府市子ども読書フェスティバル」の記
記事を掲載。
事を掲載
事を掲載

4
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３ 小学校、中学校、高等学校における子どもの読書活動推進
①学校図書館資料の質・量両面にわたる充実
具体的な取組み
・資料の質・量両面にわたる
整備

関係部署・機関等
高等学校

小学校長会

中学校長会

教育総務課

学校教育課

平成27年度の事業実施状況

平成28年度の事業実施状況

平成29年度の事業実施状況

☆生徒のニーズに応じた最新の資料の整備に努めるとともに、 【H27年度に同じ】
過去の名作についても新しい装丁のものに買い替えるなど、読
みやすい形で提供できるよう努めた。

【H28年度に同じ】

☆各校で適正な図書の選書・整備・管理を継続して実施

☆各校で適正な図書の選書・整備・管理を継続して行った。
（書架の整理、古い本の廃棄と配架、学校司書との連携）

【H28年度に同じ】

☆各学校の図書館活用についての情報交換会
☆ネットワークを活用した図書資料検索の実践
☆教科学習やキャリア教育等に関する資料提供

☆各学校の図書館活用についての情報交換会を実施（8/5）
☆ネットワークを活用した図書資料検索等の来年度実施に向
けての連絡会を実施（8/5）
☆教科学習や総合的な学習、キャリア教育等に関する資料提
供

☆各学校の図書館活用についての情報交換会（8/3）を実施し
た。
☆ネットワークを活用した図書資料検索等の研修会（8/3）を実
施した。

学校配分図書予算執行額
小学校9,820千円、中学校7,898千円

学校配分図書予算執行額
小学校9,898千円、中学校7,928千円

学校配分図書予算執行額
小学校9,953千円、中学校7,994千円

☆各校の図書館担当教諭と学校司書が連携して、読み物資料 【H27年度に同じ】
の他、各教科をはじめとした学習活動に資する図書の選定・購
入にあたった。その際、管理システムを活用した。

No.

18

19

20

21

【H28年度に同じ】
22

②学校図書館の開館時間や活用頻度など様々な利用環境の整備
・開館時間の拡大
・利用環境の整備

小学校長会

中学校長会

学校図書館を考え
る会･防府

☆大道小学校の図書館の運営・整備状況などの事例発表・見 ☆牟礼南小学校の図書室にて夏季研修会を行い、運営・整備 ☆華浦小学校の図書室にて夏季研修会を行い、運営・整備状
学。(8/10)
状況等の見学を行った。
況等の見学を行った。
☆学校司書との連携の強化と情報の共有
☆松崎小学校の図書室にて読書感想文の審査を行った。
☆西浦小学校の図書室にて読書感想文の審査を行った。
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☆学校司書による配架の工夫、テーマ別展示、放送の活用、
図書の整備

☆学校司書によるディスプレイの工夫、テーマ別展示、図書委 ☆図書館担当教諭と学校司書の連携によるディスプレイの工
員会・放送の活用、図書の整備を行った。
夫、テーマ別展示、図書委員会・放送の活用、図書の整備を
行った。

24

☆牟礼小学校毎週木曜日お昼休みおはなし会（会員が活動）
☆佐波小学校放課後子ども教室読み聞かせ （10/21、12/2、
1/13、1/27）（会員が活動）
☆学校図書館見学（6/20）玉祖小学校
☆牟礼小学校図書の時間「おはなし会」第4月曜日（会員が活
動）

☆牟礼小学校毎週木曜日お昼休みおはなし会（会員が活動）
☆佐波小学校放課後子ども教室読み聞かせ （5/18、6/15、
7/6、11/30、12/14、1/11、2/22 会員が活動）
☆牟礼小学校図書の時間「おはなし会」第４月曜日（会員が活
動）

☆牟礼小学校毎週木曜日お昼休みおはなし会（会員が活動）
☆佐波小学校放課後子ども教室読み聞かせ ２ヶ月に１回
（会員が活動）
☆牟礼小学校図書の時間「おはなし会」第４月曜日（会員が活
動）

学校図書ボランティ ☆ボランティアによる学校図書館整備（本の修理、ディスプレイ ☆ボランティアによる学校図書館整備（本の修理、ディスプレイ ☆ボランティアによる学校図書館整備（本の修理、ディスプレイ
アネット・防府
など） 10校 （牟礼小、牟礼南小、華城小、佐波小、華陽中、 など） 9校 （牟礼小、牟礼南小、華城小、佐波小、華陽中、西 など） 7校 （牟礼小、牟礼南小、華城小、佐波小、華陽中、西
佐波中、西浦小、大道小、中関小、桑山中）
浦小、大道小、中関小、桑山中）
浦小、桑山中）

5
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③授業における学校図書館活用の促進
・資料の活用能力の向上

高等学校

☆「学校図書館便り」の発行による啓発活動の実施
☆山口県高等学校教育研究会学校図書館部会研究大会
於：セミナーパーク

【H27年度に同じ】

☆夏季研修会(8/10)大道小 （併せて教育部関係課との連絡会
議開催）学校図書館部員17名、学校司書4名参加
☆読書感想文コンクール（10/6）学校図書館部員19名で審査
☆読書感想画コンクール（10/26）学校図書館部員20名、講師2
名で審査

☆夏季研修会（8／3）を牟礼南小にて開催
山口県立図書館 松本指導主事による指導講話、図書館管理
室との情報交換を行った。
☆読書感想文コンク－ル（10／3 松崎小学校）学校図書館部
員で審査
☆読書感想画コンク－ル（11／7 小野小）学校図書館部員で
審査

☆夏季研修会（8／9）を華浦小にて開催
山口県立図書館 岩崎指導主事による指導講話、図書館管理
室との情報交換を行った。
☆読書感想文コンク－ル（9／29 西浦小学校）学校図書館部
員で審査
☆読書感想画コンク－ル（11／2 小野小）学校図書館部員で
審査

☆夏季研修会実施（7/23・国府中学校図書室) 学校図書館の
活性化に向けた学校司書との連携のあり方について協議
☆読書感想文コンクール（10/5・文化福祉会館）
☆読書感想画コンクール（10/15・牟礼中学校）
☆読書ノートコンクール(3学期実施)

☆夏季研修会実施（8/5・国府中学校図書室)
ネットワークを生かした学校図書館のあり方について説明と協
議（連絡会議）、各学校の活用等に関する情報交換を実施し
た。
☆読書感想文コンクール（10/４・文化福祉会館）
☆読書感想画コンクール（10/11・国府中学校）

☆夏季研修会実施（8/3・国府中学校図書室)
ネットワークを生かした学校図書館のあり方について説明と協
議（連絡会議）、各学校の活用等に関する情報交換を実施し
た。
☆読書感想文コンクール（9/28・文化福祉会館）
☆読書感想画コンクール（10/20・国府中学校）

学校図書ボランティ ☆ボランティアによる授業時間及び昼休みの読み語り実施 8
アネット・防府
校 （牟礼小、華浦小、中関小、西浦小、華城小、佐波小、防
府総合支援学校、大道小）

☆ボランティアによる授業時間及び昼休みの読み語り実施 8
校 （牟礼小、華浦小、中関小、西浦小、華城小、佐波小、防
府総合支援学校、大道小）

☆ボランティアによる授業時間及び昼休みの読み語り実施 7
校 （牟礼小、華浦小、中関小、西浦小、華城小、佐波小、防
府総合支援学校）

教育総務課

☆児童生徒の主体的な学習を支援し、教育課程の展開に対応
できる資料や、知識・教養を深め、豊かな心を育むための資料
の整備・充実を図った。
☆学校司書が授業担当者の求めに応じて「調べ学習」に関す
る支援を行った。
☆「防府市図書館を使った調べる学習コンクール」（募集期間
8/1～9/30、応募点数３６点）、審査会（10/28）
☆授業等で使用するための学校貸出専用図書を整備した。

☆児童生徒の主体的な学習を支援し、教育課程の展開に対応
できる資料や、知識・教養を深め、豊かな心を育むための資料
の整備・充実を図った。
☆学校司書が授業担当者の求めに応じて「調べ学習」に関す
る支援を行った。
☆「防府市図書館を使った調べる学習コンクール」（募集期間
8/2～9/30、応募点数65点）、審査会（10/27）
31
☆学校図書館コーディネーターが学校を訪問し、学校図書館
活用の指導・助言を行った。
☆市立図書館との連携による資料支援を行った。
☆学校図書館年間活用計画と活用事例を収集し、図書館ネッ
トワーク上で共有できるようにした。

小学校長会

中学校長会

☆児童生徒の主体的な学習を支援し、教育課程の展開に対応
できる資料や、知識・教養を深め、豊かな心を育むための資料
を整備・充実。
☆学校司書が授業担当者の求めに応じて「調べ学習」に関す
る支援を実施。

【H28年度に同じ】
27

28

29

30

④「全校一斉の読書活動」の継続・拡充・質的充実
・「全校一斉の読書活動」の
工夫・改善

小学校長会

☆全校一斉「朝の読書」の継続・発展

【H27年度に同じ】

【H28年度に同じ】

中学校長会

☆全中学校で「朝の読書」を実践

【H27年度に同じ】

【H28年度に同じ】

学校教育課

☆防府市内全小・中学校で「全校一斉の読書活動」を実施

【H27年度に同じ】

【H28年度に同じ】

32
33

34

学校図書館を考え
る会・防府

☆牟礼南小学校「朝読書」時間読み語り（月曜日） 会員が活
動
☆牟礼小学校「朝読書」時間読み語り（水曜日） 会員が活動

【H27年度に同じ】

【H28年度に同じ】
35

学校図書ボランティ ☆「全校一斉の読書活動」時間に、ボランティアによる読み語り 【H27年度に同じ】
アネット・防府
実施 7校 （牟礼小、牟礼南小、華浦小、華城小、華陽中、西
浦小、桑山中）

6

【H28年度に同じ】
36

⑤司書教諭の活動の充実を図るための体制づくり
・司書教諭の活動の充実を図 小学校長会
るための体制づくりと環境整
備

☆11学級以下の学校の司書教諭の発令
【H27年度に同じ】
☆司書教諭の担当授業時間数の軽減等が可能な態勢づくりの
促進

【H28年度に同じ】

中学校長会

☆11学級以下の学校においても司書教諭を発令

【H27年度に同じ】

【H28年度に同じ】

学校教育課

☆平成27年度は、市内27小・中学校中24校に司書教諭有資
格者を配置

☆平成28年度は、市内27小・中学校中24校に司書教諭有資
格者を配置

☆平成29年度は、市内27小・中学校中22校に司書教諭有資
格者を配置

☆学校司書を8名配置し、市内全小･中学校を巡回
☆著作権研修（9/12）図書館

☆学校司書を13名配置し、市内全小･中学校に派遣した。
☆学校図書館ハンドブックを作成し、小・中学校及び学校司書
に配付した。
☆学校図書館コーディネーターが学校司書への指導・助言を
行った。

37

38

39

⑥学校司書の専任配置をめざした増員と研修の充実によるスキルアップ
・学校司書の増員
・研修の充実

教育総務課

☆学校司書を6名配置し、市内全小･中学校を巡回

40

⑦学校図書館ボランティアの養成と活動支援及び研修の実施
・ボランティアの養成
・活動支援・研修実施

学校図書館を考え
る会・防府

☆運営委員会(4/18、7/18、9/19、11/21、1/16、3/19）
☆学習会（5/16、12/19、2/20）
☆学校図書館見学（6/20）玉祖小学校（2/27）右田小学校
☆総会記念講演会（8/22）「学びの自由を支える学校図書館～
学校司書が常駐する中学校図書館の活動～」講師：加藤容子
さん(津山市立北稜中学校学校司書)
☆子ども読書ネットワークフォーラムin下松「どうやって関わる？
どうやって運営する？私たちのボランティア活動」広瀬恒子さん
（親子読書地域文庫全国連絡会代表）会員が参加
☆図書館ボランティア養成講座(8/5・12・19・26)会員が参加

☆運営委員会（5/21、7/16、9/17、11/19、1/21、3/18）
☆学習会（4/16、6/18、12/10、2/18）
☆総会記念講演会（8/20）
「子どもの読書と学びを支える～山口県内学校図書館と山口県
子ども読書支援センターの動き～」
講師：松本直江さん（山口県子ども読書支援センター）
☆「学校図書館を考える会・やまぐち」との連携
例会・運営委員会・講演会（会員が参加）
☆学校図書館見学
学校図書館支援センター見学(12/10)

☆運営委員会（5/20、9/23、11/25、2/24）
☆学習会（4/15、6/24、10/28、12/23、3/24）
☆総会（7/22）
☆学校図書館講演会
「読む･知る･学ぶを応援する～山陽小野田市の学校図書館事
情～」
講師:山本安彦さん（山陽小野田市立中央図書館長、こどもの
本ジョイントネット21・山口代表）（8/27）
41
☆「学校図書館を考える会・やまぐち」との連携
例会・運営委員会・講演会（会員が参加）
☆学校図書館見学 西浦小学校(1/20)
☆学校図書館セミナー
「学校図書館の達人」になるには！？～DVD「学校図書館の達
人」を見よう！～（10/28）

学校図書ボランティ ☆研修会の開催
アネット･防府
（7/6）「夏こそ読書！～子どもたちに伝えたい本をおしえて～」
読みあい・ブックトーク 参加者21名
（11/19）「昔ばなしの楽しさ再発見！～子どもたちに伝え続け
たい～」講師：福田宣子さん（華城小図書ボランティア）参加者
30名
（2/25）「おはなしの世界をひろげよう！～外国のおはなし～」
講師：山本むつ子さん（森のくまさん代表）参加者18名

☆研修会の開催
（6/22）「図書館クイズに挑戦～君はいくつ解けるかな～」防府
図書館の協力、参加者19名
(12/2)「学ぼうやぁー！防府市幸せます人材バンク」講師：上田
純子さん、末吉慶子さん（生涯学習課）参加者17名
（2/23）「防府図書館再発見！～お役立ち情報満載～」講師：
防府図書館員 参加者18名

☆研修会の開催
（6/15）「小学校における平和教育について」講師：冨重扶美子
さん（元小学校教諭） 参加者13名
(11/16)「山口方言を楽しもう！」講師：森川信夫さん（図書館
長・山口方言家）、さざなみ21、「新刊絵本紹介」防府図書館員
参加者12名
42
（2/26）「広がれ！ボランティアの輪～学校で読み聞かせや図
書館ボランティアをやってみよう～」、「新刊絵本紹介」防府図
書館員 参加者7名

図書館
（文化振興財団）

☆学校図書ボランティアネット･防府と協働して各学期に一度、 【H28年度に同じ】
研修会を行った。

☆学校図書館ボランティアとの連絡会議・研修会開催

7

43

⑧市立小・中学校図書館管理システムの活用促進と市立図書館とのコンピュータ・ネットワーク・システムの構築
・図書館管理システムの活用 教育総務課
促進
・コンピュータ・ネットワーク・シ
ステムの構築

☆防府市立中学校と教育部関係課との連絡会議開催（7/23)
国府中学校
☆防府市立小学校と教育部関係課との連絡会議開催(8/10)大
道小学校
☆学校図書館管理システムの活用状況の調査とネットワーク化
に向けての課題研究

☆防府市立小学校と教育部関係課との連絡会議開催（8/3）牟
礼南小学校
☆防府市立中学校と教育部関係課との連絡会議開催（8/5）国
府中学校
☆市立図書館と学校図書館の横断検索システム構築（2/1）

☆防府市立小学校と教育部関係課との連絡会議開催（8/9）華
浦小学校
☆防府市立中学校と教育部関係課との連絡会議開催（8/3）国
府中学校

☆学校図書館の支援方策についての調査・研究

☆図書館管理室設置（4/1）
☆学校図書館の支援方策についての調査・研究

☆学校図書館の支援方策について調査・研究を行った。
☆学校図書館コーディネーターが全小・中学校を訪問し、学校
図書館の利用促進のための助言や支援を行った。
☆市立図書館と連携し、学校図書館を支援した。

44

⑨学校図書館支援センター設置の検討
・学校図書館支援センター設 教育総務課
置の検討

45

⑩学校図書館管理システムの有効活用と司書教諭・学校司書・学校図書館ボランティアを対象とした研修の強化
・学校図書館運営の効率化
・研修の強化

教育総務課

☆システム活用支援

☆システム活用支援
☆横断検索システム操作講習会開催（2/1）

☆横断検索システム操作講習会開催（6/27）
☆システム活用の支援を行った。

46

学校図書館の地域開放している学校 4校
地域の方へ貸出をしている学校 3校
地域ボランティアが入っている学校 19校

学校図書館の地域開放している学校 4校
地域の方へ貸出をしている学校 3校
地域ボランティアが入っている学校 19校

47

☆年次計画に沿って推進

☆第2次防府市学校図書館振興計画の策定

☆第2次計画に沿って推進した。

☆「学校図書館便り」の発行による啓発活動の実施

【H27年度に同じ】

【H28年度に同じ】

⑪地域に開かれた学校図書館のあり方の検討
・地域に開かれた学校図書館 学校教育課
のあり方の検討

☆学校運営協議会における検討

⑫「防府市学校図書館振興計画」に係る検証と内容具体化の検討
・実施状況の検証
・具体化の検討

教育総務課

48

⑬読書イベント等による読書活動の促進
・ヤング･アダルト層への読書 高等学校
の働きかけ

49

8

４ 幼稚園・保育園（所）・認定こども園における子どもの読書活動推進
①子どもが絵本に親しむ環境づくりと蔵書や設備の整備・充実
具体的な取組み

関係部署・機関等

平成27年度の事業実施状況

・子どもの関心が自然に絵本 防府市幼稚園連盟 ☆市内各園において、日常保育の中で絵本の読み聞かせを
に向かう環境の整備
実施
☆絵本の読み聞かせの大切さを、保護者会・園だよりで保護者
へ伝えた。

防府市保育協会

子育て支援課

平成28年度の事業実施状況

平成29年度の事業実施状況

No.

☆市内各園において、日常保育の中で絵本の読み聞かせを
実施
☆絵本の読み聞かせの大切さを、保護者会・園だよりで保護者
へ伝えた。
☆松崎幼未就園児親子教室 山口こどもの友社社長講演会
(9/9)

☆市内各園において、日常保育の中で絵本の読み聞かせを
実施
☆絵本の読み聞かせの大切さを、保護者会・園だよりで保護者
へ伝えた。

50

☆市内各園において、日常保育の中で数冊の絵本の読み聞 【H27年度に同じ】
かせを実施
☆保護者に、絵本の大切さや読み聞かせの必要性を園だより
や掲示板を通して伝えた。

【H28年度に同じ】

☆親子が本を気軽に借りて楽しめるよう、保育所への絵本等の 【H27年度に同じ】
配備を進めた。
☆増冊および古くなった絵本の更新を実施
☆参観日や地域子育て支援センターにおいて、絵本の大切さ
や読み聞かせ技術とともに環境づくりについて伝えた。

【H28年度に同じ】

51

52

②子どもが読書に親しむ教育・保育の研究と研修活動の強化
・研究・研修活動の強化

防府市幼稚園連盟 ☆防府市幼稚園教育研修大会（7/29）講演「すぐに実践できる ☆研修を通して、絵本の大切さを習得した。
遊び」講師：犬飼聖二先生
市幼研修(5/18）、市幼研修(7/25,27,29)
☆各園で絵本の読み聞かせ研修
☆研修の中で絵本の大切さにふれた。
新任教員研修会(10/24)、人権研修会（保護者 10/26）

☆研修を通して、絵本の大切さを習得した。
☆防府市幼稚園教育研修大会（7/26）
市幼研修(7/24) 市幼研修（7/27）

防府市保育協会

☆各園での読み聞かせの実施
☆保育協会による研修会の実施

☆アンケートを実施し、園での取り組みをはじめ、研修への参 ☆各園での読み聞かせの実施
加状況や保護者への情報発信の方法などの情報交換を実施 ☆保育協会による研修会の実施(10/29)
絵本作家田頭よしたかさん

53

54

③絵本を中心とする親子読書に対する保護者の理解を深めるための広報啓発活動の強化
・保護者の理解を深める広報 学校図書館を考え
啓発
る会・防府

子育て支援課

☆えんしん幼稚園スマイルキッズ（子育て支援事業）おはなしラ ☆えんしん幼稚園スマイルキッズ（子育て支援事業）おはなしラ ☆えんしん幼稚園スマイルキッズ（子育て支援事業）おはなしラ
イブ（6/16、7/21、8/18、9/15、10/20）（会員が活動）
イブ（会員が活動、6/21、7/26、8/23、9/20、10/18、11/22）
イブ（会員が活動、6/20、7/18、8/22、9/19、10/17、11/21）

☆参観日や地域子育て支援センターにおいて、絵本の大切さ 【H27年度に同じ】
や読み聞かせ技術を伝えた。
☆図書館と連携し、保護者に対し啓発活動を行った。

【H28年度に同じ】

☆おはなしボランティアによる定期的な読み聞かせの実施と、
絵本の貸し出しを行った。

【H27年度に同じ】

【H28年度に同じ】

☆貸出文庫の利用促進
☆「お話のへや」、読み聞かせ用具の活用促進

☆貸出文庫の利用促進
☆「お話のへや」、読み聞かせ用具の活用促進

55

56

④絵本の貸出の奨励強化
・絵本の貸出の奨励
・市立図書館利用の奨励

子育て支援課

図書館
（文化振興財団）

57

9

☆貸出文庫の利用促進
☆「お話のへや」、読み聞かせ用具の活用促進
☆「ほうふとしょかんこどもしんぶん」の配布による周知

58

５ 市立図書館における子どもの読書活動推進
①乳幼児からヤング・アダルトまで子どもの年齢に応じた多様なニーズに対する幅広い資料の充実・整備
具体的な取組み
・資料の充実・整備
・読書活動の支援

関係部署・機関等
図書館
（文化振興財団）

平成27年度の事業実施状況

平成28年度の事業実施状況

平成29年度の事業実施状況

☆新刊図書の整備・充実と定期的更新
☆新刊図書の整備・充実と定期的更新
☆新刊図書の整備・充実と定期的更新
☆子どもの年齢に応じたコーナー構成とディスプレイの工夫等 ☆子どもの年齢に応じたコーナー構成とディスプレイの工夫等 ☆子どもの年齢に応じたコーナー構成とディスプレイの工夫等
☆定期的な企画展示と図書リスト作成
☆定期的な企画展示と図書リスト作成
☆定期的な企画展示と図書リスト作成
☆職員の児童サービス研修参加

No.

59

②姉妹都市大韓民国春川（チュンチョン）市の図書館との資料交換協定に基づく大韓民国児童図書の受入
・交流図書の受入

図書館
（文化振興財団）

☆春川市立図書館より交流図書到着（5/1）
☆春川市立図書館へ交流図書寄贈（12月）
☆春川市立図書館より交流図書到着（3月）

☆春川市立図書館より交流図書受贈(3月）
☆春川市立図書館へ交流図書寄贈（2月）

【H28年度に同じ】
60

③子どもへのレファレンス・サービスやフロア･ワークの質的向上
・パスファインダー等の作成
・フロア・ワークの向上

図書館
（文化振興財団）

☆テーマ別の調べ学習ガイド（パスファインダー)、テーマ別図 【H27年度に同じ】
書紹介（ミニブック）作成・配布

【H28年度に同じ】
61

④障害のある子どもへのサービスの向上
・資料の収集・充実
・郵送貸出の利用拡大
・関係機関等との連携強化

図書館
（文化振興財団）

☆大活字本や点字図書・さわる絵本等の購入や寄贈の受け入
れによる整備
☆郵送貸出業務推進のための広報
☆ボランティアとの連携による資料収集

☆大活字本や点字図書・さわる絵本等の購入や寄贈の受け入 【H28年度に同じ】
れによる整備
☆郵送貸出業務推進のための広報
☆ボランティアとの連携による資料収集
☆障害のある子どもの職場体験や図書館見学の受け入れ

☆各種広報紙、ホームページ等への移動図書館車運行案内
の掲載
☆要望により、平成27年10月から移動図書館のステーションを
学校等に3か所（華西中学校・大道小学校・ライフケア高砂）新
設。他2か所を廃止し35か所で運行。また、児童館等の巡回時
間を子どもたちの利用しやすい時間帯に変更

☆各種広報紙、ホームページ等への移動図書館車運行案内
の掲載
☆要望により、平成29年4月から移動図書館のステーションを
右田小学校に新設し36か所で運行するための調整・準備

☆各種広報紙、ホームページ等への移動図書館車運行案内
の掲載
☆平成29年4月から移動図書館のステーションを右田小学校に
63
新設し36か所で運行
☆学校支援図書の貸出（143件、1,598冊）

☆「子ども読書フェスティバル」の開催（5/31)
☆子ども図書館員（実務実習・館内見学）の開催（8/3・10）
☆防府図書館まつりの開催（10/17）
☆子ども読書関連行事の開催
☆市広報、「ほうふ図書館だより」、「ほうふとしょかんこどもしん
ぶん」、ホームページの記事の内容充実
☆各種情報メディアの有効活用

☆「子ども読書フェスティバル」の開催（5/29)
☆子ども図書館員（実務実習・館内見学）の開催（8/5・12）
☆「防府市図書館を使った調べる学習コンクール」募集対象を
小学生だけでなく中学生にも拡大（募集期間8/1～9/30、応募
点数 小学生19点 中学生17点 計36点)
☆児童サービス向上のための職員研修を実施
☆市広報、「ほうふ図書館だより」、「ほうふとしょかんこどもしん
ぶん」、ホームページの記事の内容充実
☆各種情報メディアの有効活用
☆防府図書館まつりの開催（10/15）
☆「ビブリオバトル」を開催(2/26) 参加者数25人

☆「子ども読書フェスティバル」の開催（5/28)
☆子ども図書館員（実務実習・館内見学）の開催（8/3・10）
☆「防府市図書館を使った調べる学習コンクール」（募集期間
8/2～9/30、応募点数 小学生45点 中学生20点 計65点)
☆児童サービス向上のための職員研修を実施
☆市広報、「ほうふ図書館だより」、「ほうふとしょかんこどもしん
ぶん」、ホームページの記事の内容充実
☆各種情報メディアの有効活用
☆防府図書館まつりの開催（10/14）
☆「ビブリオバトル」の開催(5/28参加者数61人、7/23参加者数
14人、11/13参加者数32人)

☆第5回「子ども読書フェスティバル実行委員会」（4/13、5/14）
☆第5回「子ども読書フェスティバル」の開催（5/31）
☆『子ども読書のまち・防府』第5号発行(7/20)
☆第6回「子ども読書フェスティバル実行委員会」（3/14）

☆第6回「子ども読書フェスティバル実行委員会」（4/14、5/19）
☆第6回「子ども読書フェスティバル」の開催（5/29）
☆『子ども読書のまち・防府』第6号発行（7/20）
☆第7回「子ども読書フェスティバル」実行委員会（3/17）

☆第7回「子ども読書フェスティバル実行委員会」（4/13、5/18）
☆第7回「子ども読書フェスティバル」の開催（5/28）
☆『子ども読書のまち・防府』第7号発行（7/25）
☆第8回「子ども読書フェスティバル」実行委員会（3/1、29）
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⑤市内全域サービスの充実
・貸出文庫の充実
・移動図書館の充実

図書館
（文化振興財団）

⑥啓発のための行事・企画と広報活動・情報発信の強化
・子ども読書フェスティバル等 図書館
の行事内容の充実
（文化振興財団）
・広報・情報発信の強化

子ども読書フェス
ティバル実行委員
会

10
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⑦子どもを対象に活動する図書館ボランティアの養成・活動の支援・協働の強化
・おはなしボランティア養成講 図書館
座の充実
（文化振興財団）
・ボランティアの活動支援

☆図書館ボランティア養成講座4回開催(8/5・12・19・26)
☆図書館ボランティア養成講座4回開催（3/9,3/13、3/16、
☆図書館ボランティアへの機会・場所・設備・資料・情報の提供 3/23）
☆図書館ボランティアへの機会・場所・設備・資料・情報の提供
☆「防府図書館ボランティア連絡会議」開催(2/17）
☆「おはなしでんしゃ」の時間内に、図書館職員による絵本の
ブックトークを実施

☆図書館ボランティア養成講座4回開催（2/1、2/8、2/15、
2/22）
☆図書館ボランティアへの機会・場所・設備・資料・情報の提供
☆「防府図書館ボランティア連絡会議」開催(1/25）
☆「おはなしでんしゃ」の時間内に、図書館職員による絵本の
ブックトークを実施
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⑧市立図書館と学校図書館とのオンライン・ネットワーク・システムの構築
教育総務課

☆ネットワーク・システム構築に係る調査・研究

☆市立図書館と学校図書館の横断検索システム構築（2/1）
☆物流システムの検討

関係部署・機関等

該当項目 No. （右端に表示）

山口県立高等学校校長会（防府）

18・27・49

防府市小学校長会

19・23・28・32・37

防府市中学校長会

20・24・29・33・38

防府市幼稚園連盟

50・53

防府市保育協会

51・54

防府市立防府図書館利用者・サークル連絡会

10

子ども読書活動推進ネットワーク・防府

11

学校図書館を考える会・防府

12・25・35・41・55

学校図書ボランティアネット・防府

13・26・30・36・42

子ども読書フェスティバル実行委員会

65

健康福祉部障害福祉課

1

健康福祉部子育て支援課

4・7・52・56・57

健康福祉部社会福祉課

15

健康福祉部健康増進課

8

教育委員会教育部学校教育課

22・34・39・47

教育委員会教育部生涯学習課

2・5・17

教育委員会教育部教育総務課

21・31・40・44・45・46・48・67

図書館（防府市文化振興財団）

3・6・9・14・16・43・58・59・60･61・62・63・64・66

11

☆ネットワーク・システムの活用促進
☆市立図書館との連携により学校支援図書を充実した。
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第2次防府市子ども読書活動推進計画の取組における成果及び第3次計画に向けての課題

参考資料２

１ 家庭における子どもの読書活動推進
①家庭における大人と子どもの読書活動推進のための環境整備
具体的な取組み

関係部署・機関等

・市の出前講座等を利用した 障害福祉課
学習会の開催推進
・読み聞かせ教室・講演・研修
実施
・家庭の読書環境整備の奨励
生涯学習課

図書館
（文化振興財団）

成果

課題

視覚に障害のある方に対し、活字文書読上げ装置、拡大読書機、ＤＡＩＳＹ図書（国 視覚障害のある方に制度を活用してもらうため、引き続き窓口等により制度を周知
際標準規格の録音図書）再生機等の福祉機器や、点字図書の給付を行った。また、 し、日常生活用具給付制度の認知度を高めていく必要がある。
日常生活用具給付事業の周知を図るため、総合福祉大会にて拡大読書器の展示、
手帳交付時に重度視覚障害に対して制度の説明を行い、少しずつではあるが周知
は拡大してきている。
「指導者バンク」の読み聞かせ関係の利用申込数を増加することができた。

「聞いて得するふるさと講座」は、市職員を講師で派遣する制度のため、図書館メ
ニューは、「聞いて得するふるさと講座」のメニューから削除した。今後は、「指導者バ
ンク」の読み聞かせ関係の更なる増加を図る。

「子ども読書フェスティバル」での講演会、座談会、サイン会等の開催が定着し、好評 子ども読書フェスティバルへの幼児・児童の参加促進のための、周知方法・イベント
を得ている。(参加者数 平成27年度60名、平成28年度80名、平成29年度130名、平 内容の検討。
成30年度108名)平成31年度にはワークショップを開催する予定である。
移動図書館車での貸出が増加した。（平成26年度21,035冊→平成29年度23,806冊）

No.

1

2

3

②啓発広報活動の強化
・「家庭の日」に家庭で読書の
時間を設けることや「家庭読
書の日」を設けることの奨励
・リーフレット等による広報・啓
発
・「うちどく（家読）」の奨励

子育て支援課

各園の整備により、環境づくりに努めることができている。

継続して環境整備に努める。

生涯学習課

各種広報を用いて、園児から高校生、地域の大人へ幅広く家庭での読書の重要性
を伝えた。

紙媒体以外の広報でも、啓発広報活動をし、情報提供をする。

図書館
（文化振興財団）

4
5

「新刊紹介」、「ほうふとしょかんこどもしんぶん」、「ほうふ図書館だより」、イベントチラ 地域・家庭・学校・幼稚園・保育園などへのPRによる利用促進。
シ等の配布先を拡大したことにより、市民が図書館についての情報を得る機会が増
加した。
平成30年度から、イオン防府店で、毎月第3日曜日の「家庭の日」におはなし会を開
催し、図書館活動についての周知が進んだ。

6

③乳幼児に早い時期から本に親しむ機会を提供する「赤ちゃん文庫事業」の継続と展開
・「赤ちゃん文庫事業」の継続 子育て支援課
・母子保健推進員による読書
健康増進課
活動支援
・読み聞かせの場の設定
・推奨絵本の紹介

図書館
（文化振興財団）

各事業の整備により、環境づくりに努めることができている。

継続して環境整備に努める。

子育てサークルでの読み聞かせ、及び2か月児の乳児を持つお母さんへの読み聞か 幼児健診等で乳幼児や保護者と関わる機会での読み聞かせの場の設定は困難で
せの大切さを伝えるチラシと絵本の配付を継続している。
ある。そのため、市立図書館との連携を強化し、乳幼児相談等で年齢に応じた絵本
わいわいHOFUっ子の集いを開催(読み聞かせ、ペープサート、エプロンシアターな の紹介、市立図書館利用の推奨等をすすめていくことが必要。
ど実施)するために、事前に研修や練習を行っており、毎年、約120～130組の多くの
親子の参加が継続できている。
平成28年度から、ボランティアグループ「おはなしでんしゃ」のおはなし会等で、図書 ブックトークができる職員の育成、および職員のブックトークに関する知識・技術の向
館職員によるブックトークを実施し、利用者の読書活動への支援が進んでいる。
上。
平成29年3月、ミニブックリスト「おすすめ赤ちゃん絵本」を発行、配付、ホームページ
に掲載し、乳幼児の読書活動が活性化している。

1

7

8

9

２ 地域における子どもの読書活動推進
①地域におけるおはなしボランティアとの連携及び活動の奨励支援
具体的な取組み

関係部署・機関等

成果

課題

・ボランティアの活動支援
防府市立防府図書 布絵本『結う』の制作活動が加わり、制作品は、防府図書館に寄贈され個人貸し出し 家庭における読書推進が読書の基本として位置づけること。
・情報紙による広報活動強化 館利用者・サークル ができる。布絵本の手触りが、赤ちゃんに優しく好評である。
「森のくまさん」のストーリーテリングと布絵本『結う』も後継者育成を考慮すること。
連絡会
「森のくまさん」のストーリーテリングは民話を静かに聞くということで、お話し会とは
違った貴重な活動である。
防府図書館利用者・サークル連絡会で平成29年より、講演会活動などの学習会を年
3回程度開催しているが、図書館の職員にお願いして、講演会のテーマに沿ったブッ
クトークを開催、好評である。ブックトークの内容については、防府図書館利用者・
サークル連絡会の機関紙「さーくれん」にも掲載。
子ども読書活動推 平成29年3月より、防府図書館「お話しのへや」で開催の「おはなしでんしゃ」活動日 家庭における読書推進が基本であると位置づける
進ネットワーク･防府 に防府図書館職員のブックトークが開催され、参加の親子をはじめとして「おはなし これからの子ども読書推進活動に向けては、父親、高齢者への働きかけも必要と思
でんしゃ」の会員も絵本選択の幅がひろがり、好評である。
う。
学校図書館を考え 子育て支援課や幼稚園・保育所・児童館から「音楽と語りコンサート」の依頼が増えて 2次計画の成果の継続と拡大
る会･防府
いる。全体の意識が高くなっていると感じる。
子ども会・放課後子ども教室での読書活動を推進する内容を組みこむことはできな
年間6回継続するおはなし会に参加する親子(未就園児)・参加者への刺激実感して いだろうか。
いる。
学校図書ボランティ 学校図書館ボランティアが活動している学校の中で「読書だより」などを使い、活動の 子ども会や青少年育成連絡協議会、放課後子ども教室でボランティアによる子ども
アネット・防府
様子や本の紹介などの読書環境向上のための広報活動は、現状維持ができてい
の読書活動が行われているかは不明である。
る。
学校図書館ボランティアの活動も学校内だけでなく、地域の人に知ってもらえる機会
があるとよい。
図書館
（文化振興財団）

図書館ボランティア養成講座を毎年継続して開催することが定着し、好評を得てい おはなしボランティアとのさらなる連携強化。
る。(参加者数 平成29年度95名)
平成28年度から年１回、防府図書館ボランティア連絡会議を開催し、おはなしボラン
ティアと意見交換を行うなど連携が強化された。

No.

10

11

12

13

14

②児童館における児童図書の質・量両面にわたる整備と読書機会の充実
・児童図書の整備
・読書機会の充実

社会福祉課

防府市内には、４ヶ所の児童館が設置されており、それぞれの児童館には、市が購
入した図書や地元の方々から寄贈を受けた図書により、児童図書が整備されてい
る。
毎年、各館で子ども向けの図書を購入していることから、蔵書数は増加しているが、
各館での新刊購入は限度があること、また、「乗物図鑑」や「動物図鑑」や「辞典」類
は、時代に適合していない図書もある。

継続的に図書の購入により、子どもたちの興味をそそる図書の充実に努めるととも
に、古くなった蔵書については、廃棄することにより書架に接触しやすい環境づくり
が望まれる。
15

③市立図書館との連携強化
・貸出文庫・移動図書館の利 図書館
用促進
（文化振興財団）

小中学校に移動図書館車のステーションを増設した。（平成27年度：大道小、華西 移動図書館車のステーションの定期的な見直し。
中、平成29年度：右田小、平成30年度：西浦小）(ステーション数 平成26年度：34か
所→平成30年度：37か所)
地域のイベントに移動図書館車が出張し、貸出サービス・読書相談等を行うことによ
り、市民の図書館への認識が深まった。
平成29年度から公民館・出張所会議に毎月出席し、公民館との連携強化が進んだ。

16

④啓発広報活動の強化
・広報紙等による情報発信

生涯学習課

市内全小中学校の児童・生徒に配布する情報誌「まなぼうやだより」に子ども読書
フェスティバルの記事を掲載することで、広く周知ができた。

2

引き続き情報誌に掲載し、啓発広報を行う。
17

３ 小学校、中学校、高等学校における子どもの読書活動推進
①学校図書館資料の質・量両面にわたる充実
具体的な取組み
・資料の質・量両面にわたる
整備

関係部署・機関等
高等学校

小学校長会

成果

課題

大学入試などの小論文対策として、現代社会の諸問題についての考察が深まるよう 経済や科学など現代社会の諸問題について書かれた新書などは、文学書よりも早
な図書を計画的に購入できた。
いサイクルで更新が必要となる。
過去の名作を文学全集ではなく、手軽な文庫本で揃え、読みやすい形で提供できる
ようになった。
学校図書館の書架の整理や古本の廃棄・配架などの整備・管理が整いつつある。 生徒や教職員のニーズに応じた学校図書館資料の質・量両面にわたる充実
学校司書と連携した取組(選書や調べ学習などの支援)が各学校で定期的に実践さ 公立図書館との連携による学校図書資料等の整備・充実
れている。
効果的な古本の廃棄、配架の工夫
学校司書と連携した授業づくりの推進

中学校長会

図書館管理システムの活用促進による運営の効率化が図られた。
横断検索システム活用による学校図書館の３機能（学習・情報・読書センター）の充
実が図られた。

教育総務課

小・中学校の図書標準充足率が向上した。(小学校107％→114％、中学校91％→
計画的な図書の更新。
102％)
学校図書館図書標準分の冊数を収納できるスペースと書架の整備。
学校図書館管理システムを活用し、授業や調べ学習に必要な図書の整備が進んで
いる。

学校教育課

No.

18

19

コンピュータ・ネットワーク・システムの更なる活用促進。
図書館から遠距離に居住する子どもの読書活動推進のための移動図書館の利便性
20
の向上や学校図書館との連携強化。

図書館担当教諭及び学校司書の連携により、ホストタウン事業や人権関係図書等の 継続
コーナー設置等、学校教育課の要望に適切に対応していただいた。

21

22

②学校図書館の開館時間や活用頻度など様々な利用環境の整備
・開館時間の拡大
・利用環境の整備

小学校長会

中学校長会

学校司書や学校図書館ボランティアとの協力・連携により学校図書館の利用環境の
向上が見られた。
定期的に市内各小学校の学校図書館を訪問し、整備・運営状況の共通理解ができ
た。

引き続き、研修会や審査会を市内各小学校の学校図書館で開催し、整備・運営状
況の情報共有に努める。
「やまぐち型地域連携教育」の仕組みを生かした地域ぐるみで子どもの読書活動を
支援する取組の実践
地域に開かれた学校図書館の運営についての検討

司書教諭・学校司書の人的配置促進によって、学校図書館の利用環境の整備・充
実が図られた。
図書館管理室設置や学校図書館コーディネーターの派遣・支援によって、司書教
諭・学校司書・学校図書館ボランティアなど学校図書館関係者の資質向上および協
力・連携体制の強化が図られた。

学校司書の完全配置促進（毎日勤務）
司書教諭・学校司書・学校図書館ボランティア・学校図書館コーディネーターの協
力・連携体制のさらなる強化
地域に開かれた学校図書館の推進による家庭・地域と連携した地域ぐるみでの子ど
もの読書活動推進

学校図書館を考え 学校司書の増員により学校図書館の利用は向上している。
学校司書の不在時は十分な利用環境とは言えない。
る会･防府
学校図書館ボランティアとの連携体制がある学校は、掲示物の充実・室内飾りやディ 中学生が学校図書館を利用できる時間が少ないので、朝や放課後の開館をすすめ
スプレイによって季節感があり、児童が心落着き且つ刺激ある読書環境になってい る必要がある。
る。
学校図書ボランティ 学校司書の人数が増え、学校図書館コーディネーターも配置されたおかげで、学校 学校司書による計画的な資料収集が進み、書架や新聞・パンフレットなどの資料を
アネット・防府
図書館の環境はかなり向上している。
保管する設備が必要と思われる。
また、学校司書とボランティアの連携がうまくできている学校では、より一層よい環境 学校司書と学校図書館ボランティアの連携がうまくいく方策が必要。
に整えられている。

3

23

24

25

26

③授業における学校図書館活用の促進
・資料の活用能力の向上

高等学校

総合的な学習の時間において、ブックトークが実施されたことにより、図書室が積極
的に活用された。

中国地区学校図書館大会(平成31年11月7日・8日)が予定されている。
学校図書館を利用した活動の年間計画を作成する必要がある。

27

小学校長会

講師を招いた研修会や各審査会の開催により、各学校の授業における学校図書館 授業における学校図書館の積極的及び有効的な活用
の活用が推進できた。
資料の活用能力の向上のための研修会及び審査会の開催
学校司書とともに行う取組や授業が増えた。
自主的、対話的な読書活動の推進(読書ノート、ブックトーク、児童生徒同志によるお
薦め本の紹介、ビブリオバトル、読書会、アニマシオン等の読書活動の推進)
28
特別な配慮を要する児童の読書活動の推進
学校司書と連携した授業回数の増加

中学校長会

横断検索システム導入により、学校図書館活用の利便性が高まり、学校図書館を活 横断検索システムの充実や授業における学校図書館の積極的な活用による子ども
用した授業の推進が図られた。
たちの情報活用能力の育成・向上

学校図書ボランティ 学校図書館ボランティアが授業での読み聞かせを担当している学校では、学校図書 学校図書館での調べ学習の補助的な役割が担えるボランティアの養成をし、先生と
アネット・防府
館の利用が習慣化されやすい。年間を通して継続利用されている。
学校司書・ボランティアの協力で調べ学習の授業が行えると、子どもひとりひとりの学
びに対応できるのではないか。
教育総務課

図書館ネットワークの整備等により、学習に使用する図書を必要な質・量ともに用意
できるようになり、授業での活用が増えている。

学校図書館を利用した活動の年間計画への位置づけ及び各学年における継続的
な取組

29

30

31

④「全校一斉の読書活動」の継続・拡充・質的充実
・「全校一斉の読書活動」の工 小学校長会
夫・改善
中学校長会

市内小学校17校のうち16校(94%)が全校一斉読書活動を実施している。

全中学校での「朝の読書」実施

市内すべての小学校にて全校一斉の読書活動の継続実施
全校一斉読書活動の取組内容の工夫・改善
学年進行に伴う読書離れへの対応

32

「朝の読書」の継続と豊かな読書活動の展開
33

学校教育課

登校後の朝学習の時間に設定することで、読書機会の確保・充実に加え、落ち着い 継続
た雰囲気で授業を開始できるという効果が見られた。

学校図書館を考え 「全校一斉読書活動」にボランティアが関わっている学校は、継続できている。
る会・防府

「読み語り」だけでなくひとり読みにスムーズに進めるような支援が必要
小学校1年生入学時に「読書ノート」を配布し、小学生～中学生まで継続し自らが読
んだ本を記録するなど大切な宝になるのでは？（図書貸し出しカードは貸借の確認
だけでなく児童が読んだ本の記録、保護者も喜びであったが今は手元に何も残らな
い）

学校図書ボランティ 学校図書館ボランティアが「全校一斉の読書活動」に関わっている学校では、その時 「全校一斉の読書活動」の時間が短くなっているが、内容を充実させ継続できるよう
アネット・防府
間が継続的に確保できている。
にする必要がある。

34

35

36

⑤司書教諭の活動の充実を図るための体制づくり
・司書教諭の活動の充実を図 小学校長会
るための体制づくりと環境整
備

中学校長会

学校教育課

11学級以下の学校の司書教諭発令は、なされている。
司書教諭の担当授業時間数の軽減がなされている学校は、17校中11校(65%)であ
る。

引き続き、11学級以下の学校における司書教諭有資格者の配置
引き続き、司書教諭の担当授業時間数の軽減等が可能な体制づくりの促進
司書教諭、学校司書のための研修の充実
地域、民間ボランティア団体との連携・協働
常勤の学校司書の配置

11学級以下の学校においても司書教諭の発令された。
司書教諭と図書館管理室や学校図書館コーディネーターとの連携が図られた。

１１学級以下の学校における司書教諭有資格者の配置・発令の促進
司書教諭と図書館管理室や学校図書館コーディネーターとの連携強化による司書
教諭の資質向上や学校図書館の活性化。

学校司書と連携することにより、読書活動に関する授業が充実した。

継続

37

38

39

4

⑥学校司書の専任配置をめざした増員と研修の充実によるスキルアップ
・学校司書の増員
・研修の充実

教育総務課

学校司書を6名から13名に増員し、各学校への派遣日数が倍増した。
大規模校への学校司書の専任配置
学校図書館コーディネーターによる講習や個別指導により、学校司書の資質向上を
図ることができた。

40

⑦学校図書館ボランティアの養成と活動支援及び研修の実施
・ボランティアの養成
・活動支援・研修実施

学校図書館を考え 学校図書館ボランティアのための学習会・研修会・学校図書館見学会は現状維持で 学校図書館ボランティアの人数は減少している。保護者だけでなく地域に人材を求
る会・防府
きている。
める必要がある。
「図書館ボランティア養成講座」に学校図書館に関する内容が加えられ好評である。
学校図書ボランティ 学校図書館ボランティアの自主的な活動に、図書館が定期的に参加して、本の紹介 学校図書館ボランティアの人材確保のための方策が必要。コミュニティスクールで学
アネット･防府
などをしてくださるようになり、平素の活動に大変役立っている。
校図書館ボランティアの活動を明記し、活動内容を地域で共有し、防府市全体で活
研修の内容も相談でき、十分な支援を受けることができるようになった。
動を継続する必要がある。
また、図書館の「図書館ボランティア養成講座」の継続や子ども読書活動に関わる団
体や個人に対する支援の拡充を望む。
図書館
（文化振興財団）

平成28年度から、学期ごとに開催される学校図書ボランティアネット・防府の研修会
において、図書館職員による修理指導、ブックトーク等を実施するようになり、ボラン
ティアへの支援が進んだ。

ブックトークができる職員の育成、および職員のブックトークに関する知識・技術の向
上。

41

42

43

⑧市立小・中学校図書館管理システムの活用促進と市立図書館とのコンピュータ・ネットワーク・システムの構築
・図書館管理システムの活用 教育総務課
促進
・コンピュータ・ネットワーク・シ
ステムの構築

平成26年9月に全小・中学校に導入が完了した学校図書館管理システムが活用さ
れ、学校図書館が活性化した。
平成29年2月に導入した横断検索システムを活用した資料の相互貸借により、市立
図書館と学校図書館の利用が促進された。

物流システムの整備等による資料貸借における利便性の向上
44

⑨学校図書館支援センター設置の検討
・学校図書館支援センター設 教育総務課
置の検討

平成28年度に設置した図書館管理室が市立図書館と連携して学校図書館の支援を 図書館管理室と学校・関係部署・市立図書館の連携強化
行った。
学校図書館コーディネーターを配置して学校・司書教諭・学校司書の連携強化を
図った。

45

⑩学校図書館管理システムの有効活用と司書教諭・学校司書・学校図書館ボランティアを対象とした研修の強化
・学校図書館運営の効率化
・研修の強化

教育総務課

平成26年9月に全小・中学校に導入が完了した学校図書館管理システムにより、学
校図書館が効率的に運営され、児童生徒への読書啓発が行えるようになった。

司書教諭・学校司書・学校図書館ボランティアの連携の強化
46

⑪地域に開かれた学校図書館のあり方の検討
・地域に開かれた学校図書館 学校教育課
のあり方の検討

学校機能の一部を地域とともに共有するという点で、「地域に開かれた学校」の実現 学校休業日や夜間の開放に対応するためには、図書室に直接出入りできる入口や
に貢献した。
施錠システムが必要である。
地域住民への貸出を増やすためには、地域住民のニーズに応じた図書の配置が必
要であり、そのためには防府市立図書館と連携して、図書の共有を行うことが必要で
ある。

47

⑫「防府市学校図書館振興計画」に係る検証と内容具体化の検討
・実施状況の検証
・具体化の検討

教育総務課

第2次防府市学校図書館振興計画を策定し、学校図書館の環境整備を行った。

学校・関係部署・市立図書館の連携強化

「学校図書館便り」を発行し、読書活動の啓発を行った。

文学作品だけでなく、さまざまな図書の紹介をするための学校全体の取り組みが重
要である。

48

⑬読書イベント等による読書活動の促進
・ヤング･アダルト層への読書 高等学校
の働きかけ

5

49

４ 幼稚園・保育園（所）・認定こども園における子どもの読書活動推進
①子どもが絵本に親しむ環境づくりと蔵書や設備の整備・充実
具体的な取組み

関係部署・機関等

成果

課題

・子どもの関心が自然に絵本 防府市幼稚園連盟 市内各園において、日常保育の中で絵本の読み聞かせを実施した。
に向かう環境の整備
防府市保育協会

子育て支援課

引き続き、市内各園において、日常保育の中で絵本の読み聞かせを実施していく。
50

各園共に保育活動における絵本の占める部分は大きく、乳児の時期より絵本は身近 絵本への関心を深めていけるような働きかけを強化する。
にあり、親しめる環境が用意されている。
保育園以外への例えば図書館や子ども読書活動推進ネットワーク等への参加、利
園文庫を設置している園では園児と保護者に貸し出しを行い、親子共に絵本を楽し 用促進を図る。
む機会を設けている。
借りて楽しむ親子が増えている。
各園の整備により、環境づくりに努めることができている。

No.

51

継続して環境整備に努める。
52

②子どもが読書に親しむ教育・保育の研究と研修活動の強化
・研究・研修活動の強化

防府市幼稚園連盟 研修を通して、絵本の大切さを習得した。

引き続き、研修を通して、絵本の大切さを習得していく。
53

防府市保育協会

各園で日々読み聞かせの活動を実施している。
保育協会による研修・情報交換を行ってきた。

保護者の絵本に対する関心も高まってきているので、絵本の選び方、読み聞かせ方
の研究に一層取り組んでいく。
親子で楽しめる「ふれあいあそび」「手あそび」等も紹介しながら、絵本へと関心を向
けていく。

54

③絵本を中心とする親子読書に対する保護者の理解を深めるための広報啓発活動の強化
・保護者の理解を深める広報 学校図書館を考え 幼稚園や保育所(園)での読書活動の必要性の理解が進んでいる。
啓発
る会・防府
園の生活の中に読書が位置づけられている。
子育て支援課

各園の整備により、環境づくりに努めることができている。

未就園時から家庭での読書への関心を高め”親子読書”や”家読”を定着させること
により子どもたちの将来の読書習慣につなげていく必要がある。

55

継続して環境整備に努める。
56

④絵本の貸出の奨励強化
・絵本の貸出の奨励
・市立図書館利用の奨励

子育て支援課

各園の整備により、環境づくりに努めることができている。

継続して環境整備に努める。
57

図書館
（文化振興財団）

平成30年10月、新小学１年生とその保護者に向けたブックリストを作成・配布し、幼稚 利用促進のための効果的な広報の強化。
園・保育園等で活用されている。
平成30年1月から、市内の全ての幼稚園・保育園（所）・認定こども園に、「新刊紹介」
「ほうふとしょかんこどもしんぶん」を配布し、図書館サービス情報についての周知が
進んだ。
平成30年12月、西浦幼稚園で開催された読書イベント「音楽と語りのほのぼのコン
サート」に参加し、連携を強化した。

6

58

５ 市立図書館における子どもの読書活動推進
①乳幼児からヤング・アダルトまで子どもの年齢に応じた多様なニーズに対する幅広い資料の充実・整備
具体的な取組み
・資料の充実・整備
・読書活動の支援

関係部署・機関等
図書館
（文化振興財団）

成果

課題

児童用資料のミニ展示コーナーを設置し、毎月２回資料展示を行うことで、図書館資 児童サービスに係る職員研修の充実
料についての周知が進んだ。
平成29年3月に赤ちゃん向けおすすめ絵本、平成30年10月に新小学１年生向けブッ
クリストを作成・配布し、子どもの年齢に応じた読書活動が活性化した。

No.

59

②姉妹都市大韓民国春川（チュンチョン）市の図書館との資料交換協定に基づく大韓民国児童図書の受入
・交流図書の受入

図書館
（文化振興財団）

毎年定期的な資料交換を行い、韓国語の資料が充実してきている。
平成29年9月、職員が春川市立こども・おもちゃ図書館開館式典へ出席し、友好親
善・相互理解が深まった。

受入交流図書の迅速な利用提供
60

③子どもへのレファレンス・サービスやフロア･ワークの質的向上
・パスファインダー等の作成
・フロア・ワークの向上

図書館
（文化振興財団）

パスファインダーを更新・追加し、点数が増加した。また、図書館見学の際にこれを紹 パスファインダーの広報強化および利用促進。
介し、レファレンスサービスの向上につながった。
青少年科学館ソラールの展示に関連したミニブック・リーフレットを作成し、レファレン
スサービスの向上、読書活動の展開ができた。

61

④障害のある子どもへのサービスの向上
・資料の収集・充実
・郵送貸出の利用拡大
・関係機関等との連携強化

図書館
（文化振興財団）

障害者サービスについてのリーフレットを作成・配布し、周知が進んだ。
障害者サービスの周知
リーディングトラッカーとリーディングルーペを整備し、障害者サービスへの理解が深
まった。
障害がある子どもの職場体験や図書館見学を積極的に受け入れ、図書館サービス
についての理解が広がった。

62

⑤市内全域サービスの充実
・貸出文庫の充実
・移動図書館の充実

図書館
（文化振興財団）

平成29年度から学校支援図書貸出サービスを開始し、その利用件数・貸出冊数が 学校支援図書の充実。
増加した。(平成29年度：143件、1,598冊→平成30年度：214件、2,689冊)
イオン防府店(平成30年4月～)・海北園(平成30年11月)等で出前おはなし会を開催
し、館外での児童サービスが拡大した。
移動図書館車が地域のイベントに出張し、貸出サービス・読書相談等を行った。
小野小学校で、出張ミニビブリオバトルを開催し、ビブリオバトルの認知度を高めた。

63

⑥啓発のための行事・企画と広報活動・情報発信の強化
・子ども読書フェスティバル等 図書館
の行事内容の充実
（文化振興財団）
・広報・情報発信の強化

子ども読書フェス
ティバル実行委員
会

平成28年度から「防府市図書館を使った調べる学習コンクール」募集対象を中学生 子ども読書フェスティバルへの子どもの参加の促進。
にも拡大し、全体の応募点数が増加した。
「防府市図書館を使った調べる学習コンクール」の応募作品の質の向上。
中高生の職場体験受け入れを積極的に行い、青少年の図書館サービスについての
理解が深まった。
平成28年度からビブリオバトルを開始し、徐々に認知度が上がっている。
平成30年度からクリスマスおはなし会を開始し、広報活動の強化が進んだ。
「子ども読書フェスティバル」での講演会、座談会、サイン会等の開催が定着し、好評
を得ている。平成31年度には、ワークショップを開催する予定である。
「子ども読書フェスティバル」が図書館の上半期恒例イベントとして定着し、子どもた
ちの読書活動の充実や読書環境の整備の重要性に対する認識が広がっている。

7

「子ども読書フェスティバル」の継続開催と一層の充実発展に向けての工夫と広報
(子どもたち自身の展示、中・高校生のボランティア参画)

64

65

⑦子どもを対象に活動する図書館ボランティアの養成・活動の支援・協働の強化
・おはなしボランティア養成講 図書館
座の充実
（文化振興財団）
・ボランティアの活動支援

図書館ボランティア養成講座を継続的に開催し、好評を得ている。
ブックトークができる職員の育成および職員のブックトークに関する知識・技術の向
平成28年度から、ボランティアグループ「おはなしでんしゃ」のおはなし会等で、図書 上。
館職員によるブックトークを実施し、ボランティアとの協働が強化された。
平成28年度から防府図書館ボランティア連絡会議を開始し、ボランティアとの連携が
強化された。

66

⑧市立図書館と学校図書館とのオンライン・ネットワーク・システムの構築
教育総務課

平成29年2月に導入した横断検索システムを活用した資料の相互貸借により、市立
図書館と学校図書館の利用が促進された。

物流システムの整備等による資料貸借における利便性の向上
67

関係部署・機関等

該当項目 No. （右端に表示）

山口県立高等学校校長会（防府）

18・27・49

防府市小学校長会

19・23・28・32・37

防府市中学校長会

20・24・29・33・38

防府市幼稚園連盟

50・53

防府市保育協会

51・54

防府市立防府図書館利用者・サークル連絡会

10

子ども読書活動推進ネットワーク・防府

11

学校図書館を考える会・防府

12・25・35・41・55

学校図書ボランティアネット・防府

13・26・30・36・42

子ども読書フェスティバル実行委員会

65

健康福祉部障害福祉課

1

健康福祉部子育て支援課

4・7・52・56・57

健康福祉部社会福祉課

15

健康福祉部健康増進課

8

教育委員会教育部学校教育課

22・34・39・47

教育委員会教育部生涯学習課

2・5・17

教育委員会教育部教育総務課

21・31・40・44・45・46・48・67

図書館（防府市文化振興財団）

3・6・9・14・16・43・58・59・60･61・62・63・64・66

8

第2次防府市子ども読書活動推進計画 平成３０年度事業実施状況及び令和元年度事業予定
１ 家庭における子どもの読書活動推進
①家庭における大人と子どもの読書活動推進のための環境整備
具体的な取組み

関係部署・機関等

・市の出前講座等を利用した 障害福祉課
学習会の開催推進
・読み聞かせ教室・講演・研修
実施
・家庭の読書環境整備の奨励
生涯学習課

図書館
（文化振興財団）

平成30年度の事業実施状況

参考資料３

評価基準
Ａ：当初計画を上回って達成できた。
Ｂ：概ね当初計画どおり達成できた。
Ｃ：当初計画を下回った。
点検
評価

☆視覚に障害のある方に対し、活字文書読上げ装置、拡大読書器等の福
祉機器や、点字図書の給付を行った。
☆日常生活用具給付事業
視覚障害者への給付 3件
活字文書読上げ装置1件、拡大読書器2件
視覚障害児への給付 0件

今後の課題や特記事項

令和元年度の事業計画

No.

窓口や障害者福祉の概要により制度を周 ☆視覚に障害のある方に対し、活字文書読上げ装置、拡大読書器、ＤＡＩＳ
知し給付件数の増加を図る。
Ｙ図書（国際標準規格の録音図書）再生機等の福祉機器や点字図書の給
付を行う。
B

☆幸せます人材バンク「指導者バンク」を利用した読み聞かせの実施 申込
件数 5件
「生涯学習フェスティバル」で読み聞かせの講座開催 2件

B

☆講演会開催（「子ども読書フェスティバル」で松本徹氏による講演会
5/27）
☆市広報、ホームページ、「ほうふとしょかんこどもしんぶん」「ほうふ図書館
だより」等の記事による周知
☆移動図書館車による広報・周知
☆イオン防府店で出前おはなし会を毎月第３日曜に開催

Ｂ

1

「指導者バンク」の読み聞かせ関係の申込 ☆幸せます人材バンク「指導者バンク」の利用促進を図るためホームページ
件数の増加を図る。
やＰＲ冊子等の作成・配布

移動図書館車、地域文庫、団体貸出等の ☆講演会とワークショップ開催（「子ども読書フェスティバル」で岡本よしろう
利用促進
氏による講演会とワークショップ 5/26）
☆市広報、ホームページ、「ほうふとしょかんこどもしんぶん」「ほうふ図書館
だより」等の記事による周知を図る。
☆移動図書館車による広報・周知を図る。
☆イオン防府店で出前おはなし会を毎月第３日曜に開催

2

3

②啓発広報活動の強化
・「家庭の日」に家庭で読書の 子育て支援課
時間を設けることや「家庭読
書の日」を設けることの奨励
・リーフレット等による広報・啓 生涯学習課
発
・「うちどく（家読）」の奨励
図書館
（文化振興財団）

☆他機関より依頼のあったチラシや広報紙配布の際に、保護者への働きか
けと絵本の貸出しを実施

B

☆「家庭の日」運動の推進にあたり、防府市青少年育成市民会議が発行す
るチラシや広報紙による働きかけを実施。
☆子ども向け生涯学習情報誌「まなぼうやだより」による、啓発や広報の実
施

B

☆市広報の『今月のおすすめ図書』欄、「新刊紹介」、「ほうふとしょかんこど
もしんぶん」、「ほうふ図書館だより」等の記事による案内
☆ホームページの記事による周知・広報
☆関係資料の館内展示、「FMわっしょい」や「山口ケーブルビジョン」等の
放送メディアを活用

Ｂ

☆他機関より依頼のあったチラシや広報紙配布の際に、保護者への働きか
けと絵本の貸出しを実施
「家庭の日」運動を推進する広報等に読書 ☆「家庭の日」運動の推進にあたり、防府市青少年育成市民会議が発行す
の時間を設ける情報提供を行う。
るチラシや広報紙による働きかけ
☆子ども向け生涯学習情報誌「まなぼうやだより」による、啓発や広報の実
施
各種チラシ等広報紙を通じて、地域・家
☆市広報の『今月のおすすめ図書』欄、「新刊紹介」、「ほうふとしょかんこど
庭・学校・幼稚園・保育園などへのPRにより もしんぶん」、「ほうふ図書館だより」等の記事による案内
利用促進を図る。
☆ホームページの記事による周知・広報
☆関係資料の館内展示、「FMわっしょい」や「山口ケーブルビジョン」等の放
送メディアの活用

4

5

6

③乳幼児に早い時期から本に親しむ機会を提供する「赤ちゃん文庫事業」の継続と展開
・「赤ちゃん文庫事業」の継続 子育て支援課
・母子保健推進員による読書
活動支援
・読み聞かせの場の設定
・推奨絵本の紹介
健康増進課

図書館
（文化振興財団）

☆「あつまれ！わくわく広場」や地域子育てサロン、地域子育て支援セン
ターなどで読み聞かせを実施し、保護者に絵本の読み聞かせの大切さを伝
えた。
☆親子あそび、音楽あそびを交えながら、絵本の読み聞かせを実施した。

B

☆母子保健推進員が、生後2か月の乳児を持つお母さんに読み聞かせの
大切さを記載されたチラシと絵本を配布し、読み聞かせの必要性を伝えた。
（赤ちゃん文庫835人）
☆わいわいHOＦＵっ子の集いを開催(10/17)
当日読み聞かせやペープサート、エプロンシアターなどを実施 子159人、
134組参加
☆母子保健推進員が子育てサークル時に絵本や大型紙芝居の読み聞か
せを実施した。
☆母子保健推進協議会広報誌「とらいあんぐる」で絵本の大切さを特集、訪
問時に配布し啓発した。

☆地域子育てサロン、地域子育て支援センターなどで保護者に読み聞かせ
の大切さを伝えていく。
☆親子あそび、音楽あそびを交えながら、絵本の読み聞かせを実施する。

7

子育てサークル時や2か月児以外の訪問 ☆母子保健推進員が、生後2か月の乳児を持つお母さんに読み聞かせの
でも、読み聞かせの大切さを継続的に伝え 大切さが記載されたチラシと絵本を配布し、読み聞かせの必要性を伝える。
ていく必要がある。
（赤ちゃん文庫）
☆母子保健推進員が子育てサークル時に絵本や大型紙芝居の読み聞か
せを実施を継続する。
B

☆親子読書案内用ブックリストを作成・配布

8

☆親子読書案内用ブックリストの作成・配布
Ｂ

1

9

２ 地域における子どもの読書活動推進
①地域におけるおはなしボランティアとの連携及び活動の奨励支援
具体的な取組み

関係部署・機関等

平成30年度の事業実施状況

点検
評価

・ボランティアの活動支援
防府市立防府図書 《おはなしグループ森のくまさん》
・情報紙による広報活動強化 館利用者・サークル ・昔話を楽しむ会 毎月第2土曜日 防府図書館
連絡会
・おはなし会
毎月第4土曜日 防府図書館
・紙芝居がいっぱい(7/28) 防府図書館
・小学生のための昔話を楽しむ会（8/4） 防府図書館
・第8回「子ども読書フェスティバル」参加
《布絵本「結う」》
・定例活動日 毎月第1・3月曜日 防府図書館
・布絵本、パネルシアター制作（作品は防府図書館に寄贈）
☆第8回「子ども読書フェスティバル」参加
☆第28回「防府図書館まつり」おはなしでんしゃの絵本とテーマを決めて協
同で親子交流活動
☆布絵本制作指導 （防府総合支援学校、華城幼稚園）
☆防府市母子保健推進協議会の活動に協力

読み聞かせボランティア会員数の増加
研修活動の参加

B

学校図書館を考え ☆あつまれわくわく広場（子育て支援課）おはなしライブ会員が活動(5/25)
る会･防府
☆第8回「子ども読書フェスティバル」協力(会員が企画開催、5/27)
☆牟礼小学校ＰＴＡ教育講演会
「絵本からいただくやさしくも強いPｏｗｅｒ」（会員の活動）6/16
☆西浦幼稚園「音楽と語りほのぼのコンサート」会員が活動(12/3）
☆富海保育所「音楽と語りのコンサート」会員が活動(1/15）
☆江泊保育所「音楽と語りのコンサート」会員が活動(2/12）

B

学校図書ボランティ ☆ブックトークの実施、「読書だより」などの配布 2校（華城小、佐波小）
アネット・防府
☆子ども読書フェスティバル出演（華城小学校おはなしボランティア）

B

☆図書館ボランティア養成講座を4回（2/7、2/14、2/21、2/28)開催

令和元年度の事業計画
《おはなしグループ森のくまさん》
・昔話を楽しむ会 毎月第2土曜日 対象年齢 小学生から大人
・おはなし会
毎月第4土曜日
・紙芝居がいっぱい
・小学生のための昔話を楽しむ会
・第9回「子ども読書フェスティバル」参加
《布絵本「結う」》
・布絵本、パネルシアター制作 毎月第1・3月曜日
（作品は防府図書館に寄贈）
・防府総合支援学校・華城幼稚園に布絵本製作指導
・生涯学習フェスティバル参加（3月）
・第9回「子ども読書フェスティバル」・第29回「防府図書館まつり」にて展示
紹介、その他参加協力
※この２つのグループの活動場所で明記のないものは、防府図書館

B

子ども読書活動推 《子ども読書活動推進ネットワーク･防府》
進ネットワーク･防府 ・第8回「子ども読書フェスティバル」展示等参加（5/27）
・第28回「図書館まつり」展示等参加
《おはなしでんしゃ》
・定例読み聞かせ
毎月第1水曜日 ぽんぽこ広場
毎月第2･4水曜日 防府図書館
・山口どこでも紙芝居（7月～9月） うめてらす
・市民活動フェスティバル参加(10月)
・生涯学習フェスティバル参加（3月）
・第8回「子ども読書フェスティバル」展示等参加（5/27）
・第28回「防府図書館まつり」展示等参加協力（10/20）
布絵本「結う」と協同で絵本、布絵本の読み聞かせ
おはなしでんしゃ《かすが文庫》
・定例読み聞かせ 毎月第4火曜日 牟礼公民館
・牟礼公民館教養講座、サークル合同学習活動発表会出演（2月）
・牟礼小放課後子ども教室（2月）
《なかよしクラブ》
・定例読み聞かせ 毎月第1金曜日 防府図書館
《防府市読書グループ連絡協議会》
・パネルシアター等制作活動(制作品は図書館寄贈)第3金曜日 防府図書
館
《防府市母親クラブ連絡協議会》
・読み聞かせ活動 5月～11月 大平園
・読み聞かせ活動 ぽんぽこ広場（10月）
・読み聞かせ活動と子ども工作教室(7月)
・第8回「子ども読書フェスティバル」展示協力（5/27）
・第28回「図書館まつり」参加等協力（10/20）

図書館
（文化振興財団）

今後の課題や特記事項

No.

10

《子ども読書活動推進ネットワーク･防府》
・第9回「子ども読書フェスティバル」・第29回「図書館まつり」にて展示紹介、
その他協力
《おはなしでんしゃ》
・定例おはなし会 毎月第1水曜日 ぽんぽこ広場
毎月第2･4水曜日 防府図書館（防府図書館職員がブックトーク参加）
・市民活動フェスティバル参加(10月)
・生涯学習フェスティバル参加（3月）
《かすが文庫》
・定例おはなし会 毎月第4火曜日 牟礼公民館
・牟礼公民館教養講座、サークル合同学習活動発表会出演
・放課後子ども教室（1月）牟礼小学校
《なかよしクラブ》
・定例読み聞かせ 毎月第1金曜日 防府図書館
11
《防府市読書グループ連絡協議会》
・パネルシアター等制作活動(制作品は図書館寄贈)第3金曜日 防府図書
館
《防府市母親クラブ連絡協議会》
・読み聞かせ活動 ぽんぽこ広場（10月）
・読み聞かせ活動と工作教室（7月）対象年齢:小学生と保護者
《防府市読書グループ連絡協議会》
・パネルシアター等制作(作品は防府図書館へ寄贈)

☆第9回「子ども読書フェスティバル」協力(5/27)
☆西浦幼稚園「音楽と語りのほのぼのコンサート」会員が活動
☆富海保育所「音楽と語りのコンサート」会員が活動
☆富海保育所子育て講演会「ポジティブ思考で子育てを」
絵本の大切さを伝える（会員が活動、6/14）

家庭への配布物の作成を増やしたり、ボラ ☆ブックトークの実施、「読書だより」などの配布 2校（華城小、佐波小）
ンティアに参加してもらったりして、関心を
持ってもらう。

12

13

☆図書館ボランティア養成講座4回
Ｂ

2

14

②児童館における児童図書の質・量両面にわたる整備と読書機会の充実
・児童図書の整備
・読書機会の充実

社会福祉課

☆毎年度予算の範囲内で児童向け図書を選定し、購入した。
また、実施方法は異なるものの、各児童館ともに読書の時間を設け、読書
の機会を促進した。
さらに、利用可能な範囲で移動図書館や貸出文庫を利用してより多くの図
書に触れる機会の充実を図った。

B

限られた予算の範囲で、引き続き子ども達 ☆各児童館が予算の範囲内で図書を購入し、図書の充実を図るとともに、
が読書に対する興味を持つような選書に 読書の時間を設ける。
努める必要がある。
☆各児童館が図書館の移動図書館や貸出文庫を利用し、読書の機会を設
ける。
☆古くなった図書の廃棄を行い閲覧しやすい状態を保ち、読書意欲を高め
る。

15

③市立図書館との連携強化
・貸出文庫・移動図書館の利 図書館
用促進
（文化振興財団）

☆地域文庫の運営について、毎月1回開催の公民館・出張所会議に出席し
て連携・周知を図った。
☆貸出文庫…希望の児童館・留守家庭児童学級等に1回40冊以内で1ヶ月
貸出

Ｂ

移動図書館車、地域文庫、団体貸出等の ☆地域文庫の運営について、毎月1回開催の公民館・出張所会議に出席し
利用促進
て連携・周知を図る。
☆貸出文庫…希望の児童館・留守家庭児童学級等に1回40冊以内で1ヶ月
貸出

16

④啓発広報活動の強化
・広報紙等による情報発信

生涯学習課

☆子ども向け生涯学習情報紙「まなぼうやだより」（平成30年7月発行27号）
に「第8回防府市子ども読書フェスティバル」の記事を掲載
☆子ども向け生涯学習情報誌「まなぼうやだより」（平成30年12月発行28
号）に「移動図書館車のイベント出張紹介」の記事を掲載

引き続き情報発信を行う
B

3

☆子ども向け生涯学習情報紙「まなぼうやだより」により、啓発や広報の実施
17

３ 小学校、中学校、高等学校における子どもの読書活動推進
①学校図書館資料の質・量両面にわたる充実
具体的な取組み
・資料の質・量両面にわたる
整備

関係部署・機関等
高等学校

小学校長会
中学校長会

平成30年度の事業実施状況

点検
評価

☆生徒のニーズに応じた最新の資料の整備に努めるとともに、過去の名作
についても新しい装丁のものに買い替えるなど、読みやすい形で提供でき
るよう努めた。

B

☆各校で適正な図書の選書・整備・管理を継続して行った。
（書架の整理、古い本の廃棄と配架、学校司書との連携）

B

☆各学校の図書館活用についての情報交換会（7/31）を実施した。
☆ネットワークを活用した図書資料検索等の研修会（7/31）を実施した。

今後の課題や特記事項

☆生徒のニーズに応じた最新の資料の整備に努めるとともに、過去の名作
についても新しい装丁のものに買い替えるなど、読みやすい形で提供でき
るよう努める。
古い本の廃棄と配架の工夫
常勤の学校司書の配置

☆適正な図書の選書・整備・管理を継続して行う。

ネットワーク化に関する研修の継続
学校司書との連携強化

☆各学校の実践についての情報交換会(７月下旬予定）を行う。
☆学校司書との連携やネットワーク化に関する研修会(７月下旬予定）を行
う。

B

教育総務課

学校配分図書予算執行額
小学校10,514千円、中学校8,025千円
B

学校教育課

☆各校の図書館担当教諭と学校司書が連携して、読み物資料の他、各教
科をはじめとした学習活動に資する図書の選定・購入にあたった。その際、
管理システムを活用した。

令和元年度の事業計画

充足率を確保しつつ、図書の更新を図る
必要がある。
【H30年度末充足率】
小学校117％、中学校106％

18

19

☆「学校図書館図書標準冊数」の充足率の維持と図書の更新
学校配分図書予算
小学校 10,000千円、中学校 7,950千円
☆選書情報の提供（学校図書館ポータルサイトTOOLi-S）
☆各校の図書館担当教諭が中心となって、読み物資料の他、各教科をはじ
めとした学習活動に資する図書の選定・購入にあたる。

B

No.

20

21

22

②学校図書館の開館時間や活用頻度など様々な利用環境の整備
・開館時間の拡大
・利用環境の整備

小学校長会

中学校長会

☆牟礼南小学校の図書室にて夏季研修会を行い、運営・整備状況等の見
学を行った。
☆右田小学校の図書室にて読書感想文の審査を行った。

☆市内各校の図書館の整備状況の見学
☆学校司書との連携の強化と情報の共有

B

☆図書館担当教諭と学校司書の連携によるディスプレイの工夫、テーマ別
展示、図書委員会・放送の活用、図書の整備を行った。

B

☆図書館担当教諭と学校司書の連携による生徒の利用時間の拡充など
様々な利用環境の整備

24

B

☆牟礼小学校毎週木曜日お昼休みおはなし会（会員が活動）
☆佐波小学校放課後子ども教室読み聞かせ 2か月に1回（会員が活動）
☆学校図書館見学
☆牟礼小学校図書の時間「おはなし会」第4月曜日予定（会員が活動）

25

学校司書との更なる連携強化

学校図書館を考え ☆牟礼小学校毎週木曜日お昼休みおはなし会（会員が活動）
る会･防府
☆佐波小学校放課後子ども教室読み聞かせ ２ヶ月に１回 （会員が活動）
☆牟礼小学校図書の時間「おはなし会」第４月曜日（会員が活動）
☆学校図書館見学（国府中、1/19）

学校図書ボランティ ☆ボランティアによる学校図書館整備（本の修理、ディスプレイなど） 7校
アネット・防府
（牟礼小、牟礼南小、華城小、佐波小、華陽中、西浦小、桑山中）

B

4

保護者によるボランティアから地域ボラン
ティアへの移行

☆ボランティアによる学校図書館整備（本の修理、ディスプレイなど） 7校
（牟礼小、牟礼南小、華城小、佐波小、華陽中、西浦小、桑山中）

23

26

③授業における学校図書館活用の促進
・資料の活用能力の向上

高等学校
小学校長会

中学校長会

☆「学校図書館便り」の発行による啓発活動の実施
☆山口県高等学校教育研究会学校図書館部会研究大会

☆「学校図書館便り」の発行による啓発活動の実施
B

☆夏季研修会（8／3）を牟礼南小にて開催
山口県立図書館 松本指導主事による指導講話、図書館管理室 徳永室
長との情報交換を行った。
☆読書感想文コンク－ル（10／1 右田小学校）学校図書館部員で審査
☆読書感想画コンク－ル（11／9 佐波小）学校図書館部員で審査

☆夏季研修会（併せて教育部関係課との連絡会議開催）
☆読書感想文コンクール
☆読書感想画コンクール
B

☆夏季研修会実施（7/31・富海中学校図書室)
「学校図書館の活性化に向けた学校司書との連携のあり方」に関する研
修。
☆読書感想文コンクール（9/27・文化福祉会館）
☆読書感想画コンクール（10/2・華陽中学校）

28

学校図書館を利用する授業の促進
B

学校図書ボランティ ☆ボランティアによる授業時間及び昼休みの読み語り実施 ５校 （牟礼
アネット・防府
小、華浦小、西浦小、華城小、佐波小、）
教育総務課

27

☆児童生徒の主体的な学習を支援し、教育課程の展開に対応できる資料
や、知識・教養を深め、豊かな心を育むための資料の整備・充実を図った。
☆学校司書が授業担当者の求めに応じて「調べ学習」に関する支援を行っ
た。
☆「防府市図書館を使った調べる学習コンクール」（募集期間8/1～9/30、
応募点数71点）、審査会（10/31）
☆学校図書館コーディネーターが学校を訪問し、学校図書館活用の指導・
助言を行った。
☆市立図書館との連携による資料支援を行った。
☆学校図書館年間活用計画と活用事例を収集し、図書館ネットワーク上で
共有できるようにした。

☆夏季研修会実施（７月下旬・学校司書との連携強化やネットワークを生か
した学校図書館の在り方について研修、各校の学校図書館についての情
報交換の実施）
☆読書感想文コンクール（9月下旬）
☆読書感想画コンクール（10月上旬）

29

B

保護者によるボランティアから地域ボラン
ティアへの移行

☆ボランティアによる授業時間及び昼休みの読み語り実施 5校 （牟礼小、
華浦小、西浦小、華城小、佐波小）

30

B

学校図書館を活用した活動の年間計画等 ☆児童・生徒の主体的な学習活動を支援し、教育課程の展開に対応できる
への位置付け
資料や、知識・教養を深め、豊かな心を育むための資料の整備・充実
☆学校司書により「調べ学習」に関する支援を行う。
☆令和年度「防府市図書館を使った調べる学習コンクール」の開催
☆学校図書館コーディネーターによる指導・助言
☆市立図書館との連携による資料支援
☆学校図書館活用事例の収集

31

B

読書時間の確保と読書内容の充実を図
る。

☆全校一斉「朝の読書」の継続・発展
32

読書時間の確保と読書内容の充実

☆全校一斉「朝の読書」の継続・発展

④「全校一斉の読書活動」の継続・拡充・質的充実
・「全校一斉の読書活動」の工 小学校長会
夫・改善
中学校長会
学校教育課

☆全校一斉「朝の読書」の継続・発展
☆全中学校で「朝の読書」を実践

B

☆防府市内全小・中学校で「全校一斉の読書活動」を実施
B

学校図書館を考え ☆牟礼南小学校「朝読書」時間読み語り（月曜日） 会員が活動
る会・防府
☆牟礼小学校「朝読書」時間読み語り（水曜日） 会員が活動

33

図書館研修部との連携による「全校一斉の ☆防府市内全小・中学校で「全校の読書活動」を実施
読書活動」の継続･拡充・質的充実
☆学校図書館コーディネーターとの連携による取組事例紹介
☆牟礼南小学校「朝読書」時間読み語り（月曜日） 会員が活動
☆牟礼小学校「朝読書」時間読み語り（水曜日） 会員が活動

B

学校図書ボランティ ☆「全校一斉の読書活動」時間に、ボランティアによる読み語り実施 7校
アネット・防府
（牟礼小、牟礼南小、華浦小、華城小、華陽中、西浦小、桑山中）

☆「全校一斉の読書活動」時間に、ボランティアによる読み語り実施 7校
（牟礼小、牟礼南小、華浦小、華城小、華陽中、西浦小、桑山中）

B

34

35

36

⑤司書教諭の活動の充実を図るための体制づくり
・司書教諭の活動の充実を図 小学校長会
るための体制づくりと環境整
備
中学校長会

☆11学級以下の学校の司書教諭の発令
☆司書教諭の担当授業時間数の軽減等が可能な態勢づくりの促進

B

☆11学級以下の学校においても司書教諭を発令
B

学校教育課

☆平成30年度は、市内27小・中学校中25校に司書教諭有資格者を配置

司書教諭の全校発令と授業時間の軽減の ☆11学級以下の学校の司書教諭の発令の促進
実施
☆司書教諭の担当授業時間数の軽減等が可能な態勢づくりの促進
司書教諭の全校発令と授業時間の軽減の ☆11学級以下の学校の司書教諭の発令の促進
実施
☆司書教諭の担当授業時間数の軽減等が可能な態勢づくりの促進
司書教諭の担当時数の削減等により、図
書館業務に専念できる時間の確保

B

5

37

38

☆令和元年度は、市内27小・中学校中25校に司書教諭有資格者を配置
☆学校図書館コーディネーターとの連携による司書教諭の活動支援
39

⑥学校司書の専任配置をめざした増員と研修の充実によるスキルアップ
・学校司書の増員
・研修の充実

教育総務課

☆学校司書を13名配置し、市内全小･中学校に派遣した。
☆学校図書館コーディネーターが学校司書への指導・助言を行った。

学校司書の増員による各校への支援の充 ☆学校司書を13名配置し、市内全小･中学校に派遣
実
☆学校図書館コーディネーターによる学校司書への指導・助言
B

40

⑦学校図書館ボランティアの養成と活動支援及び研修の実施
・ボランティアの養成
・活動支援・研修実施

学校図書館を考え ☆運営委員会（4/28、6/23、9/22、11/24、2/23）
る会・防府
☆学習会（12/22、3/30）
☆総会（7/28）
総会後ミニ学習会
「学校図書館の法制度を学ぼう」講師:藤村聰さん（8/27）
☆「学校図書館を考える会・やまぐち」との連携
例会・運営委員会・講演会（会員が参加）
☆学校図書館見学 国府中学校(1/19)
☆学校図書館講演会
「新たな学校図書館づくりをめざして-学びを支える学校図書館へ-」
講師:徳田悦子さん（東京学芸大学非常勤講師、10/28）

☆運営委員会
☆学習会
☆学校図書館見学
☆総会
総会後ミニ学習会
☆学校図書館講演会
B

学校図書ボランティ ☆研修会の開催
アネット･防府
（5/27）「防府市子ども読書フェスティバルに行ってみよう！」参加者16名
（6/15）「本の修理講座」講師：防府図書館員 参加者15名
（11/26）「子どもになって聞いてみよう～おすすめの本を持ち寄って～」 参
加者１２名
（2/28）「ちょっとか
しこくなれる絵本 『ぼくらの地図旅行』から」 参加者15名
図書館
（文化振興財団）

B

☆学校図書ボランティア・ネットの研修会に参加。図書の修理研修や新刊
児童図書に関するブックトークを行った。

41

参加者の減少、研修会講師の確保
研修機会の確保
保護者によるボランティアから地域ボラン
ティアへの移行

☆研修会の開催
（6/13）「学校図書館に、ようこそ～視覚でアプローチ」 参加者８名
１１月、２月開催予定

ボランティアへの情報提供

☆学校図書ボランティア・ネットと協働して各学期に一度、研修会やブック
トークを行う。

Ｂ

42

43

⑧市立小・中学校図書館管理システムの活用促進と市立図書館とのコンピュータ・ネットワーク・システムの構築
・図書館管理システムの活用 教育総務課
促進
・コンピュータ・ネットワーク・シ
ステムの構築

☆防府市立小学校と教育部関係課との連絡会議開催（8/3）右田小学校
☆防府市立中学校と教育部関係課との連絡会議開催（7/31）富海中学校

B

司書教諭・学校司書との連携強化と、ネット ☆ネットワークシステム活用状況の調査と利用促進に向けての課題研究
ワークの利用促進
☆防府市立中学校と教育部関係課との連絡会議開催
☆防府市立小学校と教育部関係課との連絡会議開催

44

⑨学校図書館支援センター設置の検討
・学校図書館支援センター設 教育総務課
置の検討

☆学校図書館の支援方策について調査・研究を行った。
☆学校図書館コーディネーターが全小・中学校を訪問し、学校図書館の利
用促進のための助言や支援を行った。
☆市立図書館と連携し、学校図書館を支援した。

各学校図書館の現状把握
B

☆学校図書館の支援方策についての調査・研究
☆学校図書館コーディネーターの派遣・支援
☆市立図書館との連携による学校図書館支援

45

☆ネットワーク型の学校図書館管理システムを導入し、運用の効率化を図
る。

46

⑩学校図書館管理システムの有効活用と司書教諭・学校司書・学校図書館ボランティアを対象とした研修の強化
・学校図書館運営の効率化
・研修の強化

教育総務課

☆システム活用の支援を行った。

研修内容の充実
B

⑪地域に開かれた学校図書館のあり方の検討
・地域に開かれた学校図書館 学校教育課
のあり方の検討

学校図書館の地域開放している学校 2校
地域の方へ貸出をしている学校 2校
地域ボランティアが入っている学校 19校

ボランティア・学校司書との連携

☆学校運営協議会における検討

B

47

⑫「防府市学校図書館振興計画」に係る検証と内容具体化の検討
・実施状況の検証
・具体化の検討

教育総務課

☆第2次計画に沿って推進した。

☆第2次計画に沿って推進する。
B

48

⑬読書イベント等による読書活動の促進
・ヤング･アダルト層への読書 高等学校
の働きかけ

☆「学校図書館便り」の発行による啓発活動の実施

☆「学校図書館便り」の発行による啓発活動の実施
B

6

49

４ 幼稚園・保育園（所）・認定こども園における子どもの読書活動推進
①子どもが絵本に親しむ環境づくりと蔵書や設備の整備・充実
具体的な取組み

関係部署・機関等

平成30年度の事業実施状況

点検
評価

・子どもの関心が自然に絵本 防府市幼稚園連盟 ☆市内各園において、日常保育の中で絵本の読み聞かせを実施
に向かう環境の整備
☆絵本の読み聞かせの大切さを、保護者会・園だよりで保護者へ伝えた。

今後の課題や特記事項
各園の取組への外部講師の謝金

令和元年度の事業計画
☆市内各園において、日常保育の中で絵本の読み聞かせを実施。
☆絵本の読み聞かせの大切さを、保護者会・園だよりで保護者へ伝える。

B

防府市保育協会

子育て支援課

☆市内各園において、日常保育の中で数冊の絵本の読み聞かせを実施
☆保護者に、絵本の大切さや読み聞かせの必要性を園だよりや掲示板を
通して伝えた。

No.

50

絵本の提示の仕方やブックトーク等で関心 ☆市内各園において、日常保育の中で数冊の絵本の読み聞かせを実施
を高める工夫
☆保護者に、絵本の大切さや読み聞かせの必要性を伝える。
B

☆親子が本を気軽に借りて楽しめるよう、保育所への絵本等の配備を実施
☆増冊および古くなった絵本の更新を実施
☆参観日や地域子育て支援センターにおいて、絵本の大切さや読み聞か
せ技術とともに環境づくりについて伝えた。

51

☆親子が本を気軽に借りて楽しめるよう、保育所への絵本等の配備を進め
る。
☆増冊および古くなった絵本の更新を実施
☆参観日や地域子育て支援センターにおいて、絵本の大切さや読み聞か
せ技術とともに環境づくりについて伝える。

B

52

②子どもが読書に親しむ教育・保育の研究と研修活動の強化
・研究・研修活動の強化

防府市幼稚園連盟 ☆研修を通して、絵本の大切さを習得した。
☆防府市幼稚園教育研修大会（7/26）
市幼研修(7/24) 市幼研修（7/27）

防府市保育協会

☆研修を通して絵本の大切さを習得する。
☆防府市幼稚園教育研修大会実施（7/31）
B

☆各園での読み聞かせの実施
☆保育協会による研修会の実施(10/29)
絵本作家田頭よしたかさん

B

53

絵本の選び方等についての研修と保護者 ☆各園での読み聞かせの実施
への伝え方
54

③絵本を中心とする親子読書に対する保護者の理解を深めるための広報啓発活動の強化
・保護者の理解を深める広報 学校図書館を考え ☆えんしん幼稚園スマイルキッズ（子育て支援事業）おはなしライブ（会員が
啓発
る会・防府
活動、6/19、7/17、8/21、9/18、10/16、11/20）
子育て支援課

B

☆えんしん幼稚園スマイルキッズ（子育て支援事業）おはなしライブ（6/18、
7/16、8/20、9/17、10/18、11/19）

☆参観日や地域子育て支援センターにおいて、絵本の大切さや読み聞か
せ技術を伝えた。
☆図書館と連携し、保護者に対し啓発活動を行った。

B

☆参観日や地域子育て支援センターにおいて、絵本の大切さや読み聞か
せ技術を伝える。
☆図書館と連携し、保護者に対し啓発活動を行う。

☆おはなしボランティアによる定期的な読み聞かせの実施と、絵本の貸し出
しを行った。

B

☆おはなしボランティアによる定期的な読み聞かせの実施と、絵本の貸し出
しを行う。

55

56

④絵本の貸出の奨励強化
・絵本の貸出の奨励
・市立図書館利用の奨励

子育て支援課

図書館
（文化振興財団）

☆貸出文庫の利用促進
☆「お話のへや」、読み聞かせ用具の活用促進
☆「ほうふとしょかんこどもしんぶん」の配布による周知
☆図書館見学園児へのボランティアによる読み聞かせ実施。

広報活動の強化
Ｂ

7

☆貸出文庫の利用促進
☆「お話のへや」、読み聞かせ用具の活用促進
☆「ほうふとしょかんこどもしんぶん」の配布による周知
☆図書館見学園児へのボランティアによる読み聞かせ実施。

57

58

５ 市立図書館における子どもの読書活動推進
①乳幼児からヤング・アダルトまで子どもの年齢に応じた多様なニーズに対する幅広い資料の充実・整備
具体的な取組み
・資料の充実・整備
・読書活動の支援

平成30年度の事業実施状況

関係部署・機関等
図書館
（文化振興財団）

点検
評価

☆新刊図書の整備・充実と定期的更新
☆子どもの年齢に応じたコーナー構成とディスプレイの工夫等
☆定期的な企画展示と図書リスト作成
☆職員の児童サービス研修参加

今後の課題や特記事項
児童サービスに係る職員研修の充実

Ｂ

令和元年度の事業計画
☆新刊図書の整備・充実と定期的更新
☆子どもの年齢に応じたコーナー構成とディスプレイの工夫等
☆定期的な企画展示と図書リスト作成
☆職員の児童サービス研修参加

No.

59

②姉妹都市大韓民国春川（チュンチョン）市の図書館との資料交換協定に基づく大韓民国児童図書の受入
・交流図書の受入

図書館
（文化振興財団）

☆春川市立図書館より交流図書受贈(3月）
☆春川市立図書館へ交流図書寄贈（2月）

受入交流図書の迅速な利用提供

☆春川市立図書館へ交流図書寄贈（2月）

Ｂ

60

③子どもへのレファレンス・サービスやフロア･ワークの質的向上
・パスファインダー等の作成
・フロア・ワークの向上

図書館
（文化振興財団）

☆テーマ別の調べ学習ガイド（パスファインダー)、テーマ別図書紹介（ミニ
ブック）作成・配布
☆国立国会図書館レファレンス協同データベースへの参加登録

児童サービスに係る職員研修の充実
Ｂ

☆テーマ別の調べ学習ガイド（パスファインダー)、テーマ別図書紹介（ミニ
ブック）作成・配布
61

④障害のある子どもへのサービスの向上
・資料の収集・充実
・郵送貸出の利用拡大
・関係機関等との連携強化

図書館
（文化振興財団）

☆大活字本や点字図書・さわる絵本等の購入や寄贈の受け入れによる整
備
☆郵送貸出業務推進のための広報
☆ボランティアとの連携による資料収集
☆障害のある子どもの職場体験や図書館見学の受け入れ
☆リーディングルーペ、リーディングトラッカーの導入、周知
☆障害者サービス案内のリーフレット作成・配布

資料及び利用環境の整備・周知

Ａ

☆大活字本や点字図書・さわる絵本等の購入や寄贈の受け入れによる整
備
☆郵送貸出業務推進のための広報
☆ボランティアとの連携による資料収集
☆障害のある子どもの職場体験や図書館見学の受け入れ
☆リーディングルーペ、リーディングトラッカーの利用促進

62

⑤市内全域サービスの充実
・貸出文庫の充実
・移動図書館の充実

図書館
（文化振興財団）

☆各種広報紙、ホームページ等への移動図書館車運行案内の掲載
☆平成30年4月から移動図書館のステーションを西浦小学校に新設し、定
期運行を6コース37ステーションとする
☆地域イベントへの移動図書館車の臨時運行（5回）
☆学校支援図書の貸出

Ｂ

移動図書館における読書案内等のサービ ☆各種広報紙、ホームページ等への移動図書館車運行案内の掲載
スの充実
☆要望があれば、移動図書館車定期運行日以外でイベントなどに出向いて
移動図書館車を運行する
☆学校支援図書の貸出
63

⑥啓発のための行事・企画と広報活動・情報発信の強化
・子ども読書フェスティバル等 図書館
の行事内容の充実
（文化振興財団）
・広報・情報発信の強化

子ども読書フェス
ティバル実行委員
会

☆「子ども読書フェスティバル」の開催（5/27）
☆子ども図書館員（実務実習・館内見学）の開催（8/6・8/10）
☆「防府市図書館を使った調べる学習コンクール」の実施（募集期間8/1～
9/30)
☆防府図書館まつりの開催（10/20）
☆ビブリオバトルの開催（5/27・7/22・11/12）
☆イオン防府店での出前おはなし会を毎月第３日曜に開催
☆市広報、「ほうふ図書館だより」、「ほうふとしょかんこどもしんぶん」、ホー
ムページの記事の内容充実
☆各種情報メディアの有効活用

子ども読書フェスティバルの参加団体の拡
大
「防府市図書館を使った調べる学習コン
クール」の応募点数の伸び悩みと学校との
連携
Ｂ

☆第8回「子ども読書フェスティバル」実行委員会を開催（5/9）
☆第8回「子ども読書フェスティバル」を開催（5/27）
☆『子ども読書のまち・防府』第8号を発行（7/25）
☆第9回「子ども読書フェスティバル」実行委員会（1/31・3/1）

午後の子ども主体の行事
B

☆「子ども読書フェスティバル」の開催（5/26）
☆子ども図書館員（実務実習・館内見学）の開催（7/29・8/5）
☆「防府市図書館を使った調べる学習コンクール」の実施（募集期間8/1～
9/30)
☆防府図書館まつりの開催（10/19）
☆ビブリオバトルの開催（5/26・11/21・2/8）
☆イオン防府店での出前おはなし会を毎月第３日曜に開催
☆市広報、「ほうふ図書館だより」、「ほうふとしょかんこどもしんぶん」、ホー
ムページの記事の内容充実
☆各種情報メディアの有効活用

☆第9回「子ども読書フェスティバル」実行委員会（4/18・5/16）
☆第9回「子ども読書フェスティバル」の開催（5/26）
☆『子ども読書のまち・防府』第9号発行予定（7/10）

64

65

⑦子どもを対象に活動する図書館ボランティアの養成・活動の支援・協働の強化
・おはなしボランティア養成講 図書館
座の充実
（文化振興財団）
・ボランティアの活動支援

☆図書館ボランティア養成講座を4回（2/7、2/14、2/21、2/28)開催
☆図書館ボランティアへの機会・場所・設備・資料・情報を提供
☆「防府図書館ボランティア連絡会議」を開催
☆「おはなしでんしゃ」の時間内に、図書館職員による絵本のブックトークを
実施

講座等の内容充実
Ｂ

8

☆図書館ボランティア養成講座4回開催
☆図書館ボランティアへの機会・場所・設備・資料・情報の提供
☆「防府図書館ボランティア連絡会議」開催
☆「おはなしでんしゃ」の時間内に、図書館職員による絵本のブックトークを
実施

66

⑧市立図書館と学校図書館とのオンライン・ネットワーク・システムの構築
教育総務課

☆ネットワーク・システムの活用促進
☆市立図書館との連携により学校支援図書を充実した。

物流システムの整備
B

関係部署・機関等
山口県立高等学校校長会（防府）
防府市小学校長会

該当項目 No. （右端に表示）
18・27・49
19・23・28・32・37

防府市中学校長会

20・24・29・33・38

防府市幼稚園連盟

50・53

防府市保育協会

51・54

防府市立防府図書館利用者・サークル連絡会

10

子ども読書活動推進ネットワーク・防府

11

学校図書館を考える会・防府

12・25・35・41・55

学校図書ボランティアネット・防府

13・26・30・36・42

子ども読書フェスティバル実行委員会
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健康福祉部障害福祉課

1

健康福祉部子育て支援課

4・7・52・56・57

健康福祉部社会福祉課

15

健康福祉部健康増進課

8

教育委員会教育部学校教育課

22・34・39・47

教育委員会教育部生涯学習課

2・5・17

教育委員会教育部教育総務課

21・31・40・44・45・46・48・67

図書館（防府市文化振興財団）

3・6・9・14・16・43・58・59・60･61・62・63・64・66

9

☆ネットワーク・システムの活用促進
☆市立図書館との連携による学校支援図書の充実
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