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

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

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

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

67

