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は じ め に 
 

私の「読書」で忘れてはならないことがあります。 

小学校５・６年の恩師の存在です。先生は毎日、下校前に小説を読んでくだ

さいました。「ロビンソン漂流記」「風の又三郎」「次郎物語」「野菊の墓」…、

教室は笑い声に包まれたり、それぞれに淋しさや涙を隠したり、怒ったり、顔

を赤らめたりしました。先生は微笑みながら、とにかく大きな声で早口で、時

間を惜しむように続けてくださいました。私たちは中学に進み、読書に夢中に

なりました。こうして感動を覚え、読書の楽しさを教えていただいた気がしま

す｡ 

岡潔博士の「春宵十話」に出会ったのは学生時代でした。世界的な数学者の

著書など初めてでしたが、「人の中心は情緒である」という書き出しが、なぜか

新鮮で惹かれました。博士は「私の数学は情緒である」と言われます。論理的

な数学がなぜ情緒なのか知りたくて、ゼミ仲間の「岡潔を読む会」に博士をお

招きしました。…数学の発見の喜びは、昆虫採集で檪の根元にきれいな蝶を見

つけた時の喜びと同じで、この感動こそが情緒であり、数学の発見を可能にし

た…もっと大切な情緒は「懐かしさ、慈悲心、正義心」などで、少年時代に巌

谷小波とその門下生（久留島武彦もその一人）の童話で学んだ…淡々と語られ

ました。そして、「このままでは日本の将来が危ない」と、道徳や情操教育に背

を向けた戦後教育に警鐘を鳴らしておられたことを鮮明に思い出します。 

 それからほぼ半世紀が過ぎました。若者の活字離れや国語力の後退、幼児虐待

など痛ましい連日の報道などを重ねると、岡潔博士の危惧は外れませんでした。

そこで出会ったのは、やはり著名な数学者の藤原正彦の著書でした。「祖国とは

国語」では、国語こそすべての知的活動の基礎であり、日本再生も国語教育に

かかっていると「国語教育絶対論」を唱えておられます。また、慈悲や礼節、

忍耐、誠実、正義、勇気といった情緒は日本人の道徳であり、感動の物語で育

むのが良い、と幼年期の読書の大切さを強調されます。 

 いま改めて活字文化が問い直されています。新しい思考は読書で得た情緒や

語彙を超えてあり得ない、とも言われます。今しかない子どもたちに読書環境

を整えることは、何にも優先しなければなりません。 

「情緒を育む子どもの読書プラン」を通して、家庭、学校そして地域へ読書

の輪が広がり、公立図書館が実現し、「童話の里」の新たな歩みが始まれば幸い

です。 

 

平成２４年１１月 

玖珠町教育委員会  

教育長 本田 昌巳 
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第１章 玖珠町子ども読書活動推進計画の策定に当たって 

１ 読書活動の意義 

読書は、人間にとって最も基礎的な活動の一つであり、生涯にわたる学習活動の基盤
となるものです。 

特に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」（子どもの読書活動の推進に関する法律第２条〈基本理念〉）です。 

発達段階に応じた読書は、情緒や語彙を豊かにし、関心や意欲を培い、子どもが自分

の将来に夢を持って健やかに成長し、人生を生き抜く力を獲得するうえで重要な活動で

す。 

２ 計画策定の背景 

近年、テレビ、コンピューターゲーム、インターネットなどの様々な情報メディアの
発達など子どもの生活環境の変化もあり、全国的に子どもの「読書離れ」が指摘されて
います。 

このような状況の中で、国は平成１３年１２月に「子どもの読書活動推進に関する法

律」を定め、子どもの読書活動の推進に関する基本理念や、国及び地方公共団体の責務

などを明記し、国を挙げて子どもの読書活動を支援するための施策を推進することとな

りました。この法律に基づき総合的な取り組みを行うために、平成１４年８月には、「子

どもの読書活動推進に関する基本的な計画」が閣議決定されました。 

 これを受けて、大分県は平成１６年２月に「あらゆる場所で、子どもたちが本を読む

ことができる体制＝夢ライブラリー」をつくるために、「大分県子ども読書活動推進計

画」（大分子どもゆめライブラリー計画）を策定しました。 

 さらに、平成２１年３月には見直しを行い、「第２次大分県子ども読書活動推進計画」

を策定し現在に至っています。 

３ 計画の目的及び基本方針  

玖珠町は、次代を担うすべての子どもたちが、主体的に読書する習慣を身につけ、あ

らゆる機会、あらゆる場所で本に親しみ、本を楽しむことができる環境づくりのため、

「子どもの読書活動推進に関する法律」の理念に沿って、「玖珠町子どもの読書活動推

進計画」を策定します。 
この計画書は、玖珠町の子ども読書の現状と課題を把握し、課題解決のための施策を

総合的に推進するために、家庭や学校、地域および関係機関や各種団体が連携を図り、

必要な環境整備や支援策を講じるための指針を明らかにするものです。 
 
４ 計画の期間 

 平成２５年度から平成２９年度まで、おおむね５年間とします。 

５ 計画の進行管理 

 本計画の進行管理は各関係部署が行い、総合管理は教育総務課が行います。 
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第２章 玖珠町における子どもの読書活動の現状と課題 

１ 玖珠町の地域特性 
 
 

 豊かな自然に恵まれた玖珠町は、古くから先人の住み処となり、「伐株山」や「鬼

ヶ城」「河童の証文」などの昔話や「三日月の滝」「慈恩の滝」の伝説など、さまざま

なお話が生み出され、言い伝えられてきました。 

また玖珠町民は、日本のアンデルセンと呼ばれた童話家・久留島武彦の生誕の地であ

ることを誇りとしています。「自然を愛し 子どもとともに 夢を育み 誇りを持てる 

心のふるさと 玖珠」を目指す「童話の里」づくりは、久留島武彦のこころを継承する

ものです。 

 

 

 

玖珠町の美しい自然に育まれた久留島武彦は、世界の「膝の前の子ども」のために童

話を語り続けることを自らの使命とし、「継続は力なり」の信念を貫き、口演童話ひと

筋に８６年の生涯を捧げました。この「久留島精神」は、

後の童話家や研究者に大きな影響を与え、日本の児童文化

の発展振興の礎となりました。 

子どもの読書についても、その第一段階である乳幼児期

の「読み聞かせ」を勧め、「絵本を前に、一心に見入る子

どもと、耳元で情景を優しく説く母親の姿」に例え、この

温かい親子の触れ合いこそが何よりも大切、とのメッセー

ジを残しています。 

昭和２５年５月５日、久留島武彦の「口演童話行脚５０

年」を記念して、全国の童話人の呼びかけで、三島公園に

童話碑が建てられ、同時に開催された第１回日本童話祭は

今日まで続いています。 

また、「童話の里づくり」をさらに推進するために、本

年４月「久留島武彦研究所」が設置されました。久留島武

彦の足跡をたどり、その生きざまを知るとともに、資料集

や著作全集の発刊や久留島作品のアニメ化も計画されて

います。 

 

※ 久留島武彦の業績については関係資料Ｐ３３に記載 

  

豊かな自然に恵まれた童話の里 

久留島 武彦 

 
 

 

  

 

玖珠町は県下の児童を対象に、話したいことや訴えたいことを、きれいな言葉で正し

く表現する力を養い、心豊かな子どもを育てることを目的に、「大分県話し方中央大会」

を開催しています。大会には、県下の「語り」に取り組んでいる学校から参加者が集い

ます。 

民間でも久留島武彦を顕彰する「久留島武彦顕彰記念語りべ大会」を開催し、県内外

から語りべが集まり、技術の向上と交流を図っています。 

また、子どもたちが日常の中でお話を聞く機会を提供するため、久留島精神を引き継

ぐわらべサークル協議会に所属する各種団体が、地域や学校に出向いて人形劇やお話な

どの公演を行う「巡回わらべ劇場」や「おはなし会」、「おとぎ劇場」などを行ってい

ます。 

平成２２年の「久留島武彦没後５０周年顕彰記念事業」を契機として、久留島童話の

絵本化に取り組み、平成２３年度までに「くるしま童話名作選」３冊を企画出版しまし

た。平成２５年３月には４冊目が刊行予定です。 

  

玖珠町独自のおはなし文化 

くるしま童話名作選① 

「 と も が き 」 

作 久留島 武彦 

絵 古内 ヨシ 

平成２３年３月刊行 

幻冬舎ルネッサンス 

くるしま童話名作選② 

「 子 ぐ も の い の り」

作 久留島 武彦 

絵 古内 ヨシ 

平成２３年１１月刊行 

幻冬舎ルネッサンス 

くるしま童話名作選③ 

「ゆめうりふくろう」

作 久留島 武彦 

絵 遠山 繁年 

平成２４年２月刊行 

幻冬舎ルネッサンス 

５月５日 日本童話祭 

おとぎ劇場 

6 7



 
 

 

第２章 玖珠町における子どもの読書活動の現状と課題 

１ 玖珠町の地域特性 
 
 

 豊かな自然に恵まれた玖珠町は、古くから先人の住み処となり、「伐株山」や「鬼

ヶ城」「河童の証文」などの昔話や「三日月の滝」「慈恩の滝」の伝説など、さまざま

なお話が生み出され、言い伝えられてきました。 

また玖珠町民は、日本のアンデルセンと呼ばれた童話家・久留島武彦の生誕の地であ

ることを誇りとしています。「自然を愛し 子どもとともに 夢を育み 誇りを持てる 

心のふるさと 玖珠」を目指す「童話の里」づくりは、久留島武彦のこころを継承する

ものです。 

 

 

 

玖珠町の美しい自然に育まれた久留島武彦は、世界の「膝の前の子ども」のために童

話を語り続けることを自らの使命とし、「継続は力なり」の信念を貫き、口演童話ひと

筋に８６年の生涯を捧げました。この「久留島精神」は、

後の童話家や研究者に大きな影響を与え、日本の児童文化

の発展振興の礎となりました。 

子どもの読書についても、その第一段階である乳幼児期

の「読み聞かせ」を勧め、「絵本を前に、一心に見入る子

どもと、耳元で情景を優しく説く母親の姿」に例え、この

温かい親子の触れ合いこそが何よりも大切、とのメッセー

ジを残しています。 

昭和２５年５月５日、久留島武彦の「口演童話行脚５０

年」を記念して、全国の童話人の呼びかけで、三島公園に

童話碑が建てられ、同時に開催された第１回日本童話祭は

今日まで続いています。 

また、「童話の里づくり」をさらに推進するために、本

年４月「久留島武彦研究所」が設置されました。久留島武

彦の足跡をたどり、その生きざまを知るとともに、資料集

や著作全集の発刊や久留島作品のアニメ化も計画されて

います。 

 

※ 久留島武彦の業績については関係資料Ｐ３３に記載 

  

豊かな自然に恵まれた童話の里 

久留島 武彦 
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た。平成２５年３月には４冊目が刊行予定です。 

  

玖珠町独自のおはなし文化 

くるしま童話名作選① 

「 と も が き 」 

作 久留島 武彦 

絵 古内 ヨシ 

平成２３年３月刊行 

幻冬舎ルネッサンス 

くるしま童話名作選② 

「 子 ぐ も の い の り」

作 久留島 武彦 

絵 古内 ヨシ 

平成２３年１１月刊行 

幻冬舎ルネッサンス 

くるしま童話名作選③ 

「ゆめうりふくろう」

作 久留島 武彦 

絵 遠山 繁年 

平成２４年２月刊行 

幻冬舎ルネッサンス 

５月５日 日本童話祭 

おとぎ劇場 
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２ 乳幼児期  

 子どもの読書活動推進のための環境整備は、まず家庭から始まります。乳幼児期から

本に親しむことで、読書の楽しさを知る機会を増やす必要があります。 

 

 

 

母子保健推進員は子育て経験者や幼稚園・保育所（園）勤務経験者を玖珠町が委嘱し

ています。子育て中の母親、父親と一緒になって子どもの健やかな成長を支援できるよ

う、昭和５５年より様々な活動を展開してきました。 

「こんにちは赤ちゃん訪問事業」で生後４か月に達するまでの乳児家庭を訪問し、ブ

ックスタート（後述）を行っています。 

また玖珠町で安心して子育てができるよう、「地域でもお子さんの誕生を嬉しく思っ

ています。困ったときは周囲に助けてくれる人が沢山いますよ。」というメッセージと

ともに、子育て世代に対する地域の連帯が深まるよう働きかけています。 

生後４か月以降も「ブックスタート同窓会」（年４回）を設け、読み聞かせや手遊び

の紹介で、交流を行っています。乳幼児期の読書活動を通した親子関係の形成や、各種

母子保健活動には、母子保健推進員の活動は不可欠です。 

 

ブックスタート同窓会 

 

 
                   

子どもたちの健やかな成長を願って、平成１７年より「ブックスタート事業」を始め

ました。これは、玖珠町に生まれたすべての赤ちゃんに絵本を届ける事業です。 

赤ちゃんの体の成長に母乳やミルクが必要なように、赤ちゃんの言葉と心を育むため

には、「抱っこ」の温かさの中で優しく語りかけてもらう時間が必要です。そのかけが

えのないひとときを通じて、赤ちゃんは自分が愛されていることを知り、人を信頼し、

ブックスタート事業 

母子保健推進員の取り組み 

 
 

 

24%

32%24%

20%

①その頻度は？

週１回未満

週１～２回

週３～５回

ほぼ毎日

2%

98%

Ａ－３ ご家庭でお子さんと絵本を見た

り、読み聞かせをしたりすることがあり

ますか？

全くしたことが

ない

することがある

人と言葉を介して心を通わせるための基礎を身に付けていきます。「ブックスタート」

は、「絵本」を介して親子の絆を深めてもらうことを目的としています。 

※ブックスタート運動の始まりについて、詳しくは 関係資料Ｐ３７参照 

 

◆玖珠町のブックスタート事業 

この事業では母子保健推進員が乳児のお宅を訪問し、絵本と育児に関するパンフレッ

トや手作りのメッセージなどをセットにした「ブックスタートパック」を手渡し、実際

に赤ちゃんとともに保護者にも読み聞かせを体験してもらいます。読み聞かせに対する

赤ちゃんの反応を直接見ることで、絵本の効用を学びます。 

また、「おすすめの絵本」や「ふれあい遊び」の紹介

を記載した「母推だより」は、保護者の絵本選びに好評

です。 

この時渡した専用バックは、その後わらべの館利用時

などにも活用されており、同じバックを持つ連帯感から、

初対面の母親同士の会話の糸口となっています。 

さらに、「ブックスタート同窓会」で、その後も絵本

に親しみ、互いに交流する機会をもっています。 

 

◆アンケート結果から見える課題 

 

 

 

 

平成２３年度アンケート結果では、

「ブックスタート後の家庭での読み

聞かせの機会」については、９割の方

が「することがある」と答えており、

事業の目的はほぼ達成できています。 

 

 

 

 

 

 

またその頻度について、１週間に複

数回の読み聞かせをしている家庭は

７６％で、家族がブックスタートの本

を通して、確実に赤ちゃんとふれあう

時間を持つことができています。 
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母親

52%

父親

20%

祖母 10%

祖父4%

きょうだい

13%

その他

1%

誰が読み聞かせをしているか？

86%

13%

1% 0%

Ｂ－４ 今後もこの事業を継続してほしいと

思いますか？（○はひとつだけ）

そう思う

ややそう思う

あまりそう思わ

ない

そう思わない

 

「誰が読み聞かせをしている

か？」の問いに対して、「母親」

が５２．１％と最も多く、次い

で「父親」が２０．７％でした。

祖母や祖父による読み聞かせも

１４％の家庭で行われており、

兄弟による読み聞かせも１３％

あります。絵本を通した子育て

に両親以外のかかわりが見受け

られます。 

 

 

ブックスタートを受けての感想は「喜んで聞いてくれた」「興味を持ってくれた」と

いう回答が多い一方で、「まだ興味を示さない」「あまり聞いていなかった」という回

答もありました。 

同じ年齢でも反応に差があるので、個々に応じた指導を継続的に行う必要があります。 

玖珠町では、ブックスタートで配布する絵本の冊数は、平成１９年までは２冊、その

後は１冊になっています。絵本の内容は、「ブックスタート赤ちゃん絵本選考基準」を

満たした２０冊のリストの中から、母子保健推進員と保健師が毎年選定しています。 

保護者からは「大人になってもずっと大切にしてほしい本だが、何度も繰り返し読み

聞かせをしてあげる中で、破損することがある」、家庭によっては「同じ本が二冊にな

ることがあるので少し困る」という声があります。また、平成２０～２２年度分のアン

ケートからは「２冊から１冊に減って残念」という意見も出されています。 

これらのことから、「１冊は赤ちゃんが乱暴に扱っても大丈夫なボートブック（厚紙

の本）の中から」、「もう１冊は大きくなっても楽しめるもの」をというように、絵本

の冊数の見直しや、内容に偏りがないように選考していく必要があります。 

「この事業を継続してほしい」という質問について「そう思う」８６％、「ややそう

思う」１３％と、ほぼ９割の方が事業の継続を望んでいることがわかります。 

事業の継続とともに、読み聞かせを定着化していくための働きかけが必要です。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

※ブックスタート事業の詳しい 

アンケート結果についてはＰ３４

～Ｐ３７参照  

 
 

 

 

 

絵本の楽しさを伝え、自身も読み聞かせを体験してもらうために、毎月２回、第１・

第３水曜日に、わらべの館で「えほんの会」を開催しています。 

０歳から５歳ぐらいまでの幼稚園・保育所（園）に行っていない子どもと保護者を対

象としており、読み聞かせや身近なもので作る工作で、毎回４０人前後の親子が楽しん

でいます。また、会の終了後はたくさんの絵本が貸出され、母親同士が情報交換や歓談

する姿も見られ、育児不安や「近くに同年齢の子どもがいない」などの悩みを抱えた保

護者同士の交流の場として、「子育てサロン」の役割も果たしています。  

 

 

読み聞かせボランティア・グループ

「えほんの会 はぴねす」の協力で会

を運営しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆託児ルーム 

町内の託児ルームでは、読み聞かせの大切さを保護者に伝える学習会や通信を発行す

るなどの取り組みを行っています。 

また託児室に絵本と関連図書８００冊余りを揃え、常時保育者による読み聞かせや読

書指導を行っています。           

 

                      せまいスペースに本をそろえ、 

常時読み聞かせが行われています。 

  

えほんの会 

その他 
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47%

25%

13%

3% 9%

3% 0%

読み聞かせをしている人

母親

父親

祖母

祖父

きょうだい

その他

無回答

家庭で読み聞かせをしていますか

はい

いいえ

無回答

90％

1％9％

お子さんは絵本が好きですか

はい

いいえ

どちらでもな

い

無回答

0.5％

88％

0.5％
11％

３ 幼稚園・保育所（園） 

◆絵本活動と子どもの姿 

 玖珠町には現在、公立幼稚園３カ所と、私立幼稚園１カ所、認可保育所（園）５カ所

と認可外保育施設４カ所の計１３カ所があります。 

公立幼稚園は２週間に１度、保護者の協力で絵本の貸出とともに、読み聞かせを行っ

ています。 

また、全幼稚園に、年齢や興味に応じた絵本や図鑑が用意されており、絵本に親しむ

時間が確保されています。 

しかし蔵書には破損や汚損、古い本が多いため、入れ替えが必要です。 

保育所（園）でも「絵本の時間」は重要と位置付けられています。絵本を子どもたち

の手が届く場所に用意し、好きな時に読めるようにすることで絵本に興味を持つ環境を

整えています。「お昼寝」の前には、絵本や紙芝居の読み聞かせを行い、穏やかな気持

ちで眠りにつけるようにとの細かい配慮が見られます。 

 

◆園児の家庭での読み聞かせ 

 

時間帯や回数にかかわらず、９０％の園児が家庭で読み聞かせを受けていることから、

家庭内で読み聞かせの大切さが認識されていることが分かります。 

絵本が好きな園児は８８％いますが、残り１２％の園児への対応が必要です。 

 

読み聞かせをしている人は母親が４７％

と最も多く、次いで父親２５％となってい

ます。 

ブックスタートのアンケート（Ｐ１０）

と比較して、父親が読み聞かせをする機会

が増えています。 

  

 
 

 

32%

13%34%

20%

1%

読み聞かせをする時間帯

就寝前

遊びの中

子どもが読んで

ほしい時

時間がある時

無回答

44%

4%

21%

23%

8%

読み聞かせを始めたきっかけ

子どもに頼まれて

園の勧めで

ブックスタートが

きっかけで

その他

無回答

読み聞かせを始めたきっかけは、「子どもに

頼まれて」が４４％と最も多く、「その他」２

３％、「ブックスタートがきっかけで」２１％

と続きます。現在の幼稚園・保育所（園）年齢

の園児は全員、平成１７年から始まったブック

スタート事業の実施時期にあてはまります。そ

の成果が、1 歳までの早い時期からの読み聞か

せにつながっています。 

また「その他」の理由に「自分が絵本が好き

だから」「読み聞かせが子どもの情緒の発達に

良いと聞いたので（講演会・雑誌・TV・園）」

という回答も多くありました。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

読み聞かせの時間帯は子どもが求めた時や就寝前が多く、「子どもとの触れ合いの時

間が過ごせる」「親子ともゆったりとした気持ちになる」など、親も子も、心の安定を

図っている姿が見られます。また、読み聞かせが寝る前の習慣として定着している家庭

も３２％あります。 

また、読み聞かせをする時間は１５分から２０分が９４％とほとんどを占めており、

よかったことの感想に「スキンシップがはかれる。」「穏やかな気持ちになれる。」な

どの親子のコミュニケーション面での効果と、「想像力、集中力、記憶力、表現力が高

まった。」「話すことが上手になった。」などの子どもの基礎的な能力の形成に働きか

ける効果などが実体験として挙げられています。 

しかし、読み聞かせには取り組んだが、「飽きてしまった。」「あまり興味関心がな

く、じっとして聞いてくれない。」「絵本をぐちゃぐちゃにしてしまう。」などの反応

から、保護者が読み聞かせをあきらめてしまう例も見受けられます。 

継続した情報提供や働きかけで、読み聞かせの大切さを周知していく必要があります。 

 

  

32％ 

13％ 
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◆家庭での絵本の入手先 
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※ 幼稚園・保育所（園）（所）の詳しいアンケート結果については関係資料Ｐ３８～ 

Ｐ４１参照 
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修理しながら、ていねいに使っています。 
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４ 小学校・中学校  

◆各校の読書活動の取組 

 玖珠町内各小・中学校では、読んだ本のページ数を記録していく「読書貯金通帳」の

作成、図書だよりなどによる本の紹介、いろいろな読書コーナーづくりなど、様々な取

組を行い、子どもたちの読書意欲の喚起に努めています。 

 また、多くの学校が、「朝読書」「全校読書」「読み聞かせ」「読書集会」などの読

書活動に積極的に取り組んでいます。学校によっては、これらの活動を児童会・生徒会

の活動と連携させ、子どもたち自身が読書する雰囲気づくりの一翼を担っています。 

 

《各校の読書活動推進の取組》（町内小・中学校数 16 校） 

取 組 具体的活動 
取り組んで

いる学校数 

朝読書 １６ 

読書への興味・意欲 

を喚起する取組 

読み聞かせ（全小学校で実施） １０ 

読書貯金通帳（読書量の目当て）  ５ 

おすすめの本の紹介 １６ 

図書だよりの発行 １６ 

特設コーナーの設置 １４ 

ブックトーク  ３ 

読書ノート  ３ 

図書館活用授業関連図書の掲示  ３ 

読書行事・イベント 読書週（月）間の設定  ９ 

読書集会  ５ 

図書館クイズ大会  ４ 

他の機関との連携 わらべの館・県立図書館からの貸出  ４ 

地域の方・ボランティア バーコード貼り  １ 

 

◆子どもたちの読書傾向  

子どもたちの１年間の平均貸出冊数を見ると、小学校では４年生から徐々に減る傾向

にあり、中学校でも、学年が上がるにつれて貸出冊数が減少しています。（＊平成24

年度大分県基礎・基本の定着状況調査の学習意識調査で「この一か月で本を何冊読んだ

か」の問いに対して０冊～２冊と回答した小学校５年生が３５．８％、中学校２年生は、

５８．３％でした。） 

この背景には、子どもたちが手に取りたくなる本の数が不足していることや読む時間

がないという子どもたちを取り巻く生活スタイルの変化、活字離れなどの要因があると

考えられます。子どもたちが本を手に取る機会をいかに作り、その本に読みひたったり、

その本から新しい情報を得たりする喜びをいかに経験させるかということが課題です。 
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《平成23年度  一人あたりの学校図書館図書平均貸出冊数》 

 

◆学校図書館の蔵書と資料 

玖珠町内には小学校が１０校、中学校が６校あります。そのうち１１校は、全校生徒

数が１００名に満たない小規模の学校です。各校とも限られた予算の中で、工夫しなが

ら蔵書の充実を目指しています。しかし、蔵書冊数の現状を見ると、半数の学校が文部

科学省の定めた標準蔵書冊数を下回っています。また、到達率の高い学校の中には、汚

損や破損した図書、データが古くなって使用できない百科事典や調べ学習用書籍が廃棄

されないために達成しているという例もあり、子ども一人一人のニーズに応えた配本に

なっているとは言い難い状況です。 

学校図書館が本来の役割を果たすためには、蔵書の絶対量の確保とその質の向上が肝

要であることは言うまでもありません。今後は、予算の増額と合わせて、よりいっそう

適切な選書が求められます。子どもたちの興味・関心に沿ったものだけでなく、学年の

発達段階に応じて読ませたい本、調べ学習に役立つ本など、バランスよく選書し、計画

的に購入するよう努める必要があります。 

 また、学校図書館が、学習・情報センターとして十分機能するためには、蔵書だけで

なく学習に関連する資料の収集・整理にも目を向けていかなければなりません。司書や

図書館教育担当者を中心に、資料の収集・整理・活用方法などについて研修を深めると

ともに、各校で資料コーナーの充実に取り組むことが急務です。 

 

◆読書環境の面から見た施設 

 現在、各校では、新刊書や教科の学習に関する資料の展示の仕方を工夫する、様々な

特設コーナーを作って本を紹介する、図書館を活用した授業で使った教材を掲示するな

ど、司書・図書館教育担当者を中心に、子どもたちが足を運びたくなる図書館づくりに

取り組んでいます。 

さらに充実した読書環境にするために、余裕をもって調べ学習ができるスペースを確

保する、エアコンを設置するなど、より快適な空間づくりが求められます。 

 
 

 

◆学校司書 

玖珠町の学校１６校の内、ＰＴＡ雇用で学校司書が配置されている学校は１４校で

す。そのうち１０校は兼任で、週に２～３日しか図書館に学校司書がいないというのが

実情です。 

このような状況であっても、本年度新規に配置された学校からは、未配置だった昨

年度に比べて子どもたちの読書意欲、読書に対する関心が高まったという報告が届いて

います。 

学校司書は、定期的に学校間で情報交換をするとともに、読み聞かせやブックトー

クなどの実技演習、おすすめの本の紹介、他校の学校図書館の視察などの活動を行って

います。 

また、先生も学校司書と協力し読書指導や、学校図書館を活用した授業の実践に向け

ての準備を進めたりするなど、学校挙げて図書館を活用しようという気運が高まってき

ました。 

こうした学校司書の存在の大きさを再度認識し、「すべての学校で、いつも図書室に

司書がいる」という環境づくりに力を注がなければなりません。 

 

蔵書冊数と貸出数 

学校名 
蔵書 
冊数 

標準 
冊数 

到達率 
（％） 

個人の年間 

貸出冊数 

学校司書の 

配置 

森中央小学校 10,100 7,480 135.0% 118.0 配置 

日出生小学校 2,571 4,040 63.6% 20.0 
配置（兼任）

（小野原分校） 1,896 3,520 53.9% 100.0 

塚脇小学校 12,184 8,760 139.1% 106.9 配置 

小田小学校 5,022 4,040 124.3% 132.0 配置（兼任）

杉河内小学校 2,782 3,520 79.0% 153.5 未配置 

春日小学校 7,500 3,520 213.1% 20.0 未配置 

北山田小学校 5,900 5,080 116.1% 110.0 配置（兼任）

八幡小学校 5,500 5,560 98.9% 75.0 配置（兼任）

古後小学校 5,438 4,040 134.6% 64.9 配置（兼任）

森中学校 6,000 8,480 70.8% 10.0 配置 

日出生中学校 5,082 4,800 105.9% 25.0 配置（兼任）

玖珠中学校 8,802 8,480 103.8% 16.5 配置（兼任）

北山田中学校 5,000 5,440 91.9% 25.0 配置（兼任）

八幡中学校 5,857 6,080 96.3% 17.4 配置（兼任）

古後中学校 4,240 5,440 77.9% 25.0 配置（兼任）

  93,874 88,280  106.3％    

（＊蔵書冊数は平成２４年７月末日現在、個人の年間貸出数は平成２３年度の統計による） 

 

16 17



 
 

 

◆学校司書 

玖珠町の学校１６校の内、ＰＴＡ雇用で学校司書が配置されている学校は１４校で

す。そのうち１０校は兼任で、週に２～３日しか図書館に学校司書がいないというのが

実情です。 

このような状況であっても、本年度新規に配置された学校からは、未配置だった昨

年度に比べて子どもたちの読書意欲、読書に対する関心が高まったという報告が届いて

います。 

学校司書は、定期的に学校間で情報交換をするとともに、読み聞かせやブックトー

クなどの実技演習、おすすめの本の紹介、他校の学校図書館の視察などの活動を行って

います。 

また、先生も学校司書と協力し読書指導や、学校図書館を活用した授業の実践に向け

ての準備を進めたりするなど、学校挙げて図書館を活用しようという気運が高まってき

ました。 

こうした学校司書の存在の大きさを再度認識し、「すべての学校で、いつも図書室に

司書がいる」という環境づくりに力を注がなければなりません。 

 

蔵書冊数と貸出数 

学校名 
蔵書 
冊数 

標準 
冊数 

到達率 
（％） 

個人の年間 

貸出冊数 

学校司書の 

配置 

森中央小学校 10,100 7,480 135.0% 118.0 配置 

日出生小学校 2,571 4,040 63.6% 20.0 
配置（兼任）

（小野原分校） 1,896 3,520 53.9% 100.0 

塚脇小学校 12,184 8,760 139.1% 106.9 配置 

小田小学校 5,022 4,040 124.3% 132.0 配置（兼任）

杉河内小学校 2,782 3,520 79.0% 153.5 未配置 

春日小学校 7,500 3,520 213.1% 20.0 未配置 

北山田小学校 5,900 5,080 116.1% 110.0 配置（兼任）

八幡小学校 5,500 5,560 98.9% 75.0 配置（兼任）

古後小学校 5,438 4,040 134.6% 64.9 配置（兼任）

森中学校 6,000 8,480 70.8% 10.0 配置 

日出生中学校 5,082 4,800 105.9% 25.0 配置（兼任）

玖珠中学校 8,802 8,480 103.8% 16.5 配置（兼任）

北山田中学校 5,000 5,440 91.9% 25.0 配置（兼任）

八幡中学校 5,857 6,080 96.3% 17.4 配置（兼任）

古後中学校 4,240 5,440 77.9% 25.0 配置（兼任）

  93,874 88,280  106.3％    

（＊蔵書冊数は平成２４年７月末日現在、個人の年間貸出数は平成２３年度の統計による） 

 

16 17



 
 

 

◆学校図書館を活用した授業 

 確かな学力の育成のために、学習・情報センターとしての学校図書館の活用が求めら

れていますが、本町の各校においては、まだ十分な活用がなされていない実態がありま

す。 

「調べ学習に必要な図書や資料が少ない」、「図書館に十分な学習スペースが確保で

きない」といった読書環境の改善と、調べ学習を取り入れた探求的な学習の実践に積極

的に取り組むという授業改善との両面に力を入れる必要があります。 

 

◆学校図書館教育研究協議会 

 学校図書館教育研究協議会は、各学校の図書館教育担当者で構成し、図書館の運営や

活動についての情報交換、読書感想文の審査などを行っています。 

◆他の機関との連携 

 小規模校のため、蔵書数の少ない学校の中には、町内にある「わらべの館」や県立

図書館からの団体貸出などを活用して、できるだけ多くの本に触れさせようと努めてい

るところもあります。 

 しかし、すべての学校において十分なネットワークができているとは言い難い状況で

す。子どもたちの読書生活の充実のためにも、他の機関との連携は不可欠であり、課題

の一つです。 

 
入口に足を運びたくなる工夫をこらしています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

耐用年数を過ぎた本も 

多くあります。  

 
 

 

５ 地域における子どもの読書環境  
 

 
  
 玖珠町は、大分県下で「図書館未設置」の２町村の内の１町であり、図書館法に基づ

く図書館施設はありません。 

そのため生涯学習における読書環境の整備は県下でも出遅れています。 

生涯にわたる主体的な読書活動を支援するため、その中核となる町立図書館が必要で

す。 

 
 

 

「童話の里づくり」とは、まちづくりの基本理念であり、子どもを大切にしていこう

という宣言でもあります。 

その象徴的な施設として、わらべの館は昭和５９年に開館しました。 

日本の児童文化活動の礎を築いた久留島武彦の精神を受け継ぎ、児童文化に関する講

座や児童対象の事業に取り組んでいます。 

 わらべの館には、児童図書室の他に、

ものづくり体験やボランティアサーク

ルの研修の場として活用されている創

作研究室や大座敷、視聴覚室、会議室が

あります。 

また、平成３年には全国の郷土玩具と

造形教育の資料を展示した清田コレク

ションが設置されました。 

 

 

◆子どもの読書のための環境 

わらべの館の児童図書室は、玖珠町の子ども読書活動の中心的役割を担い、県立図書

館や公共図書館との連絡窓口としての機能も果たしてきました。 

平成２３年度調査（巻末関係資料：県内公共図書館状況一覧参照）によると、わらべ

の館図書室の住民一人当たりの年間貸出冊数は３．５冊で、県下平均の４．０冊を下回

っています。 

また文部科学省が平成１４年（その後調査がない）に発表した「公立図書館などの現

状に関する調査結果について」によると、日本人一人あたりの年間資料費は２２５円で

す。 
大分県は１４６．５円、玖珠町は１０１．９円とともに下回っています。 

この結果から、子どもの読書関係整備のためには貸出冊数増加の取組とともに、資料

費の確保が必要です。 

わらべの館 

玖珠町における読書環境 
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わらべの館児童図書室蔵書構成     

◆わらべの館児童図書室蔵書構成 

蔵書構成（左図）に見られるように、

蔵書の約６０％を子どもの本が占め、中

でも絵本が約２０％です。 

一般図書を約４０％所蔵している理

由は、町内に図書館がないためです。ま

た、わらべの館から離れた地域の子ども

たちは、保護者の協力なしでは継続的な

利用ができないので、一緒に来館する保

護者のために用意しています。 

蔵書冊数は６４，４８７冊ですが、学

校図書館と同様に、汚損、破損、古い図

書の選別廃棄などの課題があります。 

 選書は、新刊情報をもとに行っていま

す。国内では毎年、新しく約５，０００

タイトルの子どもの本が出版され、その

内約４分の１（約１，２５０タイトル）

程度が、一般的に保存すべき本と言われ

ています。 

汚損・破損図書の買い直し、保護者向

け図書の購入なども含めて、資料費は限

られているため、必要な図書を購入する

ことは思うに任せない状況です。 

 

    《平成２３年度末統計より》 

 

◆移動図書館車「本のたまてばこ」 

平成１６年に導入した移動図書館車は、「本のたまてばこ」の愛称で町内２９ステー

ションを毎月１回、約２，０００冊の図書を持って巡回しています。遠隔地の住民に本

を届けるのが目的です。 

現在のステーションの内訳は、小中学校１１校、幼稚園・保育所（園）８園、その他

福祉施設など１０ステーションです。 

貸出、返却の会話の中から、読書に対する要求を把握し、選書に活かすなどの工夫を

しています。 

移動図書には、購入から半年以上経過した図書を選んで持って行っています。 

 

 

 

  

分類 蔵書数 率 

0 総記 1,123 1.7%

1 哲学・宗教 1,305 2.0%

2 歴史・地理 3,751 5.8%

3 社会科学 4,316 6.7%

4 自然科学 3,662 5.7%

5 工業技術 3,159 4.9%

6 産業 916 1.4%

7 芸術 4,085 6.3%

8 言語 693 1.1%

9 文学 24,595 38.2%

Ｅ 絵本 13,264 20.6%

Ｃ コミック 3,618 5.6%

合計 64,487 100.0%

一般図書 26,258 40.7%

児童図書 37,477 58.1%

郷土資料 237 0.4%

洋書 515 0.8%

合計 64,487 100.0%

購入図書冊数 1,283 100.0%

内児童書 781 60.9%

 
 

 

◆貸出冊数推移 

児童図書室の年間貸出冊数は統

計の通り６万冊前後で推移し、ほ

ぼ横ばいです。 

 

 

 

 

 

◆年齢別貸出冊数 

年齢別貸出冊数は、０歳～５歳

と３１歳～４０歳が多く、この年

代は、ブックスタート対象の親子

世代であり、幼児期の読み聞かせ

の浸透が見て取れます。 

中高生の貸出が少ない理由は、

生活時間と開館時間が合致してい

ないことや、調べ学習資料の不足

などが考えられます。 

◆小学校高学年以降の子どもに対しての対応 

小学校高学年以降の利用が少ないことから、環境や資料の整備を行い、継続した利用

者となるように、働きかけていくことが重要です。 

また、子どもの読書活動は貸出冊数で測れない面もありますが、読まれている本の内

容について目を向ける必要があります。 

世界の名作や古典、すぐれた児童文学に親しむ機会を提供し、「人生をより深く生き

る力を身に付けていく」読書の楽しさを知らせる必要があります。 

 

◆子どもの読書傾向は変化する 

平成２３年３月から「くるしま童話名作選」の刊行が始まり、平成２３年度からは「読

み聞かせに適した本」を選んでテーマ展示を企画し、定期的に入れ替えを行いました。 

また、すぐれた本に対象年齢別シールを貼るなどの工夫を始めた結果、平成２２年度

までは児童書の年間貸出ベスト１０位を、全てキャラクター本（かいけつゾロリシリー

ズ、アンパンマンシリーズなど）が占めていたのに対し、平成２３年度はキャラクター

本の占める割合は半減しています。 

最近では「くるしま童話名作選」や、「三びきのやぎのがらがらどん」などの名作絵

本が多く貸出されるようになっています。わかりやすく、選びやすい環境づくりで貸出

傾向が大きく変わることがわかりました。今後もテーマ展示を工夫することが重要です。
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中央公民館図書室はくすまちメルサ

ンホールの中に設置されており、限られ

た予算ながら計画購入によって常に新

刊が入るよう工夫しています。 

そのため、公民館やメルサンホール利

用者を中心に近年貸出が増えてきてい

るのが、統計からわかります。 

蔵書数は６０００冊を超え、内約７０

０冊は絵本を含む児童図書です。 

しかし、平日の午前９時から午後５時

までが開館時間のため、子どもは学校に

行っており利用は多くありません。 

また、土日祝祭日に貸出は実施しないものの、申請があった場合は読書や勉強のため

図書室を開放していますが、持ち込み学習がほとんどです。 
 平日の図書室利用は、乳幼児検診時に、幼児向けの絵本を保護者が借りたり、放課後

や夏休みなどの長期休暇中は、図書室を学習ルームとして使用する小中高生が、読書し

たり、借りたりするのが見受けられますが、継続した利用者となっていません。また、

わずかですが日中に子どもを連れた保護者が図書室内で読み聞かせをする姿が見受け

られます。子どもの読書に関する利用状況は統計を取っておらず正確には把握できてい

ないのが実態です。 

 

 

                     

玖珠町内には 4 つの自治会館があり、全ての自治会館で図書スペースの確保や貸出が

行われています。しかし、書籍については、各館とも蔵書数は２０００冊以上ですが、

そのほとんどが旧公民館時代の本を引き継いだものや、古い本の寄贈を受けたもので、

新規の購入はあまりない状況です。また、各自治会館図書室は、子どもについては読書

もしくは勉強での利用となっており、子どもの読書に係る貸出の統計を取っておらず、

利用状況は正確に把握できていないのが実態です。 
また、玖珠自治会館の育児サークル活動「子育てサロン」で読み聞かせを実施してお

り、1 回あたり 10 名を超える参加者がいます。 
 

 

 

◆放課後児童クラブ 

町内には 2カ所の放課後児童クラブがあります。わらべの館から定期的に図書を借り

本のある環境を整えるなどの工夫が見受けられます。 
  

中央公民館図書室 

自治会館図書室 

その他 

 
 

 

６ 関係機関との連携   

◆大分県公共図書館等連絡協議会 

 大分県内には県立図書館を含む公立図書館が１７館あります。現在図書館がないのは

姫島村と玖珠町の２自治体のみです。 

大分県下の全ての公立図書館及び類似施設（わらべの館を含む）は、大分県公共図書

館等連絡協議会に所属し、読書推進のための研修や施策の実施、情報交換や共通課題の

解決のための協議などを行っています。 

 玖珠町の窓口はわらべの館で、他の図書館との協力関係を築いています。 

現在、県立図書館を通じて、県下の公立図書館と資料の貸し借りを行う「相互貸借」

が始まっています。これによってわらべの館が所蔵していない資料も、他館から借り受

けることができます。 

また、大分県立図書館が導入した大分県下の図書館等施設の所蔵資料の横断検索シス

テムに参加していることから、県下の図書館から相互貸借の申し込みが増え、インター

ネットを通じて他県からの資料申し込みもあります。 

 このような便利なシステムを住民に広く周知していくことが重要です。 

 

◆玖珠町内での関係各所との連携 

幼稚園・保育所（園）、学校などは、それぞれ単独でわらべの館の移動図書館や団体

貸出を利用しています。また時には、調べ学習の資料相談や貸出などもあります。 

わらべの館と母子保健推進員やブックスタート事業、福祉保健課との事業協力、中央

公民館や自治会館との連携は現在あまりありません。子どもの成長に合わせて総合的に

子どもの読書活動を活性化するためには、わらべの館を中心としてネットワーク化を図

り、協働で事業にあたる体制作りが必要です。 
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さわらび 
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くす 
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玖珠 

少年少女合唱団 
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事業運営 
折り紙わらべ 童話学校 

子どもの遊びを 

考える会 
夢竹とんぼくらぶ

その他 つのむれ会 
大分玖珠 

映像協会 

清田コレクション

整理委員会 
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第３章 子どもの読書活動推進のための取組 

１ 現状分析から見えた玖珠町の子どもと読書 

対 象 現  状 今後の取組 

 

乳幼児 

・ブックスタート事業で絵本を 

もらっている（ほぼ全家庭） 

・９８％の家庭で読み聞かせを実施。

・７６％の家庭で、一週間に複数回 

の読み聞かせを受けている 

・子育てサロンの活用（一部） 

・えほんの会 

・家庭での読み聞かせの継続と

充実 

・子育てサロンの拡充 

・えほんの会の充実 

幼稚園・ 

保育所（園） 

・全ての園で読み聞かせを受けている

・本が好きな子どもは８８％ 

・廊下に図書コーナーを設置等 

・資料不足。 

・破損や汚損本が多い 

 

・読み聞かせの継続と充実 

・本が好きな子どもを増やす

取組 

・落ち着ける環境の整備 

・資料の充実 

・破損や汚損本の整理と補充 

小学生・中学生 ・読み聞かせの実施（小学校）。 

・資料不足 

・破損や汚損本が多い 

・調べ学習資料の不足 

・学年が進むと貸出冊数が減少傾向 

・蔵書構成と読書環境に学校間格差が

ある 

・中央公民館やわらべの館の開館時間

と生活時間が合わない（中学生） 

・読み聞かせの拡充 

・資料の充実 

・破損や汚損本の整理と補充 

・調べ学習資料の整備 

・小学校高学年以降への対応 

・学校間格差の解消 

・放課後などの読書環境の整備

高校生 

 

地域 

・持ち込み学習が多く、読書をする生

徒は少ない 

・中央公民館やわらべの館の開館時間

と生活時間が合わない 

・地域には、高校生の読書要求を受け

止める環境がない 

・読書への興味を喚起する取組

・町立図書館の整備 

・中高生向け資料の充実 

現状分析から見えた子どもの置かれた状況を改善し、読書活動を推進するため、「読

書習慣の定着」、「読書に親しむための環境の整備と充実」、「地域文化の活用」の３

点を柱とし、子どもの読書活動推進に向けて取り組みます。 
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２ 読書習慣の定着 

読書習慣の定着のためには、家庭や地域、学校が一体となって読書の重要性を理解し、

連携して取り組んでいく必要があります。 

あらゆる年代で本の持つ魅力を伝え、読書習慣の定着を図るため、次のことに取り組

みます。 

読書習慣の定着のための取組一覧 

事業名 対  象 内    容 

本とハート事業 

乳幼児 
ブックスタート事業の充実と継続 

家庭での読み聞かせの推進 

幼稚園・保育所（園） 
読み聞かせの継続と保護者への働きかけ 

ボランティアの受け入れ 

読む・読む企画 

小学校・中学校 

読み聞かせの実施 

朝読書の継続 

読み聞かせボランティアの活用 

読書への興味・意欲を喚起する取組 

地域 

読み聞かせの実施 

読書への興味・意欲を喚起する取組 

久留島童話と玖珠の民話の継承 

子育てサロンの活用 

本とハート事業 

読み聞かせは読書に慣れ親しむための入口です。本を通じて親と子、大人と子どもが

あたたかい交流の中で、心を通わせ、人間関係の基礎となる他者に対する信頼を醸成す

ることができます。家庭での読み聞かせや、ボランティアによるお話会を定着させ、子

どもの読書活動の基礎となる「聴く力」の重要性を保護者や関係者に伝えます。 

◆乳幼児期 

① ブックスタート事業を継続し充実させます。 

② わらべの館や母子保健推進員が協力して、家庭での読み聞かせの大切さを伝えます。 

③ 父親学級（第 1子出産前）で保護者が読み聞かせの良さを体験できるように取り組

みます。 

④ 乳幼児健診で、読み聞かせの機会を増やします。 

⑤ 赤ちゃん絵本講座を開設し、赤ちゃん絵本に対する知識を広めます。 

 
 

 

◆幼稚園・保育所（園） 

① 園での読み聞かせを継続します。 

② 物語絵本にとどまらず図鑑や科学絵本など幅広い分野で本に触れる機会をつくりま

す。 

③ 保護者に対して読み聞かせの勧めを働きかけます。 

④ わらべサークル協議会や、読み聞かせボランティアを活用して、お話の楽しさを伝

えます。 

読む・読む企画 

小学校・中学校は、生涯にわたって読書に親しむ習慣を身に付けるための土台となる

時期です。小学校入学までに、読み聞かせによって読書の基礎である「聴く力」が身に

付いても、急に自ら本を読むことができるわけではありません。 

学校や地域が一体となって、子どもが自ら読むようになることを目的に、身近な大人

が読み、子どもの成長に応じて読書の喜びを体験できる事業を企画するとともに、あら

ゆる場面で読み聞かせを活用し「読む力」の育成に努めます。 

◆小学校・中学校  

① 子どもの成長に応じて、全職員で読み聞かせに取り組みます。 

② 朝読書の継続や、読書タイムの設定を通して、読む習慣作りに取り組みます。 

③ 個々の興味関心や、成長に合わせた読書指導に取り組みます。 

④ 読み聞かせや図書館運営に、ボランティアを活用します。 

⑤ 図書館まつりなど、読書をテーマにした行事を実施します。 

⑥ ブックリストやブックトークなどで、読書に対する興味を呼びおこします。 

⑦ テーマ展示や図書館だよりの研究で、子どもたちが魅力的な本を自ら手に取る機会

を増やします。 

⑧ 学校生活のあらゆる機会を通して読書の楽しさを伝えます。 

◆地域 

① 読み聞かせとおはなし会を通して、魅力的な本の世界を伝えます。 

② 子どもたちが本の世界を楽しめる企画に取り組みます。 

③ 郷土への愛着を育てるため、久留島童話と玖珠の民話を継承します。 

④ えほんの会を継続し充実させます。 

⑤ 地域の子育てサロンを活用します。 
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３ 読書に親しむための環境の整備と充実 

 読書習慣定着のためには、子どもたち自らが読書に親しむための環境の整備と充実が

重要です。玖珠町の子どもたちの読書環境を豊かに、充足したものとするために、年代

に応じて取り組みます。 

 

読書に親しむための環境の整備と充実取組一覧 

事業名 対  象 内    容 

ブックスタート事

業 
乳幼児 

玖珠町の全ての子育て家庭に絵本を届ける

ブックリストの配布 

本とほっと事業 幼稚園・保育所（園）

ほっとできる読書環境の整備を図る 

選書で図書資料の充実を図る 

廃棄基準を定める 

人材育成（研修の実施） 

学校図書館 

リフレッシュ事業 
小学校・中学校 

学校司書の配置 

廃棄基準を定める 

選書で図書資料の充実を図る 

調べ学習に対応する図書購入 

学校図書館、読書環境の整備 

生涯学習 

拠点整備事業 
地域 

公立図書館整備計画の検討 

図書資料の充実 

子育てサロンの活用 

読む・読む 

ネットワーク 
関係機関との連携 

子どもの読書関係者のネットワーク化 

人材育成（関係者合同研修の実施） 

ブックリスト作成と配布 

ボランティアの育成と支援 

 

ブックスタート事業 

 乳幼児期は、子どもに最も身近な大人が、言葉かけの大切さを認識すると同時に、全

ての乳幼児に読み聞かせと絵本のある環境を用意する必要があります。 

玖珠町は継続してブックスタート事業を拡充し、玖珠町に生まれた全ての子どもの誕

生を祝福し絵本を送ります。 

① 基本図書２冊を配布します。 

② 赤ちゃん絵本のブックリストを配布します。 

③ ブックスタートパックを充実させます。  

 
 

 

本とほっと事業 

 幼稚園・保育所（園）は、子どもたちが読書の喜びを体験し、理解力や想像力を養う

場所です。ほっとできる場所として整備し、蔵書は子どもたちの好奇心を満たすように、

新鮮な資料を選んでそろえるとともに、人材育成に努めます。 

① 図書コーナーの見直しを行い、ほっとできる環境整備に努めます。 

② 図書の廃棄基準を定め、蔵書を適切に管理します。 

③ 子どもたちの好奇心を刺激し、知識欲を高める図書の選書と充実に努めます。 

④ 指導者を育成し、子どもの本を選ぶ目を養います。 

⑤ 保護者向けの啓発活動に取り組みます。 

 

学校図書館リフレッシュ事業 

学校図書館は、子どもたちが日常的に利用する一番身近な図書館です。子どもが進ん

で読書を楽しみ読解力を獲得するために、学校教育のあらゆる場面で魅力的な本に出会

える場として整えます。読書環境を整え、人材を確保し、豊かな学びの場として子ども

たちの読書活動を支えます。 

① すべての学校に学校司書を配置します。 

② 図書の廃棄基準を定め蔵書を適切に管理します。 

③ 魅力的な図書の選書に努め充実を図ります。 

④ 調べ学習に対応する図書を整備します。 

⑤ 図書館環境の改善により、足を運びたくなる学校図書館を目指します。 

 

生涯学習拠点整備事業 

玖珠町には生涯学習の拠点となる公共図書館がありません。したがって中学生や高校

生が、成長の中で自ら進んで読書に取り組む環境は十分ではありません。 

地域における読書環境を整え、生涯にわたって読書活動を支援するため、環境整備に

取り組みます。 

① 町立図書館整備計画の策定に着手します。 

② わらべの館や中央公民館図書室は児童図書の充実を図ります。 

③ わらべの館は学校の調べ学習に対応する資料の補完に努めます。 

④ わらべの館や中央公民館図書室は中高生の読書要求を満たす資料の充実に努めます。 

⑤ わらべの館や中央公民館図書室は子どもの読書意欲を支えるような環境整備に努め

ます。 

⑥ わらべの館や中央公民館図書室は選書によって魅力的な読書環境を作ります。 

⑦ 自治会館の図書コーナーや子育てサロンの活用について、働きかけます。 
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読む・読むネットワーク 

子どもが自発的に読書活動を行うことができるようにするには、関係機関や各種団体

などの連携を図り、情報を共有することが重要です。玖珠町は子どもの読書に携わるす

べての関係者と連携して、読書活動の推進に努めます。 

① 子どもの読書活動関係者をネットワーク化し、情報と知識を共有し、推進にあたり

ます 

② 各年代に対応したブックリストを作成し、配布します。 

③ 本と子どもを結び、読書の楽しさを伝えることのできる人材を育成します。 

④ 読み聞かせボランティアを育成します。 

⑤ 保護者に向けての啓発を行います。 

 

 

 

４ 地域文化の活用 

 玖珠町は久留島武彦の精神を受け継いだ独自のおはなし文化があり、多くの民話や伝

説、昔話が残っています。 

玖珠町の文化風土を活用し、子どもの読書活動を推進します。 

① 日本童話祭に読書と結びついた企画を実施します。 

② 玖珠町に伝わる民話や伝説、昔話を子どもたちに伝えます。 

③ 久留島武彦の業績と久留島童話を後世に伝えます。 

④ お話ボランティアを育成し、幼稚園や保育所、学校などに派遣します。 

⑤ 大分県話し方中央大会等の行事を通して、語りの楽しさを伝えます。 

⑥ 久留島武彦顕彰全国語り部大会（仮称）の実施に向けて取り組みます。 

  

 
 

 

第４章 子どもの読書活動推進計画の効果的な実施と 
啓発に向けて 

 
１ 推進体制の整備 

 子どもの読書活動を効果的に推進することを目的に、「玖珠町子どもの読書活動推進

委員会（仮称）」を設置します。 

 この委員会は、子どもの読書活動にかかわる団体及び関係者で組織し、学校・家庭・

地域の読書活動の現状把握と各取組の進捗状況の確認をしながら、本計画の実現に向け

て具体的な取組を進めていきます。 

 

２ 子どもの読書活動推進計画の啓発 

本計画の目的を達成するため、あらゆる機会を利用して啓発を行います。 

① 町報、教育広報などを利用した啓発 

② 乳幼児健診などを利用した啓発 

③ ＰＴＡや青少年健全育成協議会への働きかけ 

④ ４月２３日「子ども読書の日」の普及と趣旨にふさわしい取組の実施 

⑤ １０月２７日「文字活字文化の日」の趣旨にふさわしい取組の実施 

⑥ 秋の読書週間の趣旨にふさわしい取組の実施 

 

３ 子どもの読書活動推進計画の未来像 

子どもたちが自分の将来に夢を持って健やかに成長し、生き抜く力を獲得することは、

「童話の里くすまち」に暮らす全ての町民の願いです。本計画が遂行されることにより

幼いころから読書に親しみ、成長の過程の中で、考え、書き、伝える力が自然と備わる

ことで、その未来が情緒豊かで、味わい深いものとなることを願って、玖珠町の全ての

子どもの読書活動を推進します。 
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くすまち独自のおはなし文化 

30 31



 
 

 

読む・読むネットワーク 

子どもが自発的に読書活動を行うことができるようにするには、関係機関や各種団体

などの連携を図り、情報を共有することが重要です。玖珠町は子どもの読書に携わるす

べての関係者と連携して、読書活動の推進に努めます。 

① 子どもの読書活動関係者をネットワーク化し、情報と知識を共有し、推進にあたり

ます 

② 各年代に対応したブックリストを作成し、配布します。 

③ 本と子どもを結び、読書の楽しさを伝えることのできる人材を育成します。 

④ 読み聞かせボランティアを育成します。 

⑤ 保護者に向けての啓発を行います。 

 

 

 

４ 地域文化の活用 

 玖珠町は久留島武彦の精神を受け継いだ独自のおはなし文化があり、多くの民話や伝

説、昔話が残っています。 

玖珠町の文化風土を活用し、子どもの読書活動を推進します。 

① 日本童話祭に読書と結びついた企画を実施します。 

② 玖珠町に伝わる民話や伝説、昔話を子どもたちに伝えます。 

③ 久留島武彦の業績と久留島童話を後世に伝えます。 

④ お話ボランティアを育成し、幼稚園や保育所、学校などに派遣します。 

⑤ 大分県話し方中央大会等の行事を通して、語りの楽しさを伝えます。 

⑥ 久留島武彦顕彰全国語り部大会（仮称）の実施に向けて取り組みます。 

  

 
 

 

第４章 子どもの読書活動推進計画の効果的な実施と 
啓発に向けて 

 
１ 推進体制の整備 

 子どもの読書活動を効果的に推進することを目的に、「玖珠町子どもの読書活動推進

委員会（仮称）」を設置します。 

 この委員会は、子どもの読書活動にかかわる団体及び関係者で組織し、学校・家庭・

地域の読書活動の現状把握と各取組の進捗状況の確認をしながら、本計画の実現に向け

て具体的な取組を進めていきます。 

 

２ 子どもの読書活動推進計画の啓発 

本計画の目的を達成するため、あらゆる機会を利用して啓発を行います。 

① 町報、教育広報などを利用した啓発 

② 乳幼児健診などを利用した啓発 

③ ＰＴＡや青少年健全育成協議会への働きかけ 

④ ４月２３日「子ども読書の日」の普及と趣旨にふさわしい取組の実施 

⑤ １０月２７日「文字活字文化の日」の趣旨にふさわしい取組の実施 

⑥ 秋の読書週間の趣旨にふさわしい取組の実施 

 

３ 子どもの読書活動推進計画の未来像 

子どもたちが自分の将来に夢を持って健やかに成長し、生き抜く力を獲得することは、

「童話の里くすまち」に暮らす全ての町民の願いです。本計画が遂行されることにより

幼いころから読書に親しみ、成長の過程の中で、考え、書き、伝える力が自然と備わる

ことで、その未来が情緒豊かで、味わい深いものとなることを願って、玖珠町の全ての

子どもの読書活動を推進します。 

 

 

 

 

    語る・書く     

   読む    

  聴く   

 読書習慣の定着 環境整備  

くすまち独自のおはなし文化 

30 31



 
 

 

玖珠町子どもの読書活動推進計画資料 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

32 33



 
 

 

玖珠町子どもの読書活動推進計画資料 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

 

久 留 島 武 彦 
ＫＵＲＵＳHＩＭＡ  ＴＡＫＥＨＩＫＯ 

 
久留島武彦（くるしま・たけひこ）をご存知ですか？ 

武彦の先祖は、戦国時代末期“日本最大の海賊”と呼ばれた来島

氏です。関ヶ原の戦いで西軍に属したため、瀬戸内・伊予の所領を奪

われ、海のない豊後森へと移りました。その後、２代通春は姓を「来島」

から「久留島」へと改め、１万２千５百石の小大名として幕末まで治めま

した。その最後の１２代藩主・久留島通靖の孫として、武彦は明治７

（１８７４）年６月１９日、玖珠町森の地で生まれました。 玖珠の美しい

自然に育まれた武彦は、次々と日本初の児童文化活動に挑戦しまし

た。 

 
２０歳・日清戦争に従軍して日本初となる戦場ルポルタージュを執筆  

２９歳・横浜のメソジスト教会で日本初の「お話の会」（７月１５日）を開催 

３３歳・日本初の専門児童劇団を創設 

３４歳・日本初の９６日間世界一周観光旅行に参加 

３５歳・武彦脚本の『新桃太郎』が日本初の児童映画化 

５０歳・デンマークで開催されたボーイスカウト世界大会に日本の副団長として参加。「人魚姫」などで 

知られるアンデルセンの生誕地オーデンセを訪ね、アンデルセンを粗末に扱うデンマークの 

人々に彼の偉大さを訴えたことがきっかけで、アンデルセンのお墓が改装され記念館も建ち、 

デンマークのメディアは武彦を「日本のアンデルセン」と賞賛しました。 

５１歳・東京帝国劇場で「アンデルセン没後５０年記念お伽祭」を開催。 

デンマーク国王よりダンネブロー勲章を受章 

５３歳・日本初の放送用「コドモテキスト」を刊行 

５９歳・日本初の全国版子供新聞を創刊 

６２歳・「久留島武彦童話活動３０周年」を記念して、神戸市に日本初の「桃太郎銅像」を建立 

７０歳・第１回「小国民文化功労賞」を小川未明と共に受賞 

７５歳・「久留島武彦童話活動５０周年」を記念して玖珠町三島公園に日本一の「童話碑」が建立 

 第１回目の「日本童話祭」が開催 

８１歳・日本初の「童話日」（７月１５日）を制定 

８４歳・口演童話の分野で日本初の「紫綬褒章」を受章 

「お話は子供の生命の糧だ」と語った武彦は、「身動かざるものは心働かず」の信念で、昭和３５（１９６

０）年６月２７日に８６歳で亡くなるその１ヶ月前まで、日本全国はおろか、お隣の韓国をはじめ世界をくま

なく語り歩き、「継続は力なり」という姿勢を貫きました。また、創作童話も数多く残しております。武彦が

亡くなった１ヶ月後（昭和３５年７月）には、（財）日本青少年文化センターより「久留島武彦文化賞」が創

設されました。 

（久留島武彦研究所所長・金成妍）

久留島武彦５９歳 
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ブックスタート事業に関するアンケート資料（平成２３年度） 

実施期間：平成２３年４月～平成２４年３月  配布枚数１３８枚 回収数１１５枚 

対象者：１２ヶ月健康相談対象者（担当：福祉保健課） 

Ａ－１ お子さんは 

第 1子 第２子 第３子 

５１ ３８ ２４ 

Ａ－２ あなたはお子さんの 

母親 父親 祖母 祖父 親戚 その他 

１１２ １ ０ ０ ０ ０ 

Ａ－３ ご家庭でお子さんと絵本を見たり、 

読み聞かせをしたりすることがありますか？ 

全くしたことがない することがある 

２ １０３ 

 

Ａ－３ ①その頻度は？ 

週１回未満 週１～２回 週３～５回 ほぼ毎日 

２６ ３５ ２７ ２２ 

 

Ａ－３ ②何ヶ月の頃からしていますか？ 

１～２ヶ月 ３～４ヶ月 ５～６ヶ月 ７～８ヶ月

２８ ３６ ２７ ２２ 

 

Ａ－３ ③誰が読んでいますか？ 

母親 父親 祖母 祖父 きょうだい その他 

１１１ ４４ ２１ ８ ２７ ２ 

 

Ａ－３付問 Ａ－3でそうお答えになった理由 

まだ早い 子どもが関心ない
時間に 

ゆとりがない 
絵本を持ってない 楽しいので 

３ ８ ６ ０ ３５ 

ゆったりした 

気持ちになれる 

子どもと触れ合う 

時間になる 

きょうだいと 

一緒に読むので 

ブックスタートで絵

本を受け取ったので 
その他 

１５ ５１ ４４ ２５ １７ 

 

24%

32%24%

20%

①その頻度は？

週１回未満

週１～２回

週３～５回

ほぼ毎日

2%

98%

Ａ－３ ご家庭でお子さんと絵本を見た

り、読み聞かせをしたりすることがあり

ますか？

全くしたことが

ない

することがある

 
 

 

Ｂ．「ブックスタート」と、ご家庭での読み聞かせについておたずねします。 

Ｂ－１ 「ブックスタート」の趣旨を覚えていますか？ 

覚えている だいたい覚えている 覚えていない 

５４ ３９ １７ 

 

Ｂ－２ ブックスタートを受けて、どのように感じましたか？（各項目に○をひとつだけ） 

 ブックスタートを受けての感想 そう思う そう思わない 

①楽しかった １０２ ３ 

②ほっとする時間が持てた ９９ ４ 

③読み聞かせ時のこどもの様子が見られてよかった １０１ ２ 

④赤ちゃんも絵本に関心を示すことが分かった １０１ ２ 

⑤こどもとのコミュニケーションに役立ちそう １０１ ２ 

⑥自分には難しいと感じた ３ ９４ 

⑦自分のこどもにはまだ早いと感じた ８ ８８ 

⑧絵本がもらえてうれしかった １０１ ２ 

⑨絵本についてもっと知りたいと思った ９１ １０ 

⑩母子保健推進員と話ができてよかった １００ ２ 

⑪町内の子育て情報が得られてよかった ９９ ４ 

⑫訪問でブックスタートをもらえてよかった ９７ ３ 

 

Ｂ－３ブックスタートを受け取った絵本を、活用しましたか？ 

かなり活用した 活用した あまり活用していない 活用していない 

４０ ６１ ９ ２ 

 

Ｂ－４ 今後もこの事業を継続してほしいと思いますか？（○はひとつだけ） 

そう思う ややそう思う あまりそう思わない そう思わない 

９５ １４ １ ０ 
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ブックスタート事業に関するアンケート資料（平成２３年度） 
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３ ８ ６ ０ ３５ 

ゆったりした 

気持ちになれる 

子どもと触れ合う 

時間になる 

きょうだいと 

一緒に読むので 

ブックスタートで絵

本を受け取ったので 
その他 

１５ ５１ ４４ ２５ １７ 

 

24%

32%24%

20%

①その頻度は？

週１回未満

週１～２回

週３～５回

ほぼ毎日

2%

98%

Ａ－３ ご家庭でお子さんと絵本を見た

り、読み聞かせをしたりすることがあり

ますか？

全くしたことが

ない

することがある

 
 

 

Ｂ．「ブックスタート」と、ご家庭での読み聞かせについておたずねします。 

Ｂ－１ 「ブックスタート」の趣旨を覚えていますか？ 

覚えている だいたい覚えている 覚えていない 

５４ ３９ １７ 

 

Ｂ－２ ブックスタートを受けて、どのように感じましたか？（各項目に○をひとつだけ） 

 ブックスタートを受けての感想 そう思う そう思わない 

①楽しかった １０２ ３ 

②ほっとする時間が持てた ９９ ４ 

③読み聞かせ時のこどもの様子が見られてよかった １０１ ２ 

④赤ちゃんも絵本に関心を示すことが分かった １０１ ２ 

⑤こどもとのコミュニケーションに役立ちそう １０１ ２ 

⑥自分には難しいと感じた ３ ９４ 

⑦自分のこどもにはまだ早いと感じた ８ ８８ 

⑧絵本がもらえてうれしかった １０１ ２ 

⑨絵本についてもっと知りたいと思った ９１ １０ 

⑩母子保健推進員と話ができてよかった １００ ２ 

⑪町内の子育て情報が得られてよかった ９９ ４ 

⑫訪問でブックスタートをもらえてよかった ９７ ３ 

 

Ｂ－３ブックスタートを受け取った絵本を、活用しましたか？ 

かなり活用した 活用した あまり活用していない 活用していない 

４０ ６１ ９ ２ 

 

Ｂ－４ 今後もこの事業を継続してほしいと思いますか？（○はひとつだけ） 

そう思う ややそう思う あまりそう思わない そう思わない 

９５ １４ １ ０ 
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Ｂ－５ ブックスタートについてご意見・ご感想がありましたら、自由に 

ご記入ください。 

 

＊絵本をもらってから、読み聞かせを始めたのですが、こんなに本が好きなんだなと感

じ、それから子どもと本を通して楽しい時間を過ごしています。本の真似をして挨拶

するようになりました。 

＊何回か読んだり、見せたが、あまり興味を示さないので、あまり活用していない。 

＊上の子がひらがなが読めるようになったので、下の子に読んであげています。 

＊最近お兄ちゃんの方が下の子に本を出して、簡単な「いないいないばあ」などをして

あげているので、下の子も喜んでいます。お兄ちゃんも小さい頃から読み聞かせをし

ていたので、本に興味があり、まだ読めないけどいいことだと思います。 

＊仕事が休みの日に活用しています。色々と教えていただけるので助かります。 

＊ブックスタートでいただいた本が、この子にとっての初めての本でした。今もその本

を見せるとお気に入りの一冊のようで、ニコニコして本を見てくれます。 

＊どのような本を見せたらよいのか分からないときに、本をいただいて参考になった。

上の子の時にいただいた本も見せています。 

＊赤ちゃんによって、興味を持った子どもさんにはどんどんしてもらいたいと思った。 

＊絵本をジーっと見つめて、赤ちゃんでもよく見れることが分かった。「ラララぞーさ

ん」のマッサージを教えてもらい、良かったです。 

＊どんな本を買っていいか分からないので、良かったです。 

＊もらったら読んであげようと思う。 

＊絵本は眠る前に読むことが以前までは殆どでしたが、最近は本を持ってきて、「読ん

で」と言っているかのようにアピールします。初めて手にする絵本はどれがいいの

か？と迷うので、ブックスタートは今後も続けてほしいです。 

＊時々、子どもに読んでいます。 

＊初めて与える絵本は選ぶのが難しいから良かった。 

＊自分で選ぶ本は偏り？が出るので、他人の選んだ本は新鮮でよい。 

＊上の子もいるので、持っている絵本も活用するため。 

＊こんな本もあるんだと、新しい発見がある。 

＊ほぼ毎日読んでいます。とても興味を示しています。あの時、とても真剣なまなざし

で聞いていた娘の顔が印象的です。 

＊ブックスタートがきっかけで、本を赤ちゃんの時から見せるようになり、今では本が

大好きに。自分で本をめくったり、読んでと私にさしだしたりしてくる。このきっか

けがなかったら、３～４ヶ月の頃は本を見せていなかったかもと思う。 

＊他の人が読むと聞くけど、私だと全く聞かず、本を破いたり、暴れたりするのでやる

気ありません。 

＊時間が空いた時や、本を子どもが触ったときに親や、お姉ちゃんが抱っこして読んで

くれます。読むと、「あー」と話したり、たたいたり表現してくれるので、読むきっ

かけをいただいて感謝しています。ありがとうございました。 

＊保育園や上の子でもらったり、同じ本が 2冊とかになるので少し困る。 

＊お兄ちゃんが本を読めるようになったので、たまにですが、読み聞かせをしてくれま

す。赤ちゃん向けの内容ですが、本人も小さい頃読んでいたので、懐かしがっていま

す。 

 
 

 

＊絵本をいただいたときに子供が興味を持っていることに気が付きました。上の子も積

極的に読み、下の子に読んでくれるので助かります。 

＊赤ちゃんにとっての舞台や、色々なものを見せたが、あかちゃんでもしっかり見るこ

とができるし、大人よりも色んなことを敏感に感じ取ることができると分かったので、

舞台などどんどん見せていきたいです。 

＊寝る前に子供と一緒に読んでいます。 

＊初めにどんな本を選んでいいか分からないので、参考になりました。 

＊バッグも良かったです。 

＊初めて子供に見せたのが、ブックスタートでいただいた本でした。初めは、本をパラ

パラめくるのが楽しそうでしたが、だんだん指さして「あっあっ」と言ったりして、

本を読むきっかけになりました。ブックスタートがあって、本当に良かったなと思い

ました。 

＊ブックスタートに参加していないと思います。 

＊「ここよ ここよ」という動物の親子が載った絵本をいただきました。指さしをする

ようになったので、動物を指さしたり、絵本の文章のリズムに合わせて体を動かした

りと活用しています。 

＊絵本を読んであげようと思う、きっかけになりました。 

＊絵本をいただいて嬉しかったのと、どんな絵本を読んであげたらいいか分かったので

助かりました。ブックスタートでいろんな人たちと会うことができるから。 

＊母子推進員の方が読むのも、親が読む時と違った反応を示したりするので、人に触れ

あう感じでいいのではないでしょうか。 

＊まだ絵本を一冊も持っていなかったのでその絵本ばかりを読み聞かせていた。 

＊頂いた本は動物のものだったので動物に興味を示しだしたので、よく見て活用してい

ます。また、1歳未満の子の指でもめくりやすいものだったので良かった。 

＊子供が絵本に興味を持つようになって、想像力や感性が芽生えてくるので絵本はたく

さん読んだり、見せていきたいと思いました。 

＊おもちゃになっている。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ブックスタート運動とは？ 

ブックスタート運動は、1992 年、英国第 2の都市であるバーミンガムで始まりました。教育基金団体

であるブックトラストが中心となり、図書館・保健局・大学教育学部の 3者が互いに連携し、300 家庭

を中心に機関と場所を限定したパイロットスタディ（試験的実施）を行いました。 

バーミンガム大学バリーウェイド教授らによる調査からは、ブックスタート・パックを受け取った家

庭では本への意識が高まり、家庭でより深く本の時間を楽しむようになったことや、赤ちゃんの頃から

本の時間を習慣として持つことが、その子の言語面や計数面の考える力をつけることに大きな影響を与

えたことなどが報告されています。このように、本と過ごす時間を持つことによって言語があることを

知り、言語力が育つ、さらには社会への適応性や親子関係の向上に効果があるという結論が出されまし

た。 

日本では 2000 年の「子ども読書年」から、各地での取り組みが徐々に始まっています。ブックスター

トは、絵本をプレゼントするだけの運動ではありません。ブックスタートは、肌のぬくもりを感じなが

らことばと心を通わす、そのかけがえのないひとときを応援することが目的です。言葉の世界そのもの

である絵本に、「お幸せに」という思いと言葉を添えて手渡し、共に生きることを願うものです。そのた

めに、ブックスタートに込められたメッセージを 1人 1人の保護者に丁寧に伝えながら、手渡しをする

運動です。 
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Ｂ－５ ブックスタートについてご意見・ご感想がありましたら、自由に 

ご記入ください。 

 

＊絵本をもらってから、読み聞かせを始めたのですが、こんなに本が好きなんだなと感

じ、それから子どもと本を通して楽しい時間を過ごしています。本の真似をして挨拶

するようになりました。 

＊何回か読んだり、見せたが、あまり興味を示さないので、あまり活用していない。 

＊上の子がひらがなが読めるようになったので、下の子に読んであげています。 

＊最近お兄ちゃんの方が下の子に本を出して、簡単な「いないいないばあ」などをして

あげているので、下の子も喜んでいます。お兄ちゃんも小さい頃から読み聞かせをし

ていたので、本に興味があり、まだ読めないけどいいことだと思います。 

＊仕事が休みの日に活用しています。色々と教えていただけるので助かります。 

＊ブックスタートでいただいた本が、この子にとっての初めての本でした。今もその本

を見せるとお気に入りの一冊のようで、ニコニコして本を見てくれます。 

＊どのような本を見せたらよいのか分からないときに、本をいただいて参考になった。

上の子の時にいただいた本も見せています。 

＊赤ちゃんによって、興味を持った子どもさんにはどんどんしてもらいたいと思った。 

＊絵本をジーっと見つめて、赤ちゃんでもよく見れることが分かった。「ラララぞーさ

ん」のマッサージを教えてもらい、良かったです。 

＊どんな本を買っていいか分からないので、良かったです。 

＊もらったら読んであげようと思う。 

＊絵本は眠る前に読むことが以前までは殆どでしたが、最近は本を持ってきて、「読ん

で」と言っているかのようにアピールします。初めて手にする絵本はどれがいいの

か？と迷うので、ブックスタートは今後も続けてほしいです。 

＊時々、子どもに読んでいます。 

＊初めて与える絵本は選ぶのが難しいから良かった。 

＊自分で選ぶ本は偏り？が出るので、他人の選んだ本は新鮮でよい。 

＊上の子もいるので、持っている絵本も活用するため。 

＊こんな本もあるんだと、新しい発見がある。 

＊ほぼ毎日読んでいます。とても興味を示しています。あの時、とても真剣なまなざし

で聞いていた娘の顔が印象的です。 

＊ブックスタートがきっかけで、本を赤ちゃんの時から見せるようになり、今では本が

大好きに。自分で本をめくったり、読んでと私にさしだしたりしてくる。このきっか

けがなかったら、３～４ヶ月の頃は本を見せていなかったかもと思う。 

＊他の人が読むと聞くけど、私だと全く聞かず、本を破いたり、暴れたりするのでやる

気ありません。 

＊時間が空いた時や、本を子どもが触ったときに親や、お姉ちゃんが抱っこして読んで

くれます。読むと、「あー」と話したり、たたいたり表現してくれるので、読むきっ

かけをいただいて感謝しています。ありがとうございました。 

＊保育園や上の子でもらったり、同じ本が 2冊とかになるので少し困る。 

＊お兄ちゃんが本を読めるようになったので、たまにですが、読み聞かせをしてくれま

す。赤ちゃん向けの内容ですが、本人も小さい頃読んでいたので、懐かしがっていま

す。 

 
 

 

＊絵本をいただいたときに子供が興味を持っていることに気が付きました。上の子も積

極的に読み、下の子に読んでくれるので助かります。 

＊赤ちゃんにとっての舞台や、色々なものを見せたが、あかちゃんでもしっかり見るこ

とができるし、大人よりも色んなことを敏感に感じ取ることができると分かったので、

舞台などどんどん見せていきたいです。 

＊寝る前に子供と一緒に読んでいます。 

＊初めにどんな本を選んでいいか分からないので、参考になりました。 

＊バッグも良かったです。 

＊初めて子供に見せたのが、ブックスタートでいただいた本でした。初めは、本をパラ

パラめくるのが楽しそうでしたが、だんだん指さして「あっあっ」と言ったりして、

本を読むきっかけになりました。ブックスタートがあって、本当に良かったなと思い

ました。 

＊ブックスタートに参加していないと思います。 

＊「ここよ ここよ」という動物の親子が載った絵本をいただきました。指さしをする

ようになったので、動物を指さしたり、絵本の文章のリズムに合わせて体を動かした

りと活用しています。 

＊絵本を読んであげようと思う、きっかけになりました。 

＊絵本をいただいて嬉しかったのと、どんな絵本を読んであげたらいいか分かったので

助かりました。ブックスタートでいろんな人たちと会うことができるから。 

＊母子推進員の方が読むのも、親が読む時と違った反応を示したりするので、人に触れ

あう感じでいいのではないでしょうか。 

＊まだ絵本を一冊も持っていなかったのでその絵本ばかりを読み聞かせていた。 

＊頂いた本は動物のものだったので動物に興味を示しだしたので、よく見て活用してい

ます。また、1歳未満の子の指でもめくりやすいものだったので良かった。 

＊子供が絵本に興味を持つようになって、想像力や感性が芽生えてくるので絵本はたく

さん読んだり、見せていきたいと思いました。 

＊おもちゃになっている。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ブックスタート運動とは？ 

ブックスタート運動は、1992 年、英国第 2の都市であるバーミンガムで始まりました。教育基金団体

であるブックトラストが中心となり、図書館・保健局・大学教育学部の 3者が互いに連携し、300 家庭

を中心に機関と場所を限定したパイロットスタディ（試験的実施）を行いました。 

バーミンガム大学バリーウェイド教授らによる調査からは、ブックスタート・パックを受け取った家

庭では本への意識が高まり、家庭でより深く本の時間を楽しむようになったことや、赤ちゃんの頃から

本の時間を習慣として持つことが、その子の言語面や計数面の考える力をつけることに大きな影響を与

えたことなどが報告されています。このように、本と過ごす時間を持つことによって言語があることを

知り、言語力が育つ、さらには社会への適応性や親子関係の向上に効果があるという結論が出されまし

た。 

日本では 2000 年の「子ども読書年」から、各地での取り組みが徐々に始まっています。ブックスター

トは、絵本をプレゼントするだけの運動ではありません。ブックスタートは、肌のぬくもりを感じなが

らことばと心を通わす、そのかけがえのないひとときを応援することが目的です。言葉の世界そのもの

である絵本に、「お幸せに」という思いと言葉を添えて手渡し、共に生きることを願うものです。そのた

めに、ブックスタートに込められたメッセージを 1人 1人の保護者に丁寧に伝えながら、手渡しをする

運動です。 
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「玖珠町子どもの読書活動推進計画」策定に係るアンケート資料（平成２４年度） 

実施期間：平成２４年７月  配布枚数  ４４８枚  回収数 ２９９枚 

対象者：玖珠町全保育園・幼稚園児（担当：学校教育課） 

 

お子さんについてお伺いします 

Q１ 第１子の年齢構成 

０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 ６歳 

５人 １５人 ２８人 ５５人 ６５人 ９５人 ３６人 

Q２ お子さんに読み聞かせをしていますか 

はい いいえ 無回答 

２６９人 ２７人 ３人 

Q３ お子さんは絵本が好きですか 

はい いいえ どちらでもない 無回答 

２６２人 ２人 ３３人 ２人 

Q４ 読み聞かせをしている方はどなたですか（複数回答） 

母親 父親 祖母 祖父 きょうだい その他   無回答  

２６９人 １４５人 ７３人 ２０人 ５０人 １４人 ８人 

Q５ 読み聞かせを始めたきっかけ 

子どもに頼まれて 園の勧めで 
ブックスタートが

きっかけで 

その他 無回答 

１３４人 １２人 ６７人 ７４人 ２４人 

Q６ 読み聞かせの頻度 

毎日 ほぼ毎日 週に 1 回 ときどき 無回答 

２４人 ９９人 ５９人 １０８人 ９人 

Q７ 読み聞かせの時間帯 

就寝前 遊びの中 読んでほしい時 時間がある時 無回答 

１６０人 ６４人 １６９人 １０２人 ９人 

 
 

 

Q８ 読み聞かせの時間 

１５分以下 ２０分くらい ３０分以上 １時間以上 無回答 

１５６人 １２３人 ９人 １人 ９人 

Q９ 読み聞かせの開始時期 

胎教から 生後すぐ ５～６か月 １歳 ２歳 

１４人 ３５人 ９２人 ７８人 3６人 

３歳 ４歳 ５歳 ６歳 無回答 

２６人 ５人 ２人 ０人 １１人 

 

Q１０ 絵本の入手先 

わらべの館・公民館・他公共施設 購入 園 友人・知人 その他 無回答

１３１人 ２０５人 ６５人 １３人 ３９人 １１人

 
Q１１ 自宅の絵本冊数 

０～１０冊 １１～２０冊 ２１～３０冊 ３１～４０冊 ４１～５０冊 ５１～６０冊 

６６人 ６８人 ３６人 ２８人 ３９人 １０人

６１～７０冊 ７１～８０冊 ８１～９０冊 ９０～１００冊 １００冊以上 無回答 

４人 ５人 １人 ４人 １９人 ８人

 
※Q１２【別表１】・Q１４【別表２】・Q１３【別表３】 

 

おうちの方にお伺いします 

Q１５ わらべの館の利用率 

毎週 月に２回 月に１回 年に数回 利用しない 

７人 ４５人 ３８人 ９３人 ８７人 

                             

Q１６ 利用しない理由 

遠い 
開・閉館時間が 

利用しにくい 

借りたい 

絵本がない 
家に本がある 購入している 無回答 

３９人 １０人 ２人 ３１人 ９人 ５人 

Q１７ 読書が好きですか 

とても好き 好き どちらでもない あまり好きではない 無回答 

３２人 １２７人 ８８人 ２２人 ６人 
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「玖珠町子どもの読書活動推進計画」策定に係るアンケート資料（平成２４年度） 

実施期間：平成２４年７月  配布枚数  ４４８枚  回収数 ２９９枚 

対象者：玖珠町全保育園・幼稚園児（担当：学校教育課） 

 

お子さんについてお伺いします 

Q１ 第１子の年齢構成 

０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 ６歳 

５人 １５人 ２８人 ５５人 ６５人 ９５人 ３６人 

Q２ お子さんに読み聞かせをしていますか 

はい いいえ 無回答 

２６９人 ２７人 ３人 

Q３ お子さんは絵本が好きですか 

はい いいえ どちらでもない 無回答 

２６２人 ２人 ３３人 ２人 

Q４ 読み聞かせをしている方はどなたですか（複数回答） 

母親 父親 祖母 祖父 きょうだい その他   無回答  

２６９人 １４５人 ７３人 ２０人 ５０人 １４人 ８人 

Q５ 読み聞かせを始めたきっかけ 

子どもに頼まれて 園の勧めで 
ブックスタートが

きっかけで 

その他 無回答 

１３４人 １２人 ６７人 ７４人 ２４人 

Q６ 読み聞かせの頻度 

毎日 ほぼ毎日 週に 1 回 ときどき 無回答 

２４人 ９９人 ５９人 １０８人 ９人 

Q７ 読み聞かせの時間帯 

就寝前 遊びの中 読んでほしい時 時間がある時 無回答 

１６０人 ６４人 １６９人 １０２人 ９人 

 
 

 

Q８ 読み聞かせの時間 

１５分以下 ２０分くらい ３０分以上 １時間以上 無回答 

１５６人 １２３人 ９人 １人 ９人 

Q９ 読み聞かせの開始時期 

胎教から 生後すぐ ５～６か月 １歳 ２歳 

１４人 ３５人 ９２人 ７８人 3６人 

３歳 ４歳 ５歳 ６歳 無回答 

２６人 ５人 ２人 ０人 １１人 

 

Q１０ 絵本の入手先 

わらべの館・公民館・他公共施設 購入 園 友人・知人 その他 無回答

１３１人 ２０５人 ６５人 １３人 ３９人 １１人

 
Q１１ 自宅の絵本冊数 

０～１０冊 １１～２０冊 ２１～３０冊 ３１～４０冊 ４１～５０冊 ５１～６０冊 

６６人 ６８人 ３６人 ２８人 ３９人 １０人

６１～７０冊 ７１～８０冊 ８１～９０冊 ９０～１００冊 １００冊以上 無回答 

４人 ５人 １人 ４人 １９人 ８人

 
※Q１２【別表１】・Q１４【別表２】・Q１３【別表３】 

 

おうちの方にお伺いします 

Q１５ わらべの館の利用率 

毎週 月に２回 月に１回 年に数回 利用しない 

７人 ４５人 ３８人 ９３人 ８７人 

                             

Q１６ 利用しない理由 

遠い 
開・閉館時間が 

利用しにくい 

借りたい 

絵本がない 
家に本がある 購入している 無回答 

３９人 １０人 ２人 ３１人 ９人 ５人 

Q１７ 読書が好きですか 

とても好き 好き どちらでもない あまり好きではない 無回答 

３２人 １２７人 ８８人 ２２人 ６人 
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Q１８ 読書の頻度 

とてもよく読む よく読む わりとよく読む あまり読まない 読まない 無回答 

１７人 ２８人 ９８人 １３１人 ２１人 ７人 

【別表１】  Q１２ 読み聞かせ中のお子さんの反応 

【 態度などに関する反応 】 

・絵本が好きで最後まで聴く。 

・絵本を選ぶときから楽しそうにしている。 

・毎日の読み聞かせを楽しみにしている。 

・次の展開を笑顔で待っている。 

・熱心に、聴き入るようになってきた。 

・表情が目まぐるしく変わる。 

・お話を覚えている。 

・ブックトークを楽しめるようになった。 

・強弱・抑揚をつけて読むと喜ぶ。 

・初めての本は想像を膨らませている。 

・「嬉しそう」「楽しそう」「面白そう」「怖そう」に聴い

てくれている。 

・絵本や物語の世界に引き込まれ、心がついてき

ている。 

・読み終わるととても満足そうな表情をする。 

・わくわくして、目を輝かせながら聴いている。 

・自分も絵本を読んでいる気分になっている。 

・好きな本だけでなく他のジャンルの本もよく聴い

てくれる。 

・就寝前はいつも読んでいる。本が心地よさそう。

・読み終えると、「ありがとうございました」と挨拶

をする。 

・飽きてしまうこともある。 

・絵本をぐちゃぐちゃにしたがる。 

・あまり興味、関心がなく、じっとして聴いてくれな

い。 

・きょうだいで選ぶ本が違い、けんかになることも

ある。 

・長すぎると、集中力が続かない時もある。 

・遊びに夢中になっていたり、絵本を取り上げたり

する。 

 

【 内容などについて 】 

・大型絵本や紙芝居が好き。 

・動物やキャラクターものは反応が早い。 

・物語や昔話が好き。 

・絵本の紙質が気に入り感触を楽しんでいる。 

 

【 能動的な反応 】 

・家族に読み聞かせをしてくれる。 

・母と交代で読みたがる。 

・自分で話を作って聞かせてくれる。 

・読み終わるともう一度一人で見て、物語を思い

起こしたり、ぬいぐるみに読み聞かせている。 

・好きな絵本は何度も読んで、次の内容を話した

りする。 

・気に入った場面、言葉になると、「喜ぶ」「笑う」

「真似をする」「質問して同意を求めてくる」「感想

を言う」「絵の違いを楽しむ」「細かい所に気づく」

「疑問を持つ」様子が見られる。 

・「読んで」といろいろ本を持ってくる。 

・本の内容についてたくさん話してくれる。 

・好きな場面は、何度も「読んで」と言う。 

・声を合わせて読んでいる。 

・お気に入りの本は、何度でも読みたがる。 

・歌がついている絵本は一緒に歌う。 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

【別表２】  Q1４ 読み聞かせをして「よかった」と思うこと 

【 コミュニケーションに関して 】 

・スキンシップがはかれる。 

・親子でゆっくり会話する時間ができた。 

・コミュニケーションがゆっくりとれる。 

・自分に読み聞かせをしてくれる姿が愛らしい。 

・母が本が好きなので一緒に読書ができる。 

・子どもと一緒に絵本の楽しさを味わえる。 

・子どもとの一体感が感じられる。 

・子どもと一緒に物語の世界に入り込めて楽しい。 

・手軽に触れ合うことができるようになった。 

・自分なりに表現して、きょうだいに読み聞かせてく

れる。 

・家族にお話をしてくれている時。 

・感想が聞ける。 

・絵本を読んでいるお母さんが好きと言ってくれた。 

【 心や情緒面に関して 】 

・想像力がついた。 

・感受性が高まった。 

・感情が豊かになった。 

・心が豊になった。 

・思いやりや、優しさの気持ちができた。 

・想像力、集中力、記憶力、表現力が高まる。 

・感情表現が豊かになった。 

・絵本を読むと落ち着く。 

・「ほっと」穏やかな気持ちになる。 

・情緒の安定が見られた。 

・いきものを大切にするようになった。 

・絵本の中の登場人物の気持ちになれる。 

・目を輝かせ、笑顔が絶えなくなった。 

・登場人物の気持ちがわかるようになった。 

【 生活などに関して 】 

・社会性が身についた。 

・約束事が理解できるようになった。 

・生活習慣の確立に役立った。 

・友だちへの関わり方を教えられる。 

・テレビを見なくなった。 

・就寝前の習慣ができ、寝つきがよくなった。 

・集中して、静かに話が聞けるようになった。 

【 子どもの成長に関して 】 

・生きる力がついた。 

・子どもの成長を実感できる。 

・話を聴く力がついたた。 

・話すことが上手になった。 

・疑問を、納得するまで聞くようになった。 

・お話を作れるようになった。 

・色々なことを覚えられるようになった。 

・字や数字を覚えた。 

・語彙が増えた。 

・知識が豊富になった。 

・脳の発達に役立っていると感じられる。 

・物語を描くことで表現できるようになった。 

・好きな絵本を持ってくるようになった。（何度でも）

・一人で読むようになった。（読もうとする） 

・絵本を大切にするようになった。 

・絵本探しができるようになった。 

・絵本の内容を理解しようと考えるようになった。 

・絵に興味を持ってくれるようになった。 

【 全般的な意見 】 

・絵本が好きな子どもになった。 

・絵本だけでなく図鑑なども好きになってくれた。 

・喜んでくれた。 

・面白かったと言ってくれた。 

・「嬉しそう」「楽しそう」に聴いてくれる。 

・「楽しそう」「嬉しそう」な表情を見たとき。 

・子どもの性格がわかる。 

・赤ちゃんの頃の絵本を覚えていてくれた。 

・子どもの興味を発見できる。 

・話の展開を楽しんでいる。 

・遊びの中での割合が多くなってきた。 

・車や新幹線、動物などに興味が出てきた。 

・色々なお話を知っている。 

・昔話の歌も一緒に楽しんでいる。 

・子どもの興味がわかる。 

・０歳でも声を出して喜んでくれる。 

・今は読んでいないので、読もうと思った。 

・時間や場所を問わずできる。 
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Q１８ 読書の頻度 

とてもよく読む よく読む わりとよく読む あまり読まない 読まない 無回答 

１７人 ２８人 ９８人 １３１人 ２１人 ７人 

【別表１】  Q１２ 読み聞かせ中のお子さんの反応 

【 態度などに関する反応 】 

・絵本が好きで最後まで聴く。 

・絵本を選ぶときから楽しそうにしている。 

・毎日の読み聞かせを楽しみにしている。 

・次の展開を笑顔で待っている。 

・熱心に、聴き入るようになってきた。 

・表情が目まぐるしく変わる。 

・お話を覚えている。 

・ブックトークを楽しめるようになった。 

・強弱・抑揚をつけて読むと喜ぶ。 

・初めての本は想像を膨らませている。 

・「嬉しそう」「楽しそう」「面白そう」「怖そう」に聴い

てくれている。 

・絵本や物語の世界に引き込まれ、心がついてき

ている。 

・読み終わるととても満足そうな表情をする。 

・わくわくして、目を輝かせながら聴いている。 

・自分も絵本を読んでいる気分になっている。 

・好きな本だけでなく他のジャンルの本もよく聴い

てくれる。 

・就寝前はいつも読んでいる。本が心地よさそう。

・読み終えると、「ありがとうございました」と挨拶

をする。 

・飽きてしまうこともある。 

・絵本をぐちゃぐちゃにしたがる。 

・あまり興味、関心がなく、じっとして聴いてくれな

い。 

・きょうだいで選ぶ本が違い、けんかになることも

ある。 

・長すぎると、集中力が続かない時もある。 

・遊びに夢中になっていたり、絵本を取り上げたり

する。 

 

【 内容などについて 】 

・大型絵本や紙芝居が好き。 

・動物やキャラクターものは反応が早い。 

・物語や昔話が好き。 

・絵本の紙質が気に入り感触を楽しんでいる。 

 

【 能動的な反応 】 

・家族に読み聞かせをしてくれる。 

・母と交代で読みたがる。 

・自分で話を作って聞かせてくれる。 

・読み終わるともう一度一人で見て、物語を思い

起こしたり、ぬいぐるみに読み聞かせている。 

・好きな絵本は何度も読んで、次の内容を話した

りする。 

・気に入った場面、言葉になると、「喜ぶ」「笑う」

「真似をする」「質問して同意を求めてくる」「感想

を言う」「絵の違いを楽しむ」「細かい所に気づく」

「疑問を持つ」様子が見られる。 

・「読んで」といろいろ本を持ってくる。 

・本の内容についてたくさん話してくれる。 

・好きな場面は、何度も「読んで」と言う。 

・声を合わせて読んでいる。 

・お気に入りの本は、何度でも読みたがる。 

・歌がついている絵本は一緒に歌う。 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

【別表２】  Q1４ 読み聞かせをして「よかった」と思うこと 

【 コミュニケーションに関して 】 

・スキンシップがはかれる。 

・親子でゆっくり会話する時間ができた。 

・コミュニケーションがゆっくりとれる。 

・自分に読み聞かせをしてくれる姿が愛らしい。 

・母が本が好きなので一緒に読書ができる。 

・子どもと一緒に絵本の楽しさを味わえる。 

・子どもとの一体感が感じられる。 

・子どもと一緒に物語の世界に入り込めて楽しい。 

・手軽に触れ合うことができるようになった。 

・自分なりに表現して、きょうだいに読み聞かせてく

れる。 

・家族にお話をしてくれている時。 

・感想が聞ける。 

・絵本を読んでいるお母さんが好きと言ってくれた。 

【 心や情緒面に関して 】 

・想像力がついた。 

・感受性が高まった。 

・感情が豊かになった。 

・心が豊になった。 

・思いやりや、優しさの気持ちができた。 

・想像力、集中力、記憶力、表現力が高まる。 

・感情表現が豊かになった。 

・絵本を読むと落ち着く。 

・「ほっと」穏やかな気持ちになる。 

・情緒の安定が見られた。 

・いきものを大切にするようになった。 

・絵本の中の登場人物の気持ちになれる。 

・目を輝かせ、笑顔が絶えなくなった。 

・登場人物の気持ちがわかるようになった。 

【 生活などに関して 】 

・社会性が身についた。 

・約束事が理解できるようになった。 

・生活習慣の確立に役立った。 

・友だちへの関わり方を教えられる。 

・テレビを見なくなった。 

・就寝前の習慣ができ、寝つきがよくなった。 

・集中して、静かに話が聞けるようになった。 

【 子どもの成長に関して 】 

・生きる力がついた。 

・子どもの成長を実感できる。 

・話を聴く力がついたた。 

・話すことが上手になった。 

・疑問を、納得するまで聞くようになった。 

・お話を作れるようになった。 

・色々なことを覚えられるようになった。 

・字や数字を覚えた。 

・語彙が増えた。 

・知識が豊富になった。 

・脳の発達に役立っていると感じられる。 

・物語を描くことで表現できるようになった。 

・好きな絵本を持ってくるようになった。（何度でも）

・一人で読むようになった。（読もうとする） 

・絵本を大切にするようになった。 

・絵本探しができるようになった。 

・絵本の内容を理解しようと考えるようになった。 

・絵に興味を持ってくれるようになった。 

【 全般的な意見 】 

・絵本が好きな子どもになった。 

・絵本だけでなく図鑑なども好きになってくれた。 

・喜んでくれた。 

・面白かったと言ってくれた。 

・「嬉しそう」「楽しそう」に聴いてくれる。 

・「楽しそう」「嬉しそう」な表情を見たとき。 

・子どもの性格がわかる。 

・赤ちゃんの頃の絵本を覚えていてくれた。 

・子どもの興味を発見できる。 

・話の展開を楽しんでいる。 

・遊びの中での割合が多くなってきた。 

・車や新幹線、動物などに興味が出てきた。 

・色々なお話を知っている。 

・昔話の歌も一緒に楽しんでいる。 

・子どもの興味がわかる。 

・０歳でも声を出して喜んでくれる。 

・今は読んでいないので、読もうと思った。 

・時間や場所を問わずできる。 
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【別表３】  Q1５ お子さんの好きな絵本 （  ）カッコ内は答えた人数 

あ あいつとともだち  お おとうさんはウルトラマン  （２人） 

  あかずきん （４人）   おならうた 

  あかちゃんおうさま   おねしょのせんせい 

  あっぷっぷ   おばけがいっぱい 

  あらしのよるに  （２人）   おばけなんてないさ 

  あわあわあわ   おばけのえんそく 

  あんぱんまんシリーズ （１３人）   おばけのてんぷら  （２人） 

い いいからいいから  （２人）   おばけのバーバパパシリーズ  （３人） 

  いたずらきかんしゃちゅうちゅう   おはなつんつん 

  いただきます  （２人）   おふろだいすき 

  いちご   おへそのあな 

  いっしょにあそぼシリーズ   おべんとうなあに 

  いつもいっしょに  （２人）   おまえうまそうだな  （５人） 

  いないいないばあ  （９人）   おむすびころりん  （３人） 

  いぬくんどこへいくのかな   おれはティラノザウルスだ  （２人） 

う うえきばちです    オレンジ色のディーゼルカー 

  うずらちゃんとひよこちゃんのかくれんぼ    

  うずらちゃんのかくれんぼ  か カーズ 

  うたこさん   かいけつゾロリシリーズ  （２人） 

  うたってるうたってる    かいじゅうたちのいるところ  （２人） 

  うちのかぞく    かえるくんにきをつけて 

  うめぼしくん    かえるのつなひき  （２人） 

  うらしまたろう    かおかおどんなかお 

  うんちっち    かぐやひめ  （３人） 

え えんそくばす    かさじぞう 

お おうちぴくにっく    がたんごとんがたんごとん  （３人） 

 おおきくなったら    かぶとむし 

 おおきなかぶ  （３人）    かぶとむしのぶんちゃん 

 おおみとしちひきのこやぎ  （５人）    かみさまからのおくりもの 

 おかあさんのぱんつ    からすのぱんやさん  （３人） 

 おさるのジョージパンケーキをつくる    かりかりさんのぼうしやさん 

 おさるはおさる  き きかんしゃ 

 おしいれのぼうけん  （２人）    きかんしゃトーマスシリーズ  （４人） 

 おじさんのかさ    きのこ 

 おしっこしょうぼうたい    きみがどんなにすきだかあててごらん 

 オズのまほうつかい    キャベツくん 

 おそばおばけ    きゅうしょくばんちょう 

 おたすけこびとシリーズ （２人）    ９９９ひきのきょうだい 

 おつきさまこんばんは  （６人）    きょうりゅうのほん 

 おっぱいいっぱいのんだこは  （２人）    ギョーザルくん 

 おでかけだいすき    きんぎょがにげた  （５人） 

 
 

 

く くだもの  し じいちゃんのよる 

  くっついた  （２人）    じごくのそうべい 

  くまのがっこうシリーズ  （３人）    しずくちゃん 

  くまのコールテンくん  （２人）    しましまぐるぐる 

  くまのこくまきち    じゃあじゃあびりびり 

  くまのニュートンあめのひだいすき    １１ぴきのねこシリーズ  （４人） 

  くまのぷーぷ    １４ひきのねずみシリーズ  （６人） 

  グリーンマントのピーマンマン （２人）    じゅげむじゅげむ 

  ぐりとぐらシリーズ  （１８人）    １０ぴきのかえるシリーズ  （３人） 

  くるま    しらゆきひめ  （４人） 

  くるまのほん    しろういうさぎとくろいうさぎ 

  くれよんくろすけ    しろくまちゃんのホットケーキ  （６人） 

  くれよんくん  （２人）    しんかんくん 

  くれよんのくろくん  （２人）    しんかんせん 

  くろくんとふしぎなともだち    シンデレラ  （７人） 

け げんきなマドレーヌ  す スイミー 

こ ごあいさつあそび    ずかん  （８人） 

  コイシテイルカ    すきときどききらい 

  こうじちゅう    すてきなさんにんぐみ  （２人） 

  こうじのくるま  せ せかいいちおいしいすいか 

  ごきげんななめのてんとうむし    せかいのはてってどこです 

  こぐまちゃんシリーズ  （２人）    せかい名作フアンタジー 

  こぐものいのり    せなけいこ絵本 

  こけこっこーさんところりんたまご    せんろはつづくまだつづく 

  こどもとかあさん  そ ぞうくんのさんぽ 

  こどものともシリーズ    ぞうのエルマー 

  こぶとりじいさん    そらまめくんシリーズ  （１１人） 

  ごみたろうの絵本   

 ごりらのぱんやさん  た ターニャちゃんのすかーと 

 ころちゃんはだんごむし    だいちゃんのちびねこ 

 こんがらがっちシリーズ  （２人）    たからじまのぼうけん 

  ごんたんのうんちっち    たこぼとみのむし 

  こんなときってなんていう    たこやきマントマン 

  こんにちはどうぶつたち    だじゃれ日本一周 

    たまごにいちゃんシリーズ 

さ さいがやさいにきいたとき    たまごのあかちゃん 

  さいれんかー    だるまさんがころんだ  （２人） 

  さるかにがっせん  （２人）    だるまさんシリーズ  （５人） 

  さんびきのこぶた  （９人）    だるまちゃんとてんぐちゃん  （２人） 

 さんびきのやぎのがらがらどん （７人）    たろうのおつかい 

 さんまいのおふだ   たんたんころり 
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【別表３】  Q1５ お子さんの好きな絵本 （  ）カッコ内は答えた人数 
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  さるかにがっせん  （２人）    だるまさんシリーズ  （５人） 

  さんびきのこぶた  （９人）    だるまちゃんとてんぐちゃん  （２人） 

 さんびきのやぎのがらがらどん （７人）    たろうのおつかい 
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ち ちいくまちゃんのけーきづくり  ね ねずみのでんしゃ  （２人） 

 ちいさなか   ねないこだれだ  （３人） 

  ちいさなたまねぎさん  （２人）    ねむねむねんころりん 

  ちいさなちいさなおかしのまち    ねんね 

  ちいちゃんシリーズ    ねんねねんね 

  ちがうもん  の のりもの 

  ちきゅうのこどもたちへ   ノンタンシリーズ  （６人） 

  チップとチョコのおるすばん   

  ちびくろさんぼ  は ばいばい 

  ちびごりらのちびちび    はじめてのおつかい  （２人） 

  ちゅーちゅー    はじめてのキャンプ 

  ちんころりん    バスがきました 

つ つるのおんがえし    はたらきもののトラックキング 

て てんごくのおとうちゃん    はなよめになったねこ 

  でんしゃ   はねちゃんのぴくにっく 

  でんしゃでいこう   パパはウルトラマン 

  てんとうむしのてんてんちゃん   はみはみとつんつん 

と どうぞのいす  （４人）   バムとケロシリーズ  （８人） 

  どうぶつ   はらぺこあおむし  （３２人） 

  としょかんねずみ   はらぺこぶぶのおべんとう 

  とってください   はるのゆきだるま 

  とってとって   バルボンさんのシリーズ 

  となりのせきのますだくん  （２人）   バルンくんシリーズ  （２人） 

  となりのトトロ  （２人）   ぱんつぱんくろう 

  とべないほたる  ひ ピーターパン 

  ともだちほしいなおおかみくん    ピーターラビット 

  ともだちやシリーズ    ぴっけ山のおならくらべ 

  とよたかずひこ絵本    ピノキオ  (２人) 

  どろんこどろんこ    １００かいだてのいえ  （１１人） 

  ふ プーさんとルーのおふろだいすき 

な 

  

  

  

なっとうぼうや    ぷくちゃんのねんねんぽっぽ 

ななばあさんのまじょすーぷ    ぶたのたね 

なやみのたね    ぶたやまさんたらぶたやまさん 

ならなしとり    ふねくんののたび 

に 

  

  

  

  

にこちゃんのママの手    ふみきりのかんたくん 

にほんむかしばなし  （４人）    ふゆのひのおくりもの 

ニモ  （２人）  へ ぺっぱくんのかくれんぼ 

にゃんこにんじゃおばけの巻    ペネロペシリーズ  （５人） 

にんぎょひめ  （４人）    ぺろぺろぺろ  （２人） 

ね 

  

ねぎぼうずのあさたろうシリーズ    ヘンゼルとグレーテル  （３人） 

ねずみさんのながいぱん    へんてこへんてこ 

 
 

 

ほ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ぼくがあかちゃんだったとき  も もりたろうさんのじどうしゃ  （２人） 

ぼくのいす   もりのかくれんぼう 

ぼくのおふろ   

ぼくのくつした  や やさしいあくま 

ぼくのバケツあながあいてる    やまんば 

ぼくバトカーにのったよ  ゆ ゆうびんうさぎとしろくまさんた 

ぼく仮面ライダーになる  （３人）    ゆめうりふくろう  （２人） 

ぽけっと   

ぼちぼちいこか  ら ラスチョのせつじょうしゃ 

ボノロン  り リサとガスパールシリーズ  （２人） 

ボベッツタウン    りっぱなうんち 

ほんとのおおきさどうぶつえん  れ れみーのおいしいレストラン 

    

ま 

  

  

  

  

  

  

まいごになったぞう  わ

  

  

わがはいはねこである 

マツラのおつかい  わたしのワンピース 

まてまてタクシー  わたしはあなたをあいしています 

まほうのえのぐ    

まほうの庭シリーズ  

まゆとおに  

まんげつのよるまでまちなさい  

まんじゅうこわい  

み 

  

  

  

みけがじゃまして  

ミッケ！シリーズ  （３人）  

ミッフィーシリーズ  （２人）  

みにくいあひるのこ  （２人）  

む 

  

  

  

むし  

むしのかお  

むしのほん  

６つのいろ  

め 

  

  

メイシーちゃんシリーズ  

めがねうさぎ  

めっきらもっきらどおんどおん  

も 

  

  

  

  

  

  

  

  

もうねんね  

もぐもぐのきしゃ  

もぐらばす  （２人）  

もこもこ  （２人）  

もちつきぺったん  

もったいないばあさんシリーズ  （３人）  

もみじのとんねる  

ももたろう  （１０人）  

ももんちゃんシリーズ  
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小学校・中学校アンケート資料 
                      （平成２４年８月調査：対象校１６校） 

 

 

Ｑ１ 学校図書館担当事務職員（学校司書）は週に何日勤務しているか。 

 いない 毎日 週４日 週３日 週２日 週１日 

学校数 ２ ０ ３ ３ ７ １ 

 

 

Ｑ２ 学校図書館担当事務職員（学校司書）が不在の時の図書館業務はどうしているか。 

 学校数 

図書館担当教員が業務を行っている ６ 

図書委員会が行っている ２ 

図書館担当教員と図書委員会が行っている ６ 

不在の時は閉館している ２ 

 

 

Ｑ３ 図書館を活用する授業の教育課程への位置づけはどうなっているか。（複数回答） 

 学校数 

国語科(全学年)に位置づけている １５ 

国語科（一部の学年）に位置づけている ０ 

社会科（全学年）に位置づけている ８ 

社会科（一部の学年）に位置づけている ２ 

理科（全学年）に位置づけている ３ 

理科（一部の学年）に位置づけている ３ 

総合的な学習（全学年）に位置づけている ５ 

総合的な学習（一部の学年）に位置づけている ３ 

特別活動（全学年）に位置づけている ２ 

特別活動（一部の学年）に位置づけている ０ 

その他教科などに位置づけている ６ 

 

 

Ｑ４ 学校図書館を活用した授業をどの程度行っているか。 

 学校数 

週に１回程度 ６ 

月に数回程度 ６ 

学期に数回程度 ３ 

年に数回程度 ０ 

行っていない １ 

 

 

  

 
 

 

わらべの館関係データ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■平成２３年度 図書貸出冊数（３月末まで） 

月 

わらべの館 

（本館） 

貸出冊数 

移動図書館 

貸出冊数 
合  計 

内団体 

貸出冊数 

4 月 3,896 928 4,824 729

5 月 3,760 1,684 5,444 1,353

6 月 4,091 1,757 5,848 1,831

7 月 3,925 1,030 4,955 783

8 月 3,991 330 4,321 408

9 月 3,213 1,710 4,923 1,854

10 月 3,610 1,771 5,381 1,447

11 月 3,790 1,673 5,463 1,476

12 月 3,211 1,585 4,796 1,294

1 月 3,593 1,685 5,278 1,911

2 月 3,528 1,672 5,200 1,424

3 月 3,985 300 4,285 456

合  計 44,593 16,125 60,718 14,966

■平成２３年度 購入受入れ冊数：１，２８３冊 

（児童書：７２５冊 一般書：５０２冊 ＹＡ：５６冊） 

寄贈受入れ冊数：２８８冊 

        廃棄・除籍冊数：１７８冊（図書資料） ３５０冊（雑誌など） 

        雑誌受入れタイトル：３５タイトル 
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小学校・中学校アンケート資料 
                      （平成２４年８月調査：対象校１６校） 

 

 

Ｑ１ 学校図書館担当事務職員（学校司書）は週に何日勤務しているか。 

 いない 毎日 週４日 週３日 週２日 週１日 

学校数 ２ ０ ３ ３ ７ １ 

 

 

Ｑ２ 学校図書館担当事務職員（学校司書）が不在の時の図書館業務はどうしているか。 

 学校数 

図書館担当教員が業務を行っている ６ 

図書委員会が行っている ２ 

図書館担当教員と図書委員会が行っている ６ 

不在の時は閉館している ２ 

 

 

Ｑ３ 図書館を活用する授業の教育課程への位置づけはどうなっているか。（複数回答） 

 学校数 

国語科(全学年)に位置づけている １５ 

国語科（一部の学年）に位置づけている ０ 

社会科（全学年）に位置づけている ８ 

社会科（一部の学年）に位置づけている ２ 

理科（全学年）に位置づけている ３ 

理科（一部の学年）に位置づけている ３ 

総合的な学習（全学年）に位置づけている ５ 

総合的な学習（一部の学年）に位置づけている ３ 

特別活動（全学年）に位置づけている ２ 

特別活動（一部の学年）に位置づけている ０ 

その他教科などに位置づけている ６ 

 

 

Ｑ４ 学校図書館を活用した授業をどの程度行っているか。 

 学校数 

週に１回程度 ６ 

月に数回程度 ６ 

学期に数回程度 ３ 

年に数回程度 ０ 

行っていない １ 

 

 

  

 
 

 

わらべの館関係データ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■平成２３年度 図書貸出冊数（３月末まで） 

月 

わらべの館 

（本館） 

貸出冊数 

移動図書館 

貸出冊数 
合  計 

内団体 

貸出冊数 

4 月 3,896 928 4,824 729

5 月 3,760 1,684 5,444 1,353

6 月 4,091 1,757 5,848 1,831

7 月 3,925 1,030 4,955 783

8 月 3,991 330 4,321 408

9 月 3,213 1,710 4,923 1,854

10 月 3,610 1,771 5,381 1,447

11 月 3,790 1,673 5,463 1,476

12 月 3,211 1,585 4,796 1,294

1 月 3,593 1,685 5,278 1,911

2 月 3,528 1,672 5,200 1,424

3 月 3,985 300 4,285 456

合  計 44,593 16,125 60,718 14,966

■平成２３年度 購入受入れ冊数：１，２８３冊 

（児童書：７２５冊 一般書：５０２冊 ＹＡ：５６冊） 

寄贈受入れ冊数：２８８冊 

        廃棄・除籍冊数：１７８冊（図書資料） ３５０冊（雑誌など） 

        雑誌受入れタイトル：３５タイトル 
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単位：円 単位：円

（司書）
専任 兼任

（司書）
非常勤・

臨時・委託
計 毎週 毎月

資料整
理期間

年末
年始 祝日等 蔵書冊数 うち開架 受入冊数 うち購入 登録者数 貸出数 図書館費 資料費 うち図書費

住民１人あた
りの図書費：
年間

住民１人あた
りの貸出冊
数：年間

1909.11.14 2,892.0 16.0 84,457
（常勤・専任）

平原　潤
(2)
3 2

(9)
12

(11)
17

292 火曜 末日 ○ ○
平　日 10：00～18：00
日・祝 10：00～17：00

1 223,790 133,739 8,777 8,403 99 98,542 48,372 530,970 34,614 61,609 171,334 2,062 有 有・児童 114,544 27,856 24,000

2005.3.1 62.0 0.5 -
（非常勤・兼務）

平原　潤 3 3
292 火曜 末日 ○ ○

祝日の
振替日

平　日 10：00～18：00
日・祝 10：00～17：00

1 15,965 10,484 1,983 1,953 20 7,506 本館に含む 本館に含む 本館に含む 7,203 18,277 67 有 なし 本館に含む 本館に含む 本館に含む

2005.3.1 42.6 0.5 -
（非常勤・兼務）

平原　潤
(1)
2

(1)
2

292 火曜 末日 ○ ○
祝日の
振替日

平　日 10：00～18：00
日・祝 10：00～17：00

0（兼） 10,544 9,229 1,023 985 17 3,001 本館に含む 本館に含む 本館に含む 4,071 5,212 58 有 なし 本館に含む 本館に含む 本館に含む

2005.3.1 435.0 2.0 -
（非常勤・兼務）

平原　潤
(1)
3

(1)
3

292 火曜 末日 ○ ○
祝日の
振替日

平　日 10：00～18：00
日・祝 10：00～17：00

1 29,358 24,268 2,532 2,459 18 6,598 本館に含む 本館に含む 本館に含む 12,451 10,877 101 有 有・児童 本館に含む 本館に含む 本館に含む

1996.5.1 813.0 2.0 -
（非常勤・兼務）

平原　潤
(1)
2

(1)
2

292 火曜 末日 ○ ○
祝日の
振替日

平　日 10：00～18：00
日・祝 10：00～17：00

0（兼） 48,775 36,964 2,369 2,304 32 4,998 本館に含む 本館に含む 本館に含む 17,689 7,136 82 有 有・児童 本館に含む 本館に含む 本館に含む

1925.4 194.0 5.0 23,740
（常勤・兼務）
渡邊　和幸 1

(1)
1

(1)
2

282 月曜 第３日曜 ○ 祝日
平　日 10：00～18：00
土・日 　9：00～17：00

無 32,082 32,082 2,989 1,130 24 7,983 5,322 21,993 1,193 1,464 8,533 10 有 有 2,680 601 300 12.6 1.0

1998.4.1 3,563.1 22.9 58,663
（常勤・専任）
中野　千代美

(5)
7

(12.9)
14.2

(17.9)
21.2

286
月曜
（祝日
を除く）

最終木曜 ○ ○
祝日の
振替日

平日 10：00～18：00
日曜 10：00～17：00

1 197,553 147,153 11,307 9,105 206 213,641 37,751 360,484 24,750 41,781 110,660 1,426 有 有 61,465 12,662 9,600

1993.6.21 197.0 1.0 -
（常勤・兼務）
中野　千代美

(2.5)
2.5

(2.5)
2.5

286
月曜
（祝日
を除く）

最終木曜 ○ ○
祝日の
振替日

平日 10：00～18：00
日曜 10：00～17：00

1 27,835 20,687 737 498 38 8,431 本館に含む 本館に含む 未実施 10,862 11,984 271 なし なし 本館に含む 本館に含む 本館に含む

2000.4.1 80.6 1.0 -
（常勤・兼務）
中野　千代美

(1)
1

(1)
1

182
土・日・

月 ○ ○ 祝日 10：00～17：00 無 10,436 10,436 471 321 6 4,812 本館に含む 本館に含む 未実施 3,438 3,396 268 なし なし 本館に含む 本館に含む 本館に含む

1978.5.16 360.0 5.0 31,487
（常勤・専任）
伊東　正勝 2

(2)
4

(2)
6

314 －
第３日曜
最終金曜 ○ ○ 祝日 9：00～18：00 無 55,203 55,203 2,068 2,068 35 13,944 4,499 63,867 565 15,546 17,882 272 無 有・児童 21,831 4,651 3,800

2005.10.1 190.0 1.5 -
（常勤・兼務）
伊東　正勝

(1)
1

(1)
1

314 －
第３日曜
最終金曜 ○ ○ 祝日 9：00～17：00 無 10,665 10,665 815 815 0 2,604 955 9,681 135 3,489 3,966 0 無 無 本館に含む 本館に含む 本館に含む

2010.4.1 45.0 0.5 -
（常勤・兼務）
伊東　正勝 1 1

275 -
第３日曜
最終金曜 ○ ○ 祝日 9：00～17：00 無 4,204 4,204 252 252 0 82 59 206 11 892 26 0 無 無 本館に含む 本館に含む 本館に含む

1922.6.10 1,353.2 15.0 124,549
（非常勤・専任）

中尾　薫
(1)
2

(9.1)
12.0

(10.1)
14

289 月曜 ○ ○
平　日　9：00～19：00
土・日　9：00～17：00

1 169,837 82,495 20,175 9,236 56 151,191 14,339 259,705 4,404 35,583 82,461 1,800 無
有

読み聞か
せ

32,186 15,960 15,000 120.4 2.1

1993.7 899.3 7.0 31,277
（常勤・専任）
舛永　和男 2

(10)
12

(10)
14

281 月曜 末日(平日） ○ ○
祝日

（平日） 10：00～18：00 1 171,900 137,574 9,027 7,105 81 38,650 13,763 192,847 6,543 54,716 72,720 20 有
有

児童・障害
者

16,718 3,967 3,000

1994.12 236.1 2.0 －
（常勤・兼務）
舛永　和男

(2)
2

(2)
2

283 月曜 末日(平日） ◯ ○
祝日

（平日） 10：00～18：00 兼用 本館に含む 本館に含む 本館に含む 本館に含む 24 8,516 本館に含む 本館に含む 4,228 － － 10 有 有・児童 2,359 2,359 1,975

1991.6.22 795.0 4.0 －
（常勤・兼務）
舛永　和男

(4)
4

(4)
4

281 月曜 末日(平日） ○ ○
祝日

（平日） 10：00～18：00 兼用 本館に含む 本館に含む 本館に含む 本館に含む 46 18,227 本館に含む 本館に含む 2,133 － － 7 有 有・児童 3,121 3,121 2,400

1992.7 329.6 3.0 －
（常勤・兼務）
舛永　和男

(3)
3

(3)
3

283 月曜 末日(平日） ○ ○
祝日

（平日） 10：00～18：00 兼用 本館に含む 本館に含む 本館に含む 本館に含む 23 18,757 本館に含む 本館に含む 2,309 － － 16 有 有・児童 2,791 2,791 2,400

1910.6.14 502.3 3.0 28,227
（常勤・専任）
工藤　智弘

(1)
1

(4)
4

(5)
5

260 月曜
第2・4・5

日曜
最終木曜

○ ○ 祝日 9：30～17：30 無 54,320 37,137 1,841 1,318 33 － 7,683 72,807 4,031 16,633 28,253 - 有 有・一般 12,709 2,740 2,740 97.1 2.7

1976.7.1 2,875.7 21.0 475,533
（非常勤・専任）

吉田　元
(4)
13

(4)
17

(8)
30

298 月曜 第１火曜 ○ ○
平日 9：00～21：00
日曜 9：00～17：00

無 452,417 324,202 18,694 17,606 133 655,729 208,630 872,011 783 134,370 324,656 12,836 有
有

児童・一般 87,918 32,280 30,000 63.1 1.8

1918.5.28 807.5 5.0 41,082
(非常勤・専任）

後藤　俊子 1
(4)
7

(4)
8

283 月曜 最終木曜 ○ 祝日
平日 9：30～18：00
日曜 9：30～17：00

無 75,268 52,353 4,523 2,394 45 26,541 13,722 82,652 7,640 22,140 36,754 36 有 有・児童 26,680 6,466 5,430

2005.1.1 126.7 2.0 -
(非常勤・兼務）

後藤　俊子
(1)
2

(1)
2

283 月曜 最終木曜 ○ 祝日
平日 9：30～18：00
日曜 9：30～17：00

無 41,107 37,588 1,490 1,081 19 3,583 本館に含む 11,508 1,539 1,946 5,015 0 有 有・児童 本館に含む 本館に含む 本館に含む

1996.7.30 2,458.0 15.0 19,581
（非常勤・専任）

木許　政春
(2)
3

(1)
7.7

(3)
10.7

270 月曜 最終木曜 ○ ○ 祝日
平日 10：00～18：00
日曜 10：00～17：00

1 141,068 69,112 4,197 4,194 75 18,575 15,668 57,585 4,451 39,301 15,068 - 有 有・児童 34,189 6,968 5,400 275.8 3.2

2000.4.29 1,136.9 10.0 34,477
（常勤・兼務）
岩坂　和芳 1

(6)
7

(6)
8

279 月曜 最終火曜 ○ ○ 祝日
平　日 10：00～18：00
土・日 10：00～17：00

無 95,003 67,792 5,061 4,140 41 128,627 16,259 116,112 7,630 24,791 51,672 32 有 有・児童 31,170 6,537 5,687

2007.10.3 75.0 1.0 －
（常勤・兼務）
古野　礼子 1

(1)
1

(1)
2

278 月曜 最終火曜 ○ ○ 祝日 9：00～17：00 無 12,124 10,542 1,872 1,370 4 5,642 248 16,603 3,691 4,125 6,845 0 有 なし 本館に含む 本館に含む 本館に含む

2007.10.3 129.6 2.0 －
（常勤・兼務）
後藤　幸治 1

(1)
2

(1)
3

279 月曜 最終火曜 ○ ○ 祝日
平　日 10：00～18：00
土・日 10：00～17：00

無 23,292 20,792 1,608 1,233 14 － 1,206 25,828 891 8,773 9,797 0 有 なし 本館に含む 本館に含む 本館に含む

1981.11.1 1,884.9 4.0 76,038
（常勤・専任）
武田　隆博

(9)
19

(9)
19

298 月曜 ○ ○
5～10月 9：00-20：00
11～4月 9：00-18：00
但し、土日祝 9：00-17：00

2 126,304 93,390 6,508 4,364 60 51,096 20,913 216,317 16,069 41,359 96,686 682
有

(図書室
支援）

有
（よみきか
せ紙芝居）

58,573 4,784 3,900 51.3 3.1

1909.3 562.2 － 23,951
（常勤・兼務）
甲斐　健三 2 1

(5)
5

(5)
8

287 月曜 第４金曜 ○
祝日

（平日） 10：00～18：00 無 80,259 54,314 15,626 2,603 52 40,213 3,746 59,223 5,224 2,883 28,896 0 有 有・児童 29,507 3,400 2,600 108.6 2.7

1981.4.1 768.8 6.0 38,999
（常勤・兼務）
渡邊　久洋

(2)
3 1

(4)
4

(6)
8

258 月曜 最終金曜 ○ ○ 祝日
平日 10：00～18：00
土日 10：00～17：00

有 66,828 66,828 3,970 3,764 47 35,905 5,956 78,825 10,222 24,704 47,815 1,204 有 有・児童 25,823 6,873 5,000

1984.6 80.0 2.0 -
（常勤・兼務）
渡邊　久洋 1

(2)
2

(2)
3

281 月曜 最終金曜 ○ ○ 祝日
平日 10：00～18：00
土日 10：00～17：00

無 15,767 15,767 732 546 21 7,903 857 12,129 2,691 6,241 6,475 9 有 有・児童 本館に含む 本館に含む 本館に含む

1916.4.1 1,534.0 15.0 70,192
（常勤・専任）

池永　晃
(3)
6

(2)
4

(5)
10

285 月曜 第４木曜 ○ ○ 祝日
火～土　10：00～19：00
日   曜　10：00～18：00

無 153,885 98,505 13,225 11,933 74 － 42,315 230,461 5,533 30,069 89,394 4,766 有
有

児童・書架整
理・修理・装備

31,148 10,456 9,000 128.2 3.4

1999.4.1 377.4 2.8 10,232
(常勤・兼務）
時松　新一 2

(2)
2

(2)
4

298 月曜 ○ ○ 祝日
平日 10：00～18：00
土日   9：00～17：00

無 33,684 27,989 2,748 1,942 33 11,700 912 29,039 892 6,084 6,779 381 有 有・児童 5,811 2,159 1,800 175.9 2.9

1902.3.13 11,141.8 160.0 1,191,488
（非常勤・専任）

小矢　文則
(10)
24

(25)
28

(35)
52

297
第1・3・5

月曜 ○ ○
平  日　 9：00～20：00
土・日　 9：00～17：00

無 1,104,529 590,447 26,827 23,461 1,316 588,726 206,063 1,079,435 94,627 148,114 372,258 22,288 有
有

児童・書架
整理・環境

272,408 46,909 38,550 32.4 1.0

(30)
69 12

(131.5)
190.4

(161.5)
271.4

3,484,002 2,281,941 173,447 128,583 2,692 2,181,723 669,238 4,400,288 246,799 782,327 1,650,827 48,704 873,631 203,540 172,582 144.8 3.9

1971 120.0 － 2,345
（常勤・兼務）
須賀　雄史 4 4 359 ○ 8：30～17：15 無 8,916 8,916 35 35 0 1,229 － 2,584 未実施 1,893 720 未実施 有 有 291 200 200 85.3 1.1

1984.4 530.0 7.0 17,276
（常勤・兼務）
河島　公司

(2)
3

1 3
(2)
7

292 月曜 第4火曜
（館内整理日） ○ ○ 9：00～17：00 1 64,514 16,896 1,579 1,285 34 8,222 5,154 45,648 15,070 37,061 34,236 未集計 有 有 2,883 1,976 1,760 101.9 3.5

県合計
(32)
72

17
(134.5)
193.4

(163.5)
282.4

3,557,432 2,307,753 175,061 129,903 2,726 2,191,174 674,392 4,448,520 261,869 821,281 1,685,783 48,704 876,805 205,716 174,542 146.5 4.0

5.0

2.7

6.7

6.6

2.4

6.7

2.5

姫島村中央公民館図書室

玖珠町わらべの館

県合計（姫島村・玖珠町を含む）

豊後大野市中央図書館

豊後大野市緒方図書館

日田市立淡窓図書館

九重町・図書館

大分県立図書館

公立図書館合計（県立含む）

竹田市立図書館

国東市国見図書館

国東市武蔵図書館

国東市安岐図書館

日出町立萬里図書館

大分市民図書館

臼杵市立図書館

（野津分館）

津久見市民図書館

由布市立図書館

由布市立図書館庄内分館

由布市立図書館湯布院分館

佐伯市立佐伯図書館

国東市くにさき図書館

中津市立本耶馬渓図書館

中津市立耶馬溪図書館

中津市立山国図書館

豊後高田市立図書館

宇佐市民図書館

宇佐市民図書館安心院分館

宇佐市民図書館院内分館

杵築市立図書館兼民俗資料館

杵築市立山香図書室

杵築市立大田図書室

別府市立図書館

中津市立三光図書館

雑誌・
新聞受
入種数

来館
者数

個人貸出 団体
貸出
冊数

年間
開館
日数

休館日

開館時間
移動図
書館車
の有無

蔵書冊数 受入図書冊数

中津市立小幡記念図書館

平成２４年度　　県 内 公 共 図 書 館 状 況 一 覧 ※数値等は２３年度実績　　職員のみ２４年４月１日現在 ※網掛けは分館等

図書館名
創設

年月日

延床
面積
（㎡）

収蔵
能力

（万冊）

奉仕
人口
23.10.1

館長名
（常勤・非常勤）

職員数
（非常勤、臨時は1500時間で１人） 参考

業務
数

学校
との

連携の
有無

ボランティ
アの受け
入れの有

無

24年度予算額　単位：千円児童書
蔵書
冊数

児童書貸
出冊数（団
体貸出は
含まない）

165.0

128.2

284.2

163.6

120.7

312.5

132.2

48 49



単位：円 単位：円

（司書）
専任 兼任

（司書）
非常勤・

臨時・委託
計 毎週 毎月

資料整
理期間

年末
年始 祝日等 蔵書冊数 うち開架 受入冊数 うち購入 登録者数 貸出数 図書館費 資料費 うち図書費

住民１人あた
りの図書費：
年間

住民１人あた
りの貸出冊
数：年間

1909.11.14 2,892.0 16.0 84,457
（常勤・専任）

平原　潤
(2)
3 2

(9)
12

(11)
17

292 火曜 末日 ○ ○
平　日 10：00～18：00
日・祝 10：00～17：00

1 223,790 133,739 8,777 8,403 99 98,542 48,372 530,970 34,614 61,609 171,334 2,062 有 有・児童 114,544 27,856 24,000

2005.3.1 62.0 0.5 -
（非常勤・兼務）

平原　潤 3 3
292 火曜 末日 ○ ○

祝日の
振替日

平　日 10：00～18：00
日・祝 10：00～17：00

1 15,965 10,484 1,983 1,953 20 7,506 本館に含む 本館に含む 本館に含む 7,203 18,277 67 有 なし 本館に含む 本館に含む 本館に含む

2005.3.1 42.6 0.5 -
（非常勤・兼務）

平原　潤
(1)
2

(1)
2

292 火曜 末日 ○ ○
祝日の
振替日

平　日 10：00～18：00
日・祝 10：00～17：00

0（兼） 10,544 9,229 1,023 985 17 3,001 本館に含む 本館に含む 本館に含む 4,071 5,212 58 有 なし 本館に含む 本館に含む 本館に含む

2005.3.1 435.0 2.0 -
（非常勤・兼務）

平原　潤
(1)
3

(1)
3

292 火曜 末日 ○ ○
祝日の
振替日

平　日 10：00～18：00
日・祝 10：00～17：00

1 29,358 24,268 2,532 2,459 18 6,598 本館に含む 本館に含む 本館に含む 12,451 10,877 101 有 有・児童 本館に含む 本館に含む 本館に含む

1996.5.1 813.0 2.0 -
（非常勤・兼務）

平原　潤
(1)
2

(1)
2

292 火曜 末日 ○ ○
祝日の
振替日

平　日 10：00～18：00
日・祝 10：00～17：00

0（兼） 48,775 36,964 2,369 2,304 32 4,998 本館に含む 本館に含む 本館に含む 17,689 7,136 82 有 有・児童 本館に含む 本館に含む 本館に含む

1925.4 194.0 5.0 23,740
（常勤・兼務）
渡邊　和幸 1

(1)
1

(1)
2

282 月曜 第３日曜 ○ 祝日
平　日 10：00～18：00
土・日 　9：00～17：00

無 32,082 32,082 2,989 1,130 24 7,983 5,322 21,993 1,193 1,464 8,533 10 有 有 2,680 601 300 12.6 1.0

1998.4.1 3,563.1 22.9 58,663
（常勤・専任）
中野　千代美

(5)
7

(12.9)
14.2

(17.9)
21.2

286
月曜
（祝日
を除く）

最終木曜 ○ ○
祝日の
振替日

平日 10：00～18：00
日曜 10：00～17：00

1 197,553 147,153 11,307 9,105 206 213,641 37,751 360,484 24,750 41,781 110,660 1,426 有 有 61,465 12,662 9,600

1993.6.21 197.0 1.0 -
（常勤・兼務）
中野　千代美

(2.5)
2.5

(2.5)
2.5

286
月曜
（祝日
を除く）

最終木曜 ○ ○
祝日の
振替日

平日 10：00～18：00
日曜 10：00～17：00

1 27,835 20,687 737 498 38 8,431 本館に含む 本館に含む 未実施 10,862 11,984 271 なし なし 本館に含む 本館に含む 本館に含む

2000.4.1 80.6 1.0 -
（常勤・兼務）
中野　千代美

(1)
1

(1)
1

182
土・日・

月 ○ ○ 祝日 10：00～17：00 無 10,436 10,436 471 321 6 4,812 本館に含む 本館に含む 未実施 3,438 3,396 268 なし なし 本館に含む 本館に含む 本館に含む

1978.5.16 360.0 5.0 31,487
（常勤・専任）
伊東　正勝 2

(2)
4

(2)
6

314 －
第３日曜
最終金曜 ○ ○ 祝日 9：00～18：00 無 55,203 55,203 2,068 2,068 35 13,944 4,499 63,867 565 15,546 17,882 272 無 有・児童 21,831 4,651 3,800

2005.10.1 190.0 1.5 -
（常勤・兼務）
伊東　正勝

(1)
1

(1)
1

314 －
第３日曜
最終金曜 ○ ○ 祝日 9：00～17：00 無 10,665 10,665 815 815 0 2,604 955 9,681 135 3,489 3,966 0 無 無 本館に含む 本館に含む 本館に含む

2010.4.1 45.0 0.5 -
（常勤・兼務）
伊東　正勝 1 1

275 -
第３日曜
最終金曜 ○ ○ 祝日 9：00～17：00 無 4,204 4,204 252 252 0 82 59 206 11 892 26 0 無 無 本館に含む 本館に含む 本館に含む

1922.6.10 1,353.2 15.0 124,549
（非常勤・専任）

中尾　薫
(1)
2

(9.1)
12.0

(10.1)
14

289 月曜 ○ ○
平　日　9：00～19：00
土・日　9：00～17：00

1 169,837 82,495 20,175 9,236 56 151,191 14,339 259,705 4,404 35,583 82,461 1,800 無
有

読み聞か
せ

32,186 15,960 15,000 120.4 2.1

1993.7 899.3 7.0 31,277
（常勤・専任）
舛永　和男 2

(10)
12

(10)
14

281 月曜 末日(平日） ○ ○
祝日

（平日） 10：00～18：00 1 171,900 137,574 9,027 7,105 81 38,650 13,763 192,847 6,543 54,716 72,720 20 有
有

児童・障害
者

16,718 3,967 3,000

1994.12 236.1 2.0 －
（常勤・兼務）
舛永　和男

(2)
2

(2)
2

283 月曜 末日(平日） ◯ ○
祝日

（平日） 10：00～18：00 兼用 本館に含む 本館に含む 本館に含む 本館に含む 24 8,516 本館に含む 本館に含む 4,228 － － 10 有 有・児童 2,359 2,359 1,975

1991.6.22 795.0 4.0 －
（常勤・兼務）
舛永　和男

(4)
4

(4)
4

281 月曜 末日(平日） ○ ○
祝日

（平日） 10：00～18：00 兼用 本館に含む 本館に含む 本館に含む 本館に含む 46 18,227 本館に含む 本館に含む 2,133 － － 7 有 有・児童 3,121 3,121 2,400

1992.7 329.6 3.0 －
（常勤・兼務）
舛永　和男

(3)
3

(3)
3

283 月曜 末日(平日） ○ ○
祝日

（平日） 10：00～18：00 兼用 本館に含む 本館に含む 本館に含む 本館に含む 23 18,757 本館に含む 本館に含む 2,309 － － 16 有 有・児童 2,791 2,791 2,400

1910.6.14 502.3 3.0 28,227
（常勤・専任）
工藤　智弘

(1)
1

(4)
4

(5)
5

260 月曜
第2・4・5

日曜
最終木曜

○ ○ 祝日 9：30～17：30 無 54,320 37,137 1,841 1,318 33 － 7,683 72,807 4,031 16,633 28,253 - 有 有・一般 12,709 2,740 2,740 97.1 2.7

1976.7.1 2,875.7 21.0 475,533
（非常勤・専任）

吉田　元
(4)
13

(4)
17

(8)
30

298 月曜 第１火曜 ○ ○
平日 9：00～21：00
日曜 9：00～17：00

無 452,417 324,202 18,694 17,606 133 655,729 208,630 872,011 783 134,370 324,656 12,836 有
有

児童・一般 87,918 32,280 30,000 63.1 1.8

1918.5.28 807.5 5.0 41,082
(非常勤・専任）

後藤　俊子 1
(4)
7

(4)
8

283 月曜 最終木曜 ○ 祝日
平日 9：30～18：00
日曜 9：30～17：00

無 75,268 52,353 4,523 2,394 45 26,541 13,722 82,652 7,640 22,140 36,754 36 有 有・児童 26,680 6,466 5,430

2005.1.1 126.7 2.0 -
(非常勤・兼務）

後藤　俊子
(1)
2

(1)
2

283 月曜 最終木曜 ○ 祝日
平日 9：30～18：00
日曜 9：30～17：00

無 41,107 37,588 1,490 1,081 19 3,583 本館に含む 11,508 1,539 1,946 5,015 0 有 有・児童 本館に含む 本館に含む 本館に含む

1996.7.30 2,458.0 15.0 19,581
（非常勤・専任）

木許　政春
(2)
3

(1)
7.7

(3)
10.7

270 月曜 最終木曜 ○ ○ 祝日
平日 10：00～18：00
日曜 10：00～17：00

1 141,068 69,112 4,197 4,194 75 18,575 15,668 57,585 4,451 39,301 15,068 - 有 有・児童 34,189 6,968 5,400 275.8 3.2

2000.4.29 1,136.9 10.0 34,477
（常勤・兼務）
岩坂　和芳 1

(6)
7

(6)
8

279 月曜 最終火曜 ○ ○ 祝日
平　日 10：00～18：00
土・日 10：00～17：00

無 95,003 67,792 5,061 4,140 41 128,627 16,259 116,112 7,630 24,791 51,672 32 有 有・児童 31,170 6,537 5,687

2007.10.3 75.0 1.0 －
（常勤・兼務）
古野　礼子 1

(1)
1

(1)
2

278 月曜 最終火曜 ○ ○ 祝日 9：00～17：00 無 12,124 10,542 1,872 1,370 4 5,642 248 16,603 3,691 4,125 6,845 0 有 なし 本館に含む 本館に含む 本館に含む

2007.10.3 129.6 2.0 －
（常勤・兼務）
後藤　幸治 1

(1)
2

(1)
3

279 月曜 最終火曜 ○ ○ 祝日
平　日 10：00～18：00
土・日 10：00～17：00

無 23,292 20,792 1,608 1,233 14 － 1,206 25,828 891 8,773 9,797 0 有 なし 本館に含む 本館に含む 本館に含む

1981.11.1 1,884.9 4.0 76,038
（常勤・専任）
武田　隆博

(9)
19

(9)
19

298 月曜 ○ ○
5～10月 9：00-20：00
11～4月 9：00-18：00
但し、土日祝 9：00-17：00

2 126,304 93,390 6,508 4,364 60 51,096 20,913 216,317 16,069 41,359 96,686 682
有

(図書室
支援）

有
（よみきか
せ紙芝居）

58,573 4,784 3,900 51.3 3.1

1909.3 562.2 － 23,951
（常勤・兼務）
甲斐　健三 2 1

(5)
5

(5)
8

287 月曜 第４金曜 ○
祝日

（平日） 10：00～18：00 無 80,259 54,314 15,626 2,603 52 40,213 3,746 59,223 5,224 2,883 28,896 0 有 有・児童 29,507 3,400 2,600 108.6 2.7

1981.4.1 768.8 6.0 38,999
（常勤・兼務）
渡邊　久洋

(2)
3 1

(4)
4

(6)
8

258 月曜 最終金曜 ○ ○ 祝日
平日 10：00～18：00
土日 10：00～17：00

有 66,828 66,828 3,970 3,764 47 35,905 5,956 78,825 10,222 24,704 47,815 1,204 有 有・児童 25,823 6,873 5,000

1984.6 80.0 2.0 -
（常勤・兼務）
渡邊　久洋 1

(2)
2

(2)
3

281 月曜 最終金曜 ○ ○ 祝日
平日 10：00～18：00
土日 10：00～17：00

無 15,767 15,767 732 546 21 7,903 857 12,129 2,691 6,241 6,475 9 有 有・児童 本館に含む 本館に含む 本館に含む

1916.4.1 1,534.0 15.0 70,192
（常勤・専任）

池永　晃
(3)
6

(2)
4

(5)
10

285 月曜 第４木曜 ○ ○ 祝日
火～土　10：00～19：00
日   曜　10：00～18：00

無 153,885 98,505 13,225 11,933 74 － 42,315 230,461 5,533 30,069 89,394 4,766 有
有

児童・書架整
理・修理・装備

31,148 10,456 9,000 128.2 3.4

1999.4.1 377.4 2.8 10,232
(常勤・兼務）
時松　新一 2

(2)
2

(2)
4

298 月曜 ○ ○ 祝日
平日 10：00～18：00
土日   9：00～17：00

無 33,684 27,989 2,748 1,942 33 11,700 912 29,039 892 6,084 6,779 381 有 有・児童 5,811 2,159 1,800 175.9 2.9

1902.3.13 11,141.8 160.0 1,191,488
（非常勤・専任）

小矢　文則
(10)
24

(25)
28

(35)
52

297
第1・3・5

月曜 ○ ○
平  日　 9：00～20：00
土・日　 9：00～17：00

無 1,104,529 590,447 26,827 23,461 1,316 588,726 206,063 1,079,435 94,627 148,114 372,258 22,288 有
有

児童・書架
整理・環境

272,408 46,909 38,550 32.4 1.0

(30)
69 12

(131.5)
190.4

(161.5)
271.4

3,484,002 2,281,941 173,447 128,583 2,692 2,181,723 669,238 4,400,288 246,799 782,327 1,650,827 48,704 873,631 203,540 172,582 144.8 3.9

1971 120.0 － 2,345
（常勤・兼務）
須賀　雄史 4 4 359 ○ 8：30～17：15 無 8,916 8,916 35 35 0 1,229 － 2,584 未実施 1,893 720 未実施 有 有 291 200 200 85.3 1.1

1984.4 530.0 7.0 17,276
（常勤・兼務）
河島　公司

(2)
3

1 3
(2)
7

292 月曜 第4火曜
（館内整理日） ○ ○ 9：00～17：00 1 64,514 16,896 1,579 1,285 34 8,222 5,154 45,648 15,070 37,061 34,236 未集計 有 有 2,883 1,976 1,760 101.9 3.5

県合計
(32)
72

17
(134.5)
193.4

(163.5)
282.4

3,557,432 2,307,753 175,061 129,903 2,726 2,191,174 674,392 4,448,520 261,869 821,281 1,685,783 48,704 876,805 205,716 174,542 146.5 4.0

5.0

2.7

6.7

6.6

2.4

6.7

2.5

姫島村中央公民館図書室

玖珠町わらべの館

県合計（姫島村・玖珠町を含む）

豊後大野市中央図書館

豊後大野市緒方図書館

日田市立淡窓図書館

九重町・図書館

大分県立図書館

公立図書館合計（県立含む）

竹田市立図書館

国東市国見図書館

国東市武蔵図書館

国東市安岐図書館

日出町立萬里図書館

大分市民図書館

臼杵市立図書館

（野津分館）

津久見市民図書館

由布市立図書館

由布市立図書館庄内分館

由布市立図書館湯布院分館

佐伯市立佐伯図書館

国東市くにさき図書館

中津市立本耶馬渓図書館

中津市立耶馬溪図書館

中津市立山国図書館

豊後高田市立図書館

宇佐市民図書館

宇佐市民図書館安心院分館

宇佐市民図書館院内分館

杵築市立図書館兼民俗資料館

杵築市立山香図書室

杵築市立大田図書室

別府市立図書館

中津市立三光図書館

雑誌・
新聞受
入種数

来館
者数

個人貸出 団体
貸出
冊数

年間
開館
日数

休館日

開館時間
移動図
書館車
の有無

蔵書冊数 受入図書冊数

中津市立小幡記念図書館

平成２４年度　　県 内 公 共 図 書 館 状 況 一 覧 ※数値等は２３年度実績　　職員のみ２４年４月１日現在 ※網掛けは分館等

図書館名
創設

年月日

延床
面積
（㎡）

収蔵
能力

（万冊）

奉仕
人口
23.10.1

館長名
（常勤・非常勤）

職員数
（非常勤、臨時は1500時間で１人） 参考

業務
数

学校
との

連携の
有無

ボランティ
アの受け
入れの有

無

24年度予算額　単位：千円児童書
蔵書
冊数

児童書貸
出冊数（団
体貸出は
含まない）

165.0

128.2

284.2

163.6

120.7

312.5

132.2

48 49



 
 

 

 

出典 総務省統計局刊行，総務省統計研修所編集「第 61 回日本統計年鑑」より 

 

 

大分県内読み聞かせグループ集計表 

市町村別グループの集計表（H23） （単位：グループ・⼈）県⽴図書館調べより 

市町村 

（Ａ） （Ｂ） 市町村合計 Ｈ22 

グループ 

総数 
ホームページ

掲載グループ 

その他 

非掲載 

（Ａ＋Ｂ）

グループ総数
総人数 

中津市 19 2 21 224 20

豊後高田市 16 3 19 164 21

宇佐市 29 2 31 293 30

姫島村 1 0 1 9 1

国東市 12 3 15 155 17

杵築市 10 2 12 99 12

日出町 5 1 6 68 6

別府市 15 4 19 332 19

大分市 68 16 84 2076 71

臼杵市 5 4 9 124 7

津久見市 5 1 6 58 6

由布市 6 4 10 121 7

佐伯市 26 5 31 292 23

豊後大野市 9 2 11 118 9

竹田市 4 8 12 83 9

日田市 13 1 14 158 13

玖珠町 4 1 5 45 2

九重町 5 1 6 37 6

合計 252 60 312 4456 279

※玖珠町の掲載グループ中平成２４年７月時点で読み聞かせの活動実態のあるグルー

プ：えほんの会はぴねす、語り部ひこわの会 
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子どもの読書活動の推進に関する法律 
平成１３年法律第１５４号（関係法令） 

（目的） 

第１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、並びに国及び地法

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２条 子ども（おおむね１８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３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４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５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６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７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。 

（子ども読書活動推進基本計画） 

第８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
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子どもの読書活動の推進に関する法律 
平成１３年法律第１５４号（関係法令） 
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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
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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９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10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、４月２３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11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。 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

○   衆議院文部科学委員会における附帯決議 

   政府は、本法施行に当たり、次の事項について配慮すべきである。 

一   本法は、子どもの自主的な読書活動が推進されるよう必要な施策を講じて環境を整備

していくものであり、行政が不当に干渉することのないようにすること。 

二   民意を反映し、子ども読書活動推進基本計画を速やかに策定し、子どもの読書活動の

推進に関する施策の確立とその具体化に努めること。 

三   子どもがあらゆる機会とあらゆる場所において、本と親しみ、本を楽しむことができ

る環境づくりのため、学校図書館、公共図書館等の整備充実に努めること。 

四   学校図書館、公共図書館等が図書を購入するに当たっては、その自主性を尊重するこ

と。 

五   子どもの健やかな成長に資する書籍等については、事業者がそれぞれの自主的判断に

基づき提供に努めるようにすること。 

六   国及び地方公共団体が実施する子ども読書の日の趣旨にふさわしい事業への子ども

の参加については、その自主性を尊重すること。 
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文字・活字文化振興法 

（平成十七年七月二十九日法律第九十一号） 

（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。  

（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。  
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文字・活字文化振興法 

（平成十七年七月二十九日法律第九十一号） 

（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。  

（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。  
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（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 

 

 

  

 
 

 

文字・活字文化振興法の施行に伴う施策の展開 

（2005 年4 月11 日に開催された活字文化議員連盟主催の『文字・活字文化振興法シンポジウム』で配布された文書） 

文字・活字文化振興法に基づき、政治・行政・民間は連携して、次の施策を推進する。 

〈１〉 地域における文字・活字文化の振興 

・ブックスター卜の普及による子育て支援 

・本の読み語り支援、読書アドバイザーの育成 

・移動図書館の普及・拡充 

・作文アドバイザー（著述業、作家等）のネットワーク化による作文活動の奨励 

・読書・絵本のまちづくり活動の支援、小規模書店の個性化・ブックフェア等の支援 

・教育機関の図書館の地域開放等支援 

・未設置市町村における公立図書館の計画的な設置 

・公立図書館設置基準の改革（自治体単位から人口比への改善） 

・公立図書館図書の学術・研究等専門書の整備・充実 

・公立図書館への専門的な職員・読書アドバイザーの配置の推進 

〈２〉 学校教育に関する施策 

・読書指導の充実、読書の時間の確保による「言葉力」の教育支援 

・教員養成課程への「図書館科」（仮称）または「読書科」（仮称）などの導入による教 

員の資質の向上 

・学校図書館図書標準の達成、学校図書館図書整備費の交付税措置の充実・予算化 

・小規模校（１２学級未満）への司書教諭の配置、学校図書館に関する業務を担当する 

職員配置の推進 

・司書教諭の担当授業の軽減・専任化などの推進 

・高校図書館の充実 

・盲・ろう・養護学校の読書環境の整備 

・新聞を使った教育活動の充実 

・読み書き活動の基盤である国語教育の充実・より豊かな日本語の教育支援 

・学校図書館支援センターによる学校間、公立図書館との連携・推進 

・ＩＴ化の推進による学校図書館・公立図書館と国際子ども図書館等のネットワーク化 

の推進 

〈３〉 出版活動への支援 

・文字・活字にかかわる著作物再販制度の維持 

・学術的価値を有する著作物の振興・普及 

・著作者及び出版者の権利保護の充実 

・翻訳機会の少ない国々の著作物の翻訳、日本語著作物の翻訳の振興・支援、それに必 

要な翻訳者の養成 

・世界各地で開催されるブックフェア等国際文化交流の支援 
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（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 

 

 

  

 
 

 

文字・活字文化振興法の施行に伴う施策の展開 

（2005 年4 月11 日に開催された活字文化議員連盟主催の『文字・活字文化振興法シンポジウム』で配布された文書） 

文字・活字文化振興法に基づき、政治・行政・民間は連携して、次の施策を推進する。 

〈１〉 地域における文字・活字文化の振興 

・ブックスター卜の普及による子育て支援 

・本の読み語り支援、読書アドバイザーの育成 

・移動図書館の普及・拡充 

・作文アドバイザー（著述業、作家等）のネットワーク化による作文活動の奨励 

・読書・絵本のまちづくり活動の支援、小規模書店の個性化・ブックフェア等の支援 

・教育機関の図書館の地域開放等支援 

・未設置市町村における公立図書館の計画的な設置 

・公立図書館設置基準の改革（自治体単位から人口比への改善） 

・公立図書館図書の学術・研究等専門書の整備・充実 

・公立図書館への専門的な職員・読書アドバイザーの配置の推進 

〈２〉 学校教育に関する施策 

・読書指導の充実、読書の時間の確保による「言葉力」の教育支援 

・教員養成課程への「図書館科」（仮称）または「読書科」（仮称）などの導入による教 

員の資質の向上 

・学校図書館図書標準の達成、学校図書館図書整備費の交付税措置の充実・予算化 

・小規模校（１２学級未満）への司書教諭の配置、学校図書館に関する業務を担当する 

職員配置の推進 

・司書教諭の担当授業の軽減・専任化などの推進 

・高校図書館の充実 

・盲・ろう・養護学校の読書環境の整備 

・新聞を使った教育活動の充実 

・読み書き活動の基盤である国語教育の充実・より豊かな日本語の教育支援 

・学校図書館支援センターによる学校間、公立図書館との連携・推進 

・ＩＴ化の推進による学校図書館・公立図書館と国際子ども図書館等のネットワーク化 

の推進 

〈３〉 出版活動への支援 

・文字・活字にかかわる著作物再販制度の維持 

・学術的価値を有する著作物の振興・普及 

・著作者及び出版者の権利保護の充実 

・翻訳機会の少ない国々の著作物の翻訳、日本語著作物の翻訳の振興・支援、それに必 

要な翻訳者の養成 

・世界各地で開催されるブックフェア等国際文化交流の支援 
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玖珠町子どもの読書活動推進計画検討委員会設置要綱 

（ 設 置 ） 

第１条 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１５

４号）及び「第２次大分県子どもの読書活動推進計画」（平成１６年２月策

定）の趣旨を踏まえ、「玖珠町子どもの読書活動推進計画検討委員会」（以

下検討委員会という）を設置する。 

（ 所掌事務 ） 

第２条 検討委員会は、子どもの読書活動を推進するため特に次の事について調査研

究し、「玖珠町子どもの読書活動推進計画（案）」を策定する。 

（１） 乳幼児期における読書活動の現状と課題。 

（２） 幼・小・中学校の読書活動に関する現状と課題。 

（３） 地域における読書活動の現状と課題。 

（４） 関係機関との連携。 

（５） 読書グループ及びボランティアサークルの現状と課題。 

（６） その他必要な事項 

 

（ 組 織 ） 

第３条 検討委員会の委員は、教育長が任命する１０名以内をもって構成し、必要に

応じて増やすことができる。 

２ 検討委員会に、委員長１名副委員長１名を置き、委員の互選により決定する。 

３ 委員長は検討委員会の会務を総括し、検討委員会を代表する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、また委員長がかけたと

きは、その職務を代行する。 

（ 会 議 ） 

第４条 検討委員会は委員長が招集し、委員長が議長となる。 

  ２ 検討委員会は、「玖珠町子どもの読書活動推進計画（案）」を策定するにあた

って、関係者の出席を求めて意見を聞くことができる。 

（ 事務局 ） 

第５条 検討委員会の事務局は、わらべの館に置く。 

（ その他 ） 

第６条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、委員

長が別に定める。 

 

附 則 この要綱は、平成２４年６月１日から施行し、平成 25 年 3 月 31 日をもって廃

止する。 

  

 
 

 

玖珠町子どもの読書活動推進計画検討委員会名簿 

 

No 職 名 氏  名 所  属 備 考 

１ 委員長 穴本 芳雄 教育総務課  

２ 副委員長 米田 伸一 学校教育課  

３ 委 員 河野 すゞ代 
小田小学校 

図書館教育協議会  

４ 〃 佐藤 貴司 学校教育課  

５ 〃 長尾 孝宏 社会教育課  

６ 〃 工藤 尚之 中央公民館  

７ 〃 佐藤 かおり 社会教育課  

８ 〃 北嶋 千文 学校教育課  

９ 〃 松木 里実 
福祉保健課 

子育て支援  

 事務局長 河島 公司 
社会教育課 

わらべの館 
 

 事務局員 吉野 弥也子 わらべの館  
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玖珠町子どもの読書活動推進計画検討委員会設置要綱 

（ 設 置 ） 

第１条 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１５

４号）及び「第２次大分県子どもの読書活動推進計画」（平成１６年２月策

定）の趣旨を踏まえ、「玖珠町子どもの読書活動推進計画検討委員会」（以

下検討委員会という）を設置する。 

（ 所掌事務 ） 

第２条 検討委員会は、子どもの読書活動を推進するため特に次の事について調査研

究し、「玖珠町子どもの読書活動推進計画（案）」を策定する。 

（１） 乳幼児期における読書活動の現状と課題。 

（２） 幼・小・中学校の読書活動に関する現状と課題。 

（３） 地域における読書活動の現状と課題。 

（４） 関係機関との連携。 

（５） 読書グループ及びボランティアサークルの現状と課題。 

（６） その他必要な事項 

 

（ 組 織 ） 

第３条 検討委員会の委員は、教育長が任命する１０名以内をもって構成し、必要に

応じて増やすことができる。 

２ 検討委員会に、委員長１名副委員長１名を置き、委員の互選により決定する。 

３ 委員長は検討委員会の会務を総括し、検討委員会を代表する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、また委員長がかけたと

きは、その職務を代行する。 

（ 会 議 ） 

第４条 検討委員会は委員長が招集し、委員長が議長となる。 

  ２ 検討委員会は、「玖珠町子どもの読書活動推進計画（案）」を策定するにあた

って、関係者の出席を求めて意見を聞くことができる。 

（ 事務局 ） 

第５条 検討委員会の事務局は、わらべの館に置く。 

（ その他 ） 

第６条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、委員

長が別に定める。 

 

附 則 この要綱は、平成２４年６月１日から施行し、平成 25 年 3 月 31 日をもって廃

止する。 

  

 
 

 

玖珠町子どもの読書活動推進計画検討委員会名簿 

 

No 職 名 氏  名 所  属 備 考 

１ 委員長 穴本 芳雄 教育総務課  

２ 副委員長 米田 伸一 学校教育課  

３ 委 員 河野 すゞ代 
小田小学校 

図書館教育協議会  

４ 〃 佐藤 貴司 学校教育課  

５ 〃 長尾 孝宏 社会教育課  

６ 〃 工藤 尚之 中央公民館  

７ 〃 佐藤 かおり 社会教育課  

８ 〃 北嶋 千文 学校教育課  

９ 〃 松木 里実 
福祉保健課 

子育て支援  

 事務局長 河島 公司 
社会教育課 

わらべの館 
 

 事務局員 吉野 弥也子 わらべの館  
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「玖珠町子どもの読書活動推進計画」策定までの流れ 

準備会関係 
５月１５日 教育委員会関係課による準備会開催  
５月１６日 教育委員会部局 課長係長会議で提案・協議  
５月２２日 定例教育委員会で「玖珠町子どもの読書活動推進計画検

討委員会設置要綱」及び検討委員名簿を承認 
 

玖珠町子どもの読書活動推進計画検討委員会関係 
６月 ７日 「玖珠町子どもの読書活動推進計画検討委員」に委嘱 

および辞令交付 
第 １回 玖珠町子どもの読書活動推進計画検討委員会 

 

６月１５日 第 ２回 玖珠町子どもの読書活動推進計画検討委員会  
６月２９日 第 ３回 玖珠町子どもの読書活動推進計画検討委員会  
７月１９日 第 ４回 玖珠町子どもの読書活動推進計画検討委員会  
８月 ８日 第 ５回 玖珠町子どもの読書活動推進計画検討委員会  
８月１７日 第 ６回 玖珠町子どもの読書活動推進計画検討委員会  
８月２９日 第 ７回 玖珠町子どもの読書活動推進計画検討委員会  
９月 ５日 第 ８回 玖珠町子どもの読書活動推進計画検討委員会  
９月１２日 第 ９回 玖珠町子どもの読書活動推進計画検討委員会  
９月１９日 第１０回 玖珠町子どもの読書活動推進計画検討委員会  
９月２６日 第１１回 玖珠町子どもの読書活動推進計画検討委員会  

１０月 ３日 第１２回 玖珠町子どもの読書活動推進計画検討委員会  
１０月２６日 第１３回 玖珠町子どもの読書活動推進計画検討委員会  
１１月 ８日 第１４回 玖珠町子どもの読書活動推進計画検討委員会  

研修会など 
６月１３日 第 １回 市町村子ども読書活動関係者研修会  
８月 ９日 第 ２回 市町村子ども読書活動関係者研修会  

１１月２７日 第 ３回 市町村子ども読書活動関係者研修会  
関係者との協議関係 

６月１４日 第 １回 社会教育委員会議で計画策定の報告  
９月２５日 ９月定例教育委員会で、中間報告  

１１月２０日 第 ２回 社会教育委員会議で計画策定報告  
１１月２６日 １１月 定例教育委員会で計画策定報告  

その他、関連事項 
７月１３日 町内幼稚園、保育園にアンケート配布  
７月３１日 福祉保健課担当者と乳幼児期に関して個別協議  

 ８月 １日 学校教育課担当者と幼稚園・保育園に関して個別協議  
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