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は じ め に 

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、想像力を豊か 

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出来な 

いものです。 

宜野座村では、村の将来を担う子どもの読書環境を計画的に整備していこう 

と「子どもの読書活動の推進に関する法律」により策定された国、県の計画を 

基に、子どもの読書に関わりのある幼・小・中学校、教育委員会及び役場健康 

福祉課、区の関係者等で審議し、本村の子どもの実情等を配慮した「宜野座村 

子どもの読書活動推進計画」を策定しました。 

この計画はおおむね 5 年間における宜野座村の子どもの読書活動に関する施 

策の方向性や取り組みを示しています。 

今、全国的に子どもの「読書離れ、活字離れ」が指摘されていますが、本村 

では、保育所（園）や幼稚園、小学校､中学校において保護者や地域のボランテ 

ィアによる読み聞かせの取り組みを行っています。また、地域と関わりの深い 

区公民館にも図書室が設置され、図書館活動が行われております。 

今後も、宜野座村のすべての子どもが読書の楽しさに気づき、自ら進んで本 

を読みたくなるような環境を家庭・地域・学校など、社会全体で作り上げてい 

くために、多くの村民と連携し、これからの宜野座村の将来を担う子ども達が 

～読書で笑顔あふれるがらまんっ子～に成長するよう、子どもの読書活動の推 

進に、より一層取り組んでまいります。 

平成２２年３月 

宜野座村教育委員会 

教育長 城 間 辰 雄
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宜野座村子どもの読書活動推進計画 

～ 読書で笑顔あふれるがらまんっ子 ～ 

第 1 章 計画策定の背景 

１ 読書活動の意義 

「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、 

想像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す。（「子どもの読書活動の推進に関する法律」第 2 条） 

読書は人間形成に大きな影響を与えるものであり、変化の激しい社会を主体 

的に生き、自己実現を図っていく上で極めて重要であるため、読書活動の推進 

にあたっては、子どもの発達段階を踏まえ推進することが大切です。 

宜野座村の子どもたちが、 それぞれの発達に応じ、 読書のきっかけや出会い、 

本を読む習慣を身に付け、 そして、 自主的に読書活動を行うことができるよう、 

家庭・地域・学校がそれぞれの役割を果たしながらお互いに連携し、積極的に 

その環境整備を推進することが必要です。 

本計画は家庭・地域・学校において子どもの読書活動の推進に関わる全ての 

人に未来を担う子ども達の豊かな成長を促すため、 「宜野座村子どもの読書活動 

推進計画 ～ 読書で笑顔あふれるがらまんっ子 ～」を策定します。 

２ 本村における読書活動の現状 

（１）家庭・地域 

今回この計画を策定するにあたり実施した「子どもの読書活動アンケー 

ト」によると、 「家庭における蔵書数」は 11 冊から 50 冊の絵本や児童書を 

持っているという家庭が 58.9％を占めています。 「読み聞かせ」については 
62.5％（週 2～3 回実施が 50.3％）の保護者が実施しており、施設において 

は全施設でほぼ毎日行われています。また保護者の 89.3％が「自分の子ど 

もは本が好き」と答えており子どもの「本好き」を認識しています。 

「お子さんのための文化センター図書館の利用頻度」についての問いに 

対し、月２～３回と答えた保護者が最も多く 33.0％で、また文化センター 

図書館以外利用している施設は 28.6％の保護者が区公民館図書室と回答し 

ています。 

（別添アンケート調査集計結果参照）
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（２）学校 

今回実施した「子どもの読書活動アンケート」によると、「あなたは本が 

すきですか」の問いに対し、「すき」と答えた児童生徒は小学校で 87.3％、 

中学校では 63.0％となっています。「あなたの家に子どもの本は何冊ありま 

すか」（雑誌、マンガは除く）の問いに対し、「１～１０冊」と答えた児童 

生徒は小学校で 42.2％、中学校では 48.3％、「１１～５０冊」と答えた児童 

生徒は小学校 37.3％、中学校では 20.6％となっています。また、「あなたは 

家で読書をしていますか」の問いに対し、 「している」と答えた児童生徒は 

小学校で 82.9％、中学校では 48.4％となっており、中学校の読書離れが明 

確に出ている結果となっています。読書の回数については、週 1～３回が最 

も多く小学校で 54.9％、中学校では 76.8％となっています。「どんな時にし 

ていますか」の問いに対しては、「時間があるとき」と答えた児童生徒が最 

も多く小学校で 76.8％、中学校では 75.2％となっています。していない理 

由として、「関心がない」「時間に余裕がない」となっており、読書離れの 

児童生徒への意欲付けの取り組みが必要となっています。 

「あなたが学校図書館以外でよく利用する施設は」 の問いに対しては、「文 

化センター図書館」 と答えた児童生徒が小学校で 40.5％、 中学校では 19.4％ 

「区公民館図書室」と答えた児童生徒が小学校で 33.1％、中学校では 4.5％ 

となっています。 

（別添アンケート調査集計結果参照）



4 

第 2 章 基本方針 

１ 計画策定の目的 

本計画は、「子どもの読書活動の推進に関する法律」に基づいて、本村の子ど 

もの読書活動推進の取り組みについて方向性を示したものです。 

子どもが読書の楽しさに気づき、自ら進んで本を読みたくなるような環境を 

家庭・地域・学校など社会全体で作り上げていくため、子どもの読書環境を総 

合的かつ計画的に整備・推進することを目的とします。 

２ 計画の方針 

（１）自主的な読書活動の推進 

子どもが自ら読書に親しみ、進んで読書習慣を身に付けられるよう、子 

どもの興味・関心を尊重しながら自主的な読書活動を推進します。 

（２）家庭・地域・学校を通じた読書活動の推進 

家庭・地域・学校等、それぞれが担うべき役割を理解し、連携・協力し 

合って社会全体で読書環境の体制を整備します。 

（３）読書に親しむ機会の提供と諸条件の整備・充実 

乳幼児期からの発達段階に応じて読書に親しめる環境づくりと、読書に 

関わる人材育成に努めます。 

（４）読書活動推進のための理解と関心の普及 

子どもを取り巻く大人を含めた社会全体で、 読書活動を推進する気運を高 

めるために、子どもの読書活動の意義や重要性について、広く村民の間に 

理解を深め、関心を高めるよう広報・啓発に努めます。 

３ 計画の期間 

本計画の期間は平成 22 年度から、おおむね 5 年間とします。
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第３章 計画の効果的な推進に向けて 

１ 関係施設の連携・協力 

学校、 文化センター図書館、 各区公民館図書室等の施設を有効に活用し、 

子ども達がいつでも本にふれあえる環境の整備に、地域全体で取り組むこ 

とが必要です。子どもたちの幅広い読書ニーズに応えるために関係施設が 

情報提供を図り、連携、協力を推進します。 

２ 職員研修とボランティアの養成及び活用 

図書館司書や学校司書に関わる職員の研修を積極的に行い、共通理解や 

資質の向上を図ります。また、地域人材の発掘と養成を目的に講座を開設 

する等、出来るだけ多くの村民が本計画に関われるようにしていきます。 

３ 村民への広報・啓発 

村民一人ひとりが読書活動に関して理解と関心を深め、その重要性を認 

識し、本計画を推進できるよう、「子ども読書の日／４月２３日」及び各読 

書週間（ 「村読書週間／１１月１日～１４日」 、「全国こどもの読書週間／４ 

月２３日～５月１２日」 、「全国読書週間／１０月２７日～１１月９日」）の 

趣旨にふさわしい事業を実施するとともに、保護者だけでなく子どもも含 

めた村民全体へ向けた啓発資料を作成配布し、情報提供を積極的に行いま 

す。また、図書館だよりや村内防災無線の放送を通して村民に呼びかけを 

行います。 

４ 財政上の措置 

村は、本計画に掲げられた各種施策を実施するため、必要な財政上の措置 

を講ずるよう努めます。
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第４章 子どもの読書活動を推進するための取り組み 

１ 家庭における子どもの読書活動推進 

（１）家庭の役割 

子どもの読書習慣は、家庭での親子の触れ合いや様々な体験、言葉か 

けなど、日常の生活を通して形成されていきます。読書が生活の中に位 

置づけられ継続して行われるよう、保護者が配慮・率先して子どもの読 

書活動の機会の充実及び習慣化に積極的な役割を果たしていくことが必 

要です。 

このため、家庭においては、図書が身近にある環境をつくり、読み聞 

かせをしたり、子どもと一緒に本を読んだり図書館に出向いたりするな 

ど、工夫して子どもが読書に親しむきっかけを作ることが大切です。ま 

た、定期的に読書の時間を設けるなどして子どもに読書の習慣付けを図 

ったり、読書を通じて子どもが感じたことや考えたことを話し合ったり 

するなど、読書に対する興味や関心を引き出すよう働きかけることが必 

要です。 

（２）現状と課題 

① テレビ、テレビゲーム、インターネット、携帯電話などの著しい普 

及は子ども達の生活環境を大きく変化させています。こうした生活環 

境や家庭環境の変化は子ども達が本に興味を持ち、本に親しむ機会を 

妨げる一因となっています。 

② 本村はスポーツの村づくりを推進しており、多くの子ども達がスポ 

ーツに親しんでいます。しかしその反面、練習等スポーツに関わる時 

間が多く、子ども達が家庭で読書活動をするのは、時間的にも体力的 

にも厳しいと思われます。 

③ 文化センター図書館や各区公民館図書室等では、親子で参加できる 

読み聞かせ会等が行われています。 

④ 子どもに読書習慣を身に付けさせるためには、大人が子どもの読書 

活動の意義や重要性について理解を深め、率先して読書に親しみ、家 

族ぐるみで読書する環境を作ることが必要です。 

（３）家庭での取り組み 

① 毎月第３日曜日の家庭の日に「家族読書」を行う取り組みが望まれ 

ます。



7 

② 乳幼児へ読み聞かせを行う取り組みが望まれます。 

③ 読み聞かせ会へ参加する取り組みが望まれます。 

④ 親子で文化センター図書館や各区公民館図書室等を利用する取り組 

みが望まれます。 

⑤ 学校等で行われている読み聞かせのボランティアへ参加する取り組 

みが望まれます。 

⑥ ノーテレビ・ノーゲームの日を作る取り組みが望まれます。（携帯・ 

インターネットを含む）
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２ 地域［１］文化センター図書館における子どもの読書活動推進 

（１）文化センター図書館の役割 

身近なところに読書のできる環境を整備していくことは大切です。文 

化センター図書館は、子どもが学校外で本と出会い自主的に読書活動を 

楽しむことのできる場所であり、地域における子どもの読書活動推進の 

中核的な役割を果たしています。 

（２）現状と課題 

① 子どもにとって自分の読みたい本を豊富な図書の中から自由に選び、 

読書の楽しさに触れることのできる身近な場所です。また、読書を通 

した学びの場であるとともに、静かにくつろいで過ごせる癒しの空間 

という面も持っています。保護者にとっては、子どもと読みたい本を 

選んだり、子どもの読書について気軽に相談したりすることのできる 

場所でもあります。 

② 村内保育所（園）の保育士や学校司書、村民ボランティアの協力を 

得て、毎週「読み聞かせ会」が行われています。また、定期的に「映 

写会」や「子どもに勧めたい本の展示」等も行なっています。 

③ 徒歩利用の子ども達に配慮し、各区公民館を利用した団体貸し出し 

の取り組みが必要です。 

④ 本務図書館司書が配置されていないため、早急な取り組みが求めら 

れます。 

⑤ 学校図書館とシステムの共有化を図り、図書資料の有効活用を図る 

ことが望まれます。 

（３）文化センター図書館での取り組み 

① 乳幼児に優しい図書館の施設整備と充実を図ります。 （ベビーカー、 

ベビーベッドの設置等） 

② 絵本コーナーの充実を図ります。 

③ 健康福祉課と連携し、ブックスタート事業に取り組みます。 

④ 読み聞かせ会の継続・充実に努めます。 

⑤ 図書館司書等が学校等での読み聞かせボランティアに参加する等、 

学校との連携に努めます。 

⑥ 図書館ボランティアの育成に努めます。 

⑦ 図書館事業の実施と充実に努めます。（4 月 23 日 「子ども読書の日」 、 
11 月 1 日～14 日「村読書週間」、生涯学習フェスティバル等） 

⑧ 家族でつくる読書の時間を、毎月第３日曜日の家庭の日に「家族読 

書の日」として設定し、推進していきます。
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⑨ 学校や幼稚園、保育所（園） 、区公民館への団体貸し出しを促進して 

いきます。 

⑩ 館内の利用案内やディスプレイの表示に努め、利用しやすい図書館 

作りに努めます。 

⑪ 本務図書館司書の配置を要請していきます。 

⑫ 様々なニーズに対応できるように図書館サービスを充実させるとと 

もに、県並びに他市町村図書館、学校図書館、各区公民館図書室との 

連携を図りながら、村全体の子どもの読書活動を推進していきます。 

⑬ 各区に図書室を設置し、担当職員を配置するよう要請していきます。
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３ 地域［２］各区公民館図書室における子どもの読書活動推進 

（１）各区公民館図書室の役割 

子どもたちにとって身近な公民館図書室は、本に出会い、親しむこと 

が出来る最適の場所です。また、老若男女、異年齢間のコミュニケーシ 

ョンがとれる場でもあり、その中で読書環境を育むことが出来ます。地 

域における子どもの読書活動推進を図る上で重要な役割を果たしていま 

す。 

（２）現状と課題 

① 三区（松田、惣慶、漢那）の公民館図書室では、文化センター図書 

館と同じように文庫をつくり、図書室担当職員を配置して地域の子ど 

もの読書活動推進を図っています。 

② 下校後の子ども達の保育、遊び、学習の場になっています。 

③ 走り回る、おしゃべりが多い等利用マナーの欠如が見られます。 

（３）各区公民館図書室での取り組み 

① 公民館図書室の内容充実を図り、子どもが身近なところで図書に触 

れる機会を増やす取り組みが望まれます。 

② 文化センター図書館と連携し団体貸し出しを実施し、地域で図書に 

親しめる環境を整える取り組みが望まれます。 

③ 文化センター図書館と連携し、読書に親しむ機会を身近なところで 

提供するボランティアを育成する取り組みが望まれます。 

④ 地域ぐるみで、子どもの読書活動に対する理解を深め、取り組むこ 

とが望まれます。
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４ 学校［１］保育所（園）や幼稚園における子どもの読書活動推進 

（１）保育所（園）や幼稚園の役割 

保育所（園）や幼稚園は、発達段階に応じて子どもが本に親しみ、本 

の良さを知り、読書への興味、関心を高めていく場です。保育所（園） 

や幼稚園では「絵本や物語などに親しみ、興味を持って聞き、想像する 

楽しさを味わう」という役割を担っています。 

（２）現状と課題 

① 保育所（園）や幼稚園では保育所保育指針及び幼稚園教育要領に基づ 

き、幼児が絵本や物語などに親しみ、興味を持って聞き、想像する楽し 

さを味わうよう、全施設で毎日読み聞かせを実施しています。 

② 絵本やお話しに親しめるように、 絵本の読み聞かせやお話し会等が行 

われています。 

③ 文化センター図書館で行われている読み聞かせ会に積極的に参加し、 

幼児一人ひとりが好きな絵本を借りるなどして、 園外活動も行っていま 

す。 

④ 教職員や保育士等が読書活動に対して理解を深め、 多様な取り組みを 

工夫することが必要です。また家庭や地域、読み聞かせボランティアと 

の一層の連携を図ることが求められます。 

（３）保育所（園）や幼稚園での取り組み 

① 職員への研修 

子どもの年齢や発達段階に応じた絵本の読み聞かせや紙芝居、エプ 

ロンシアター等に積極的に取り組むと共に、保育士や幼稚園教諭に対 

する研修を行い、子どもの読書活動に関して理解の促進を行います。 

② 異年齢との関わり 

異年齢の子どもとの関わりを通して、幼、小学生が保育所・幼稚園 

の幼児に読み聞かせを行うことで本と触れ合う機会が多様になるよう 

工夫します。 

③ 保護者等への普及 

乳幼児期において、子どもが絵本等の楽しさと出会い、豊かな人間形 

成の源となることから、読み聞かせの大切さや意義を保護者等に対して 

広く普及します。 

④ 読書環境の整備 

幼児の絵本等に対する興味・関心を高めるために図書の充実を図り、 

図書コーナーの設置や絵本の貸し出し等、園内の読書環境の整備を図り 

ます。
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⑤ 保護者との連携 

保護者や地域のボランティアによる読み聞かせ等の取り組みを進め 

ます。保護者に対して、家庭における読み聞かせ等の効用について理解 

を深めさせ、家庭における読み聞かせ等を充実します。 

⑥ 文化センター図書館との連携 

親子での利用を促し、家庭でのより豊かな読書活動ができるようにサ 

ポートしていきます。
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５ 学校［２］小学校や中学校における子どもの読書活動推進 

（１）小学校や中学校の役割 

学校は、発達段階に応じて子どもが本に親しみ、本の良さを知り、読書 

への興味、関心を高めていく場です。学校では様々な学習活動の中で、読 

書への啓発・推進を進めてきました。これは、子どもに読書習慣を身につ 

けさせるうえで、最も重要な役割を果たしているといえます。教職員全員 

が、読書活動の重要性を理解し、学校全体で取り組むことで、子どもが読 

書に親しむ態度を育み、読書習慣をより確かなものにしていきます。 

（２）現状と課題 

① 読書推進活動として「朝の一斉モジュールと読書」「読書月間」、「子 

どもの読書の日」等を設け、学校独自の読書活動を計画的に実施し、本 

に親しむ習慣を育成しています。また、読み聞かせボランティアの活用 

により、地域と学校が一体となって読書活動を推進しています。 

② 図書館主任及び、図書館司書を中心に学校全体で自校の実態に基づい 

て、年間読書計画を作成し、全教職員連携のもと読書活動の推進を図っ 

ています。 

③ 学校図書館の運営は、主に図書館司書を中心に行っており、貸し出し 

等の運営には図書委員の児童・生徒も参加し、その活用と充実を図って 

います。 

④ 小学校 87.3％、中学校 63.0％の子どもが「本が好き」との調査結果が 

示すように、一人当たり年間平均貸し出し冊数（平成 20 年度）は、小 

学校 122.2 冊、中学校で 24.5 冊となっており、県の数値目標（小学校 
70 冊、中学校 20 冊）を十分に達成しています。 

⑤ 今後の課題として、発達段階に応じて読書の質を高めるとともに、「読 

まない子、読めない子」等の支援が挙げられます。 

⑥ 障害のある児童・生徒の状態や特性、生活経験等を考慮した適切な図 

書を選定するとともに、読書活動の工夫・充実に努めます。 

（３）小学校や中学校での取り組み 

① 読書推進計画の作成と実施 

図書館主任及び図書館司書を中心に学校全体で、自校の実態に基づい 

て読書推進計画を作成し、教職員連携のもと読書活動の推進を図ります。 

② 学校図書館の運営 

学校司書を中心に全職員の協力のもとに行います。年間を通した図書 

館活動や委員会活動を計画的に行い児童生徒の健全な教養の育成に努め 

ます。
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③ 読書時間の確保と計画的な読書活動の実施 

「朝の読書」の時間、休憩時間、放課後等を利用し読書の時間を確保し 

ます。 

④ 読書指導の充実 

独自の読書活動を通して本に親しむ習慣を育て、さらに読書の意欲を 

高め、より深まりある生活ができるよう計画的な読書指導や利用指導を 

図ります。 

⑤ 読書行事等の実施 

一学期「図書館への誘い」、二学期「読書活動の充実・発展」、三学期 

「一年間の読書活動の反省」と、読書活動の柱をたて、学期ごとに読書 

講演会、読書行事等を実施し、さらなる読書活動の充実を図ります。 

⑥ 学習支援機能の整備 

児童生徒が、個々の課題に応じた調べ学習を効果的に進められるよう 

「学習情報センター」として、図書館資料やその他必要な資料を整備し 

ます。 

⑦ 職員研修 

図書館主任及び学校図書館司書の研修を積極的に行い、読書活動の共 

通理解や職員の資質向上を図ります。 

⑧ 読み聞かせボランティアの活用 

保護者や地域のボランティアを活用し、児童生徒の読書意欲を高める 

とともに地域との連携を図っていきます。 

⑨ 文化センター図書館や各区公民館図書室の利用 

文化センター図書館や各区公民館図書室と連携し、図書資料の充実を 

図ります。 

⑩ 読書感想文・感想画コンクールへの支援 

小学校や中学校の児童生徒を対象に行う読書感想文・感想画等、各種 

コンクールへの支援を図ります。
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【目的】 このアンケート調査は、本村の乳幼児をもつ家庭や乳幼児を預か 
る施設 （保育所［園］、幼稚園、各区公民館図書室） 、小・中学校 
における読書活動（読み聞かせ等）の状況及び文化センター図書 
館の利用等について、現状を把握するために行います。 

【実施期間】 平成２１年１０月２６日～平成２１年１１月１３日 

【調査対象】 
｛生徒｝ ●小学校 ３校（全生徒） 　 ●中学校 １校（全生徒） 

｛保護者｝ ●保育所〈園〉 ３園（全保護者） 　 ●幼稚園 ３園（全保護者） 
●小学校 ３校（全保護者） 

｛施　設｝ ●保育所〈園〉 ３園 　 ●幼稚園 ３園 　 ●小学校 ３校 
●中学校 １校 　 　　　●区公民館図書室 ３室 
●文化センター図書館 

■子どもの読書活動アンケート 
【生徒用】　［松田小・宜野座小・漢那小・宜野座中］　

Ｑ１．あなたは本が好きですか？ 

（小学生） 
ア．すき 304 
イ．いいえ 19 
ウ．わからない 25 

計 348 

（中学生） 
ア．すき 116 
イ．いいえ 44 
ウ．わからない 24 

計 184 

Ｑ２．あなたの家に子どもの本は何冊ありますか？（雑誌、マンガ本は除く） 

（小学生） 
ア．ない 31 
イ．１～１０冊 144 
ウ．１１～５０冊 127 
エ．５１～１００冊 26 
オ．１００冊以上 13 

計 341 

子どもの読書活動アンケート 
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（中学生） 
ア．ない 43 
イ．１～１０冊 85 
ウ．１１～５０冊 36 
エ．５１～１００冊 10 
オ．１００冊以上 2 

計 176 

Ｑ３．あなたは家で読書をしていますか？ 

（小学生） 
ア．している（月／冊数） 283
　■１～１０冊 162
　■１１～５０冊 110
　■５０～１００冊 11
　■１００冊以上 0 
イ．していない 58 

計 341 

（中学生） 
ア．している（月／冊数） 88
　■１～１０冊 72
　■１１～５０冊 12
　■５０～１００冊 3
　■１００冊以上 1 
イ．していない 94 

計 182 

Ｑ３－①．読書の回数を教えて下さい。 

（小学生） 
ア．毎日 120 
イ．週１～３回 176 
ウ．月１～３回 18 
エ．その他 1 

計 315 
［その他］ ・週５日（1） 

（中学生） 
ア．毎日 34 
イ．週１～３回 62 
ウ．月１～３回 17 
エ．その他 0 

計 113 
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Ｑ３－②．どんな時にしていますか？ 

（小学生） 
ア．寝る前 63 
イ．時間があるとき 245 
ウ．その他 11 

計 319 
［その他］ ・夕食（3）　　　

・帰宅後すぐ（2） 
・朝（2） 
・休日（1） 
・読まない（1） 

（中学生） 
ア．寝る前 17 
イ．時間があるとき 94 
ウ．その他 14 

計 125 
［その他］ ・読めと言われたとき（8） 

・トイレ（3） 

Ｑ３－③．していない理由 

（小学生） 
ア．時間に余裕がない 11 
イ．関心がない 31 
ウ．読みたい本がない 14 

8 

オ．その他 7 
計 71 

［その他］ ・いつも読んでいる（6） 
・長い本を借りている（1） 

（中学生） 
ア．時間に余裕がない 38 
イ．関心がない 32 
ウ．読みたい本がない 19 

6 

オ．その他 0 
計 95 
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Ｑ４．家族読書（同じ時間に家族で本を読むこと）をしていますか？ 

（小学生） 
ア．している 81 
イ．していない 267 

計 348 

（中学生） 
ア．している 0 
イ．していない 185 

計 185 

Ｑ５．あなたが学校図書館以外でよく利用する施設を教えて下さい。 

（小学生） 
ア．文化ｾﾝﾀｰ図書館 132 

108 

ウ．その他 29 
エ．なし 57 

計 326 
［その他］ ・本屋（6） 

・金武町立図書館（5） 
・他市町村（3） 
・学校 

（中学生） 
ア．文化ｾﾝﾀｰ図書館 26 

6 

ウ．その他 48 
エ．なし 54 

計 134 
［その他］ ・本屋（9） 

・友人（6） 
・名護市（1） 
・金武町（１） 

Ｑ６．あなたは家で読み聞かせをしてもらっていますか？（小学校のみ回答） 

（小学生） 
ア．はい 90 
イ．いいえ 243 

計 333 

イ．自治会図書室 
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■子どもの読書活動アンケート 
【保護者用】　［保育所（園）・幼稚園・小学校］ 

Ｑ１．家庭にある絵本や児童書の冊数を教えて下さい。 

ア．ない 2 
イ．１～１０冊 66 
ウ．１１～５０冊 169 
エ．５１～１００冊 38 
オ．１０１冊以上 12 

287 

Ｑ２．家庭で読み聞かせをしていますか？ 

ア．している 175 
イ．していない 105 

280 

Ｑ２－①．誰がしていますか？（複数回答可） 

ア．母親 171 
イ．父親 83 
ウ．祖父母 28 
エ．姉、兄 24 
オ．その他 2 

308 
［その他］ ・友人 

・本人が下の子に 

Ｑ２－②．読み聞かせの回数を教えて下さい。 

ア．毎日 26 
イ．週２～３回 93 
ウ．月２～３回 57 
エ．その他 9 

185 
［その他］ ・子どもが本に興味 

がありそうな時 
・３才までは毎日読んでいた 
・週５回 
・月１～２回 

計

計

計

計 

0.7% 

23.0% 

58.9% 

13.2% 
4.2% 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

ア．ない イ．１～１０冊 ウ．１１～５０冊 エ．５１～１００冊 オ．１０１冊以上 

62.5% 

37.5% 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

ア．している イ．していない 

55.5% 

26.9% 

9.1% 7.8% 
0.7% 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

ア．母親 イ．父親 ウ．祖父母 エ．姉、兄 オ．その他 

14.0% 

50.3% 

30.8% 

4.9% 
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20% 

40% 

60% 
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100% 

ア．毎日 イ．週２～３回 ウ．月２～３回 エ．その他 
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Ｑ２－③．どんな時にしていますか？（複数回答可） 

ア．寝る前 113 
イ．ねだられたとき 95 
ウ．時間のあるとき 104 
エ．その他 3 

315 
［その他］ ・雨の日 

・親子ケンカの後、
　仲直りのため 
・２０時頃 

Ｑ２－④．「していない」理由について教えて下さい。 

ア．時間に余裕がない 66 
イ．方法がわからない 0 
ウ．関心がない 8 
エ．適当な本がない 5 
オ．その他 25 

104 
［関心がない］ ・子どもが興味を示さ

　ない 
［その他］ ・本人が自分で見るのを好む 

・子どもが本を破いたりするので中断している 
・しようと思うが、つい忘れて 
・自分で読むため 
・高学年になったので読書するようになった 
・自分自身で読むため 
・幼稚園まで読んだ 
・高学年のため 

Ｑ３．家族読書（同じ時間に家族で本を読むこと）をしていますか。 

ア．している 40 
イ．していない 240 

280 

Ｑ４．お子さんのための文化センター図書館の利用頻度を教えて下さい。 

ア．週１回以上 14 
イ．月２～３回 96 
ウ．年１～２回 83 
エ．利用していない 98 

291 
［その他］ ・年に１０回 

・年に５～６回 

計 

計

計

計 
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14.3% 
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33.0% 28.5% 33.7% 
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ア．週１回以上 イ．月２～３回 ウ．年１～２回 エ．利用していない 
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ア．区公民館図書室 80 
イ．他市町村 19 
ウ．その他 9 
エ．利用していない 172 

280 
［他市町村］ ・名護市 

・金武町　
・うるま市石川図書館　
・じんぶん館（うるま市） 

［その他］ ・かんな保育園 
・母親の職場内図書室 
・児童センター 
・小学校図書館 
・学校 

Ｑ６．お子さんは本が好きですか。 

ア．はい 259 
イ．いいえ 12 
ウ．わからない 19 

290

　　　ましたか？ 

ア．はい 102 
イ．いいえ 184 

286 
［その他］ ・覚えていない 

・読み聞かせではなく、
　昔話を聞かせてもらった 

【絵本】 ■■■ ■■■ ■■■ ■■■ ■ ■■■ ■■■ ■■■ ■■■ 

『はらぺこあおむし』 著 エリック・カール 
『まあちゃんのながいかみ』　 著 たかど ほうさく　
『オオカミグーのはずかしいひみつ』 著 きむら ゆういち 
『こぐまのくまくん』 著 E・H・ミナリック　
『はねはねはねちゃん』　 著 なかがわ りえこ 
『ぶたのたね』　 著 佐々木 マキ 
『せみくん いよいよこんやです』　 著 工藤 ノリコ 
『ちょっとだけ』　 著 滝村　有子 
『三匹のかわいいおおかみ』　 著 ユージーン・トリビザス 

計 

計

計 

Ｑ８．児童書やあなたの愛読書等、他の人に勧めたい本がありましたら教えて下さい。 

Ｑ７．あなたのことについて教えて下さい。あなたは小さい頃、読み聞かせをしてもらい 

Ｑ５．お子さんのために文化センター図書館以外に利用されている施設を教えて下さい。 

28.6% 

6.8% 3.2% 

61.4% 

0% 

20% 
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60% 

80% 

100% 

ア．区公民館図書室 イ．他市町村 ウ．その他 エ．利用していない 

89.3% 
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ア．はい イ．いいえ ウ．わからない 

35.7% 

64.3% 
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80% 

100% 

ア．はい イ．いいえ 

21



『はじめてのおるすばん』　 著 しみず みちを 
『くれよんのくろくん』　 著 なかや みわ 
『パパ、お月さまとって』　 著 エリック・カール 
『火曜日のごちそうはヒキガエル』　 著 ラッセル・E・エリクソン 
『晴れときどきブタ』　 著 矢玉 四郎 
『明日ブタの日ブタ時間』　 著 矢玉 四郎 
『三びきのやぎのがらがらどん』 著 マーシャ・ブラウン 
『てぶくろ』　 著 あおき ひろえ 
『おにぎり』　 著 平山 英三 
『ひとりでうんちできるかな』　 著 きむら ゆういち 
『おおきいちいさい』　 著 メラニー・ウォルシュ 
『よるくま』　 著 酒井 駒子 
『とてもとてもあついひ』　 著 こいで たん 
『うしろにいるのだあれ』　 著 ふくだ としお 
『いのちのまつり』　 著 草場 一寿 
『ぼくんちのどうぶつえん』　 著 大島 妙子 
『ともだちほしなおおかみくん』　 著 さくら ともこ 
『だんごどっこいしょ』　 著 大川 悦生 
『音のない川』　 著 サラ・バーテルズ 
『ともだち』　 著 ヘルメ・ハイネ 
『と・も・だ・ち』　 著 ロブ・ルイス 
『サッチンのあかいくつ』　 著 さくらい ともか 
『ねずみのでんしゃ』　 著 山下 明生 
『ねこガム』　 著 きむら よしお 
『グリーントマトのピーマンマン』　 著 さくら ともこ 
『大きな木』　 著 シェル・シルヴァスタイン 
『おこだでませんように』　 著 くすのき しげのり 
『ともだちや』　 著 内田 麟太郎 
『はたらきもののあひるどん』　 著 マーティン・ワッデル 
『田中さんちのおひっこし』　 著 大島 妙子 
『きょうはなんのひ？』　 著 瀬田 貞二 
『ペンちゃんギンちゃん』　 著 宮西 達也 
『そらいろのたね』　 著 なかがわ りえこ 
『かようびのよる』　 著 デヴィット・ウィーズナー 
『かみさまの本』　 著 フローレンス・メアリ・フィッチ 
『もったいないばあさんと世界のことを考えよう』 著 真珠 まりこ 
『どうぞのいす』　 著 香山 美子 
『いいおかお』　 著 どい かや　、　いもと ようこ　
『ラブユーフォーエバー』　 著 ローバート・マンチ 
『おじいちゃんだいすき』　 著 ロブ・ルイス、Ｗ・ハラント 
『もこもこ』　 著 谷川 俊太郎 
『ぼくはあるいた、まっすぐあるいた』　 著 マーガッレット・ワイズ・ブラウン 
『はじめてのおつかい』　 著 筒井 頼子 
『十二支のはじまり』　 著 岩崎 京子 
『１００万回生きたねこ』　 著 佐野 洋子 
『ミッケ』　 著 ウォルター・ウィック 
『１１ぴきのねこ』　 著 馬場 のぼる 
『ちびくまのプレゼント』　 著 キャサリン・アリソン 
『愛をください』　 著 宮西 達也 
『わたし、ねむれないの』 著　カイ・ベックマン 
『おとうさんのえほん』 著　高畠 純作 
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『おでかけまえに』 
『おたんじょうび おめでとう』 
『やさしさごっこ』 

【児童文学】 ■■■ ■■■ ■■■ ■ ■■■ ■■■ ■■■ ■■■ 

『はてしない物語』 著 ミヒャエル・エンデ 
『モモ』 著 ミヒャエル・エンデ 
『小さい「っ」が消えた日』 著 ステファノ・フォン・ロー 
『マザー・テレサ』 著 リチャード・ラームス 
『赤毛のアン』 著　Ｌ・Ｍ・モンゴメリー 
『葉っぱのフレディー』 著 レオ・バスカーリア 
『ああ無情』 著　ビクトル・ユゴー 
『伝説の迷路』 著 香川 元太郞 
『なんやななちゃんなきべそしゅんちゃん』 著 灰谷 健次郎 
『母をたずねて三千里』 著　デ・アミーチス 
『偉人伝』 

【ヤング】　※ティーンエイジャー（主に１２歳～１９歳）向けの本 ■■■ ■■■ ■■■ 

『ハリーポッター』 著 Ｊ・Ｋ・ローリング 
『三国志』 著 横山 光輝 
『はだしのゲン』 著 中沢 啓治 
『いのちの本』 著 鈴木 康明 
『ちょっとだけ』 著 チャールズＭ・シュルツ 

【一般】 ■■■ ■■■ ■■■ ■■■ ■ ■■■ ■■■ ■■■ ■■■ 

『半落ち』 著 横山 秀夫 
『子育てハッピーアドバイス』 著 明橋 大二 
『忙しいパパのための子育てハッピーアドバイス』 著 明橋 大二 
『思春期にがんばってる子』 著 明橋 大二 
『子どもが育つ魔法の言葉』 著 ドロシー・ロー・ノルト 
『宜野座村の民話・伝説』 
『弱くてもいいのよ』 著 竹本 聖 
『ドロップ』 著 夏澄、陽未、品川 ヒロシ 
『おっとあぶない』 著 マンロー・リーフ 
『鳥になりたい』 著 宮田 薫夫 
『グッドラック』 著 アレックス・ロビラ 
『｢流転の王妃｣の昭和史』 著 愛新覚羅 浩 
『夢をかなえるゾウ』 著 山野 敬也 
『テンペスト』 著 池上 永一 
『学校休んで、一息ついて』 著 門野 晴子 
『走れ！Ｔ校バスケット部１～３』 著　松崎 洋 
『子どもを幸福にする愛 辛くする愛』 著 加藤 諦三　
『卒業』 著 重松 清 
『切羽へ』 著 井上 荒野 
『子どもへのまなざし』 著 佐々木 正美 
『話し方！こう変えればうまくいく』 著 ジョージ・ウォルサー 
『江原啓之のスピリチュアル子育て』 著 江原 啓之 
『わが家の母はビョーキです』 著 中村 ユキ 
『アメリカインディアンの教え』 著　加藤 締三 
『家族におけるとっておきの話』 
『７月だけのローリー』 
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『そうじ力』 

【シリーズ】 ■■■ ■■■ ■■■ ■ ■■■ ■■■ ■■■ ■■■ 

『こころのえほんシリーズ』 
『ねずみくんのチョッキシリーズ』 著 なかえ よしを 
『きょうりゅうシリーズ』 著 宮西 達也 
『ノンタンシリーズ』 著 キヨノ サチヨ 
『ぐりとぐらシリーズ』 著 なかがわ りえこ 
『おばけシリーズ』 著 せな けいこ 
『１４ひきのねずみ』シリーズ 著 いわむら かずお 

【著者・マンガ本】 ■■■ ■■■ ■■■ ■ ■■■ ■■■ ■■■ ■■■ 

宮部みゆきの本 
相田みつおの本 
角田光代の本 
天童荒太の本 
東野圭吾の本 
大型しかけ絵本 
『おーい竜馬』（マンガ） 
『もやしもん』（マンガ） 

【雑誌】 ■■■ ■■■ ■■■ ■■■ ■ ■■■ ■■■ ■■■ ■■■ 

『家の光』 
『ちゃぐりん』 

■ ご意見・ご要望等 ■ 

●子どもへの読み聞かせでお薦めの本が知りたい。 

●時間がある時よく利用させて頂いています。静かでとてもきれいでゆったりとした時間
　を過ごすことができます。絵本が多く子どもの読みたい、知的好奇心を膨らませてくれ
　ます。司書の方々のおすすめ本やアドバイス等があればもっともっと楽しく本に親しむ
　事が出来ると思います。 

●曲にあわせて手遊びのＤＶＤ等の貸出があればいいなと思います。とても興味がある
　ので。 

●土曜日もしくは日曜日がいいのですが、親子で参加できる絵本の読み聞かせの講演
　会をやって欲しい。 

●子どもが５人います。長女は幼い頃から読み聞かせを行うことで、とても本が好きに
　なってくれました。特に下の子には手をかけたようにもないのですが、お姉ちゃんが読
　み聞きかせをしてくれたり、一緒に絵本を読んでいたりと兄弟次々に本を読むようにな
　りました。３番目の子は親が知らない間に（３才の頃）落書きをして遊んでいると思った
　らひらがなを書いていてびっくりしました。今、下の子たちはまだ小さいのですが、１時
　間ぐらいは兄弟で本を読んでいたりします。特に教えているわけではありませんが、い
　つでも本が読める状態にはしています。一週間に一度くらいですが、８時頃までに１日
　の仕事を全部終えて皆で静かに本を読むこともあります。その時間が大好きで気に入
　っています。

　　Ｐ．Ｓ 絵本も好きですが、私自身は自分の為になるような本が好きです。何十年も 
研究、勉強をかさねた人の経験を１冊の本で知る事ができることはすご いと思いま 
す。 

●ＤＶＤやＣＤなどの貸出ししてほしい。数を増やしてほしい。手工芸などの本をもっと増
　やしてほしい。外国の図書（絵本、本）などを増やして欲しい。 
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●育児関係の本がもっともっとあればと思います。 

●保育園でも出来るだけ多くの本を揃えてほしいです。 

●このアンケートをきっかけに、今日にでも本を買ってきて、読み聞かせをしたい。 

●楽しく利用させていただいております、ありがとうございます。 

●いつも図書館の本のセレクトは好きですので、様々な意見のものをとり揃えて下され
　ばうれしいかぎりです。 

●他市町村、県外の図書館や国会図書館などと提携して沢山の本を読みたい人のた
　めに取りよせ、貸出可能なシステムを作ってほしい。 

●親子で絵本に出会える時間、勉強できる機会があればいいなと思います。大変かと
　思いますが、是非宜しくお願いします。 

●図書館は、自分の為に週１回は利用しているが、借りてきた本を破ったり壊したりしな
　いかこわくて、子どもの為に今は利用できない。 

●アンケートを答えているうちに毎日の時間をふりかえらされ、読み聞かせは大事と知
　りつつ出来ていない事に気づかされ、実行していこうと反省しました。意見や要望はな
　いけれど反省させられた事に感謝です。 

●図書館は静かにするところだからということもありつい足が遠くなってしまっています。
　上の子が３歳でつい戦隊物だけ読むことが多くなっていますが、親が借りに行って自
　分で読むことも出来るなあと感じたので実行してみます。 

●小さな子どもは、静かに本を読むことが出来ない場合もあるので、子ども同士話しし
　て絵本が読める所を設置してほしい。 

●自分で購入してこれから読み聞かせをしていきたい。読み聞かせが子どもの発育に
　とって良い事はＴＶや本などを見て知っている。 

●土日祝祭日等、開館日が増えとても利用しやすくなりうれしく思います。絵本などもっ
　とあればなと思います。子ども用の曲、ＣＤ等も貸出できればいいなと思います。 
●命の大切さ（命は宝）家族の大切さを３才未満の子どもにもわかりやすい絵本という
　のはございませんか？ 
●以前にインターネット関連、ＨＴＭＬ言語などＰＣに関する本を探すときに、探しにくい
　と感じました。料理関連の本を探すときも感じました。 

●経済や政治等に関して常に最新のものを置いてほしい。制度や状況は変わっている
　のに、サイクルが遅いし何年も前の本が多い。 

●私は現在週１回のペースで名護の図書館を利用している。子どもが小さい時は家族
　全員（５名）で図書館へ行き、お気に入りの本を見つけそれを家で読書するのが楽しみ
　でたまらなかった。子ども達にももっと本好きになってもらいたいがなかなか定着して
　いない。子どもの方から図書館へ行こうと言われるようにしたいのだが・・・。そういう私
　も小さい頃は読み聞かせられた記憶がない。でも小学校の頃、学校では熱心に読書
　の良さを伝えるため標語を作ったり工夫していた。宜野座の図書館も何回か利用した
　が、子どもが読む分にはいいが、大人が読む本が物足りない。中学校の頃読書クラ
　ブという部活があった。又、先生が朝の１０分間生徒に目をつぶらせＰＨＰの感動する
　話を読み聞かせてくれたのが印象的だった。今でもあの感動を覚えている。本との出
　会いはは素晴らしい人と出会うことと同じくらいステキなこと。そのことを子ども達にも
　伝えていきたいと思う。 

●駐車場・階段・エレベーター等設備的に文化センターは利用しずらい。松田区なので
　子どもだけでは行けないし、夏休み等自由研究や読書感想文とか本にふれあえるイ
　ベント（宿題題っていうと参加者増える）があれば、子供を参加させたい。その時に送
　迎バスが各区を回ってくれるとうれしい。 

●いつも図書館を利用させてもらいとても感謝しています。近年図書館内の工夫や改
　善が見られとても良いなと感じています。また様々なイベントも企画されていて助かり
　ます。ありがとうございます。要望ですが、赤ちゃんを連れて利用したいのですが、授
　乳室（オムツ替え）があると助かります。また、他市町村の図書館のようにCDやDVD
　の貸出ができると嬉しいです。 

25



●子どもの喜びそうな本の選び方などあれば知りたいです。 

●館内が騒がしい時にはきちんと対応して欲しいです。 

●英検、漢検、パソコン検定等 中学生向けの参考書はどうして置かないのでしょうか？
　理由があると思いますが、教えて欲しいです。今後置く予定はありますか？ 
●タッチパネル式の資料検索機は本が探しにくいです。天上からカラーパネル等を下
　げて、本の場所が一目でわかる様になるとありがたいです。さらに子ども達にもわか
　りやすく床にカラーテープで案内などは？　祝祭日の開館ありがたいです。お疲れ
　様です！！ 

●子どもには図書館で借りるように言っていますが、自分自身は好きな時に自分のペ
　ースで読みたいので、借りるより買って読む方が多いです。子どもは野球をしている
　ので、平日は本を読む時間がないのが現状です。マンガでもいいのでなるべく活字
　を読むようにさせていますが・・・。読書、わかってはいますがなかなか難しいですね。
　我が家はTVを消してみんなで本を読むように心がけています。また、私自身が本を
　読みたいのでうるさいＴＶの音を消すようにしています。 

●家族の絆、大切さ、人への思いやり、命の大切さを伝える絵本、小さい子にもわか
　る本はないでしょうか？　他市町村在住のいとこがいるため、他の市町村の子ども
　たちも気軽に入れる図書館にして欲しい。泣きながら入れなかったとよく戻ってきま
　す。字の書けない子は入れませんか？ 
●座るスペース、ビデオブースをもう少し増やして欲しい。検索機器で検索してもなか
　なか出てこない。自分で探すことがある。検索で出るポイントが広すぎて役立ってい
　るように感じない。いつもご苦労様です。有難うございます。 
●読書をする事は心を作る事に大きく影響すると思います。年齢に関係なく本を読む
　事は想像力を豊かにしたり、人格面や知識の向上をめざす上でも重要だと思って
　います。これからも親子共々たくさん本を読んでいきたいと思います。 

●本から学ぶ事は人生を豊かにします。自ら本を読みどんな本でも興味を示して欲
　しいと願っています。このアンケートを通し、自ら反省し真剣に子どもと本を読む習
　慣をつけたいと思いました。ありがとうございました。 
●専門誌（本）をもっと幅広くおいてくれたら嬉しいです。大変だと思いますがお願い
　します。 

●文化センターに２～３回行ったことはあります。本を借りたいと思うのですが、どの
　ようにしたら貸出来るのか知らないし声をかけづらい。 

●読み聞かせをして子ども達が喜ぶのは『紙芝居』です。図書館からたまに借りてき
　ますが、小さい子が興味津々でさわってきます。借用しているのでヒヤヒヤしながら
　読んでいます。 
●村の文化センターにもすばらしい図書館がありますが、まずは身近な漢那公民館
　から読書好きを育てていけたらいいですね。早く図書館が出来ることを心からお願
　いします。 

●今図書館で展示してある大浦湾の写真、とてもキレイでもっと目につく所に置いた
　らいいのにと思います。もったいない、いろんな人に見て欲しいです。時々子どもの
　習字やがらまん大賞も展示されるようになりましたが、中央公民館に飾るより気軽
　に見る事が出来て楽しい。いい事ですね。受賞した子どもの励みにもなると思いま
　す。 
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■子どもの読書活動アンケート 
【施設用】　［保育所（園）・幼稚園・小学校・中学校・区・文化セ図］ 

Ｑ１．あなたの施設にある絵本や児童書等、子どものための蔵書数を
　　　教えて下さい。　※辞書、マンガ本は含みません。 

松田保育園 宜野座保育所 かんな保育園 
約　　　　冊 300冊 800冊 736冊 

松田幼稚園 宜野座幼稚園 漢那幼稚園 
500冊 814冊 600冊 

松田小学校 宜野座小学校 漢那小学校 
7800冊 13000冊 11567冊 

宜野座中学校 
8994冊 

松田区図書室 惣慶区図書室 漢那区 
4100冊 8000冊 700冊 

文化セ図書館 
27000冊 

Ｑ２．絵本や児童書等の１年間の購入冊数と購入金額を教えて下さい。
　　　※平成２０年度実績。寄贈書はふくみません。 

松田保育園 宜野座保育所 かんな保育園 
約　　　　冊 　　　80冊 　　　60冊 　　　378冊 
購入金額　　　　円 　　　230,000円 　　　60,000円 　　　113,000円 

松田幼稚園 宜野座幼稚園 漢那幼稚園
　　　15冊 　　　63冊 　　　40冊
　　　30,000円 　　　70,187円 　　　35,000円 

松田小学校 宜野座小学校 漢那小学校
　　　555冊 　　　800冊 　　　593冊
　　　828,408円 　　　1,000,000円　　　924,940円 

宜野座中学校
　　　760冊
　　　1,027,186円 

松田区図書室 惣慶区図書室 漢那区
　　　240冊 　　　200冊 　　　10冊
　　　350,000円 　　　300,000円 　　　15,000円 

文化セ図書館
　　　379冊
　　　535,085円 
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Ｑ３．あなたの施設で読み聞かせをしていますか？ 

松田保育園 宜野座保育所 かんな保育園 
ア．している している している している 
イ．していない 

松田幼稚園 宜野座幼稚園 漢那幼稚園 
している している している 

松田小学校 宜野座小学校 漢那小学校 
している している している 

宜野座中学校 
している 

松田区図書室 惣慶区図書室 漢那区 
している している していない 

文化セ図書館 
している 

Ｑ３－①．それは誰がしていますか？（複数回答可） 

保育所（園） 幼稚園 小学校 
ア．職員 職員 職員 職員 
イ．ボランティア ボランティア ボランティア ボランティア 
ウ．その他 保護者 保護者 保護者 

６年生児童
　（宜幼） 

中学校 公民館図書室 文化セ図書館 
職員 職員 職員 
ボランティア 保護者 ボランティア 
保護者 子ども達同士 

Ｑ３－②．読み聞かせの回数を教えて下さい。 

松田保育園 宜野座保育所 かんな保育園 
ア．毎日 毎日 毎日 月に２～３回 
イ．週に２～３回 
ウ．月に２～３回 松田幼稚園 宜野座幼稚園 漢那幼稚園 
エ．その他 毎日 毎日 毎日 

松田小学校 宜野座小学校 漢那小学校 
その他（週１回） その他（週１回） 週に２～３回 

宜野座中学校 
週に２～３回 

松田区図書室 惣慶区図書室 文化セ図書館 
毎日 その他（年６回） その他（週１回） 
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Ｑ４．読書の推進のための事業を実施されていますか？（複数回答可） 

保育所（園） 幼稚園 小学校 
ア．読み聞かせ 読み聞かせ 読み聞かせ 読み聞かせ 
イ．紙芝居 紙芝居 紙芝居 紙芝居 
ウ．エプロンシアター エプロンシアターエプロンシアターペープサート 
エ．ペープサート ペープサート ペープサート 映写会 
オ．映写会 映写会（宜保） 映写会（宜幼） 読書週間 
カ．その他 絵本の貸出 小学校との連携 
キ．していない 　（かんな保） 　（漢幼） 

中学校 公民館図書室 
読み聞かせ 読み聞かせ 
映写会 紙芝居 
読書週間 映写会 
読書月間 便りの発行

　（松田区） 

Ｑ５．文化センター図書館と連携していますか？
　　　（団体貸し出し等の利用を含めて） 

ア．はい　（内容：　　　　） ○行事等や民話などの本の利用を行っ 
イ．いいえ 　ています。 

○行事に因んだ絵本や紙芝居。 
○絵本の読み聞かせ、絵本、紙芝居の
　借用。 
○月２回の貸出にでかけている 
○絵本の借り出し 
○団体貸出 
○本の借用 
○読み聞かせへの派遣 
○読み聞かせ 
○読み聞かせボランティア（図書委員） 
○欲しい資料を借りる 
○講演会等、講師の情報 

公民館図書室 ○司書研、講習会等への参加 

Ｑ６．今後どのような連携を希望しますか？ 

○文化センター図書館から行事、その他の本の紹介が
　保育園の方にあったらとても助かります。 
○エプロンシアター、ペープサート鑑賞 
○絵本の読み聞かせ 
○文化センター図書館職員の読み聞かせ。（絵本を借
　りに来た時、集合して読み聞かせを行ってもらい、そ　　
　の後絵本探しをする等） 
○絵本の紹介 
○文化センター職員による読み聞かせ。 
○資料の貸借　
○共同の研修 

保育所（園） 

幼稚園 

小学校 

中学校 

保育所（園） 

幼稚園 

小学校 
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○読み聞かせボランティアの交流。中学でもぜひ読み
　聞かせの時間を設置したい。　
○ペープサート、エプロンシアター等の実技、研修会を
　一緒にしたい。 
○月に１回でも、定期的に１回文化センター職員と学校
　司書で話し合い、もしくは資質の向上の研修会を持っ
　てもよいのでは？ 
○村、各区図書室の現状等、情報交換の場を学期毎に
　作ってほしい。 
○宜野座村のホームページで各図書室の蔵書検索が
　出来たら良いと思う。 
○入荷された本の情報提供。 

●ご意見やご要望等がありましたらお書き下さい。 

○絵本で読書力、言語力、創造力、色感など数多くの
　学習が出来るので保育所のいろんな集いで絵本を
　アピールしている。 
○老人達を巻き込んで読み聞かせはできないものか
　検討したい。 
○いつもお世話になっております。園での読み聞かせ
　で、保育園にはない絵本や紙芝居等、豊富にあるの 

で活用させて頂いています。ありがとうございます。 
○図書購入費（予算）が欲しい。 
○図書（絵本、紙芝居）を購入するための予算処置を
　して欲しいです。 
○資料や本の借用でお世話になっています。読み聞
　かせへの派遣も有り難う難うございます。 
○もっと予算が増えて本が揃えられたらいいですね。 
○職員は、図書館と劇場、両方の職務を兼ねている 

ので図書館のみに専念出来たらいいと思います。 
臨時の皆さんの待遇改善を強く希望します。

　（司書の専門職としての賃金はもらっているのでしょ
　か？） 
○Ｑ１の質問で（マンガ本は含まない）とありますが、
　マンガで書かれた歴史の本、科学の本、その他教科
　の本等もあり、冊数にカウントしていいのでは？と
　思いました。今回はマンガ本はカウントしていません。
　ていません。 
○文化センター図書館に司書（正職員）を配置して欲
　しい。 
○本に関する講演を今後もお願いします。 
○施設の完成に伴い、事務所を移転した為、別館の
　事務所横にある図書館の増設を予定しています。
　図書室の充実を図り、読み聞かせ等につなげてい
　きたい。 

公民館図書室 

保育所（園） 

幼稚園 

小学校 

中学校 

公民館図書室 

中学校 
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宜野座村子どもの読書活動推進計画策定委員会設置要綱 

（設置） 

第 1 条 本村における子どもの読書活動推進計画（以下「計画」という。）の策定を 

円滑にするため、宜野座村子どもの読書活動推進計画策定委員会（以下「委員会」 

という。）を設置する。 

（任務） 

第２条 委員会は、子どもの読書活動に関する調査及び研究を行い、推進計画を策定 

して教育長へ提出する。 

（組織） 

第 3 条 委員は、次の職にある職員をもって構成し、教育長が委嘱する。 

（１）社会教育課長 

（２）学校教育課指導主事 

（３）学校司書 

（４）保育士 

（５）幼稚園教諭 

（６）文化センター図書館司書 

（７）健康福祉課担当 

（８）関係行政及び機関の職員 

（９）その他、教育長が必要と認める者 

（委員長及び副委員長） 

第４条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長に社会教育課長、副委員長に学 

校教育指導主事をもって充てる。 

２ 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第 5 条 委員会は、委員長が招集し、主宰する。 

２ 会議において必要と認めたときは、委員以外に出席を求め、意見又は説明を求め 

ることができる。 
(部会) 
第 6 条 委員長が必要と認めたときは、委員会に部会をおくことができる。 

（１）部会に属する委員は、委員会の中から委員長が指名する。 

（２）部会に部会長を置き、委員長が指名する委員をもって充てる。 

（設置期間) 
第 7 条 委員会の設置期間は、設置の日から平成２２年３月３１日までとする。 

（庶務) 
第８条 委員会の庶務は、文化センター図書館内に置く。 

（その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営その他必要な事項は、委員長が 

別に定める。 

付 則 
この要綱は、公布の日から施行する。
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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１２月１２日 

法律 第１５４号 

（目的） 

第一条 この法律は、子どもの読書活動の推進に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公 

共団体の責務等を明らかにするとともに、子どもの読書活動の推進に関する必要な事項を定 

めることにより、子どもの読書活動の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もっ 

て子どもの健やかな成長に資することを目的とする。 

（基本理念） 

第二条 子ども（おおむね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 

を身につけていく上で欠くことのできないものであることにかんがみ、すべての子どもがあ 

らゆる機会とあらゆる場所において自主的に読書活動を行うことができるよう、積極的にそ 

のための環境の整備が推進されなければならない。 

（国の責務） 

第三条 国は、前条の基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、子どもの読書活動 

の推進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 

（地方公共団体の責務） 

第四条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の実情を踏 

まえ、子どもの読書活動の推進に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。 

（事業者の努力） 

第五条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、基本理念にのっとり、子どもの読書活 

動が推進されるよう、子どもの健やかな成長に資する書籍等の提供に努めるものとする。 

（保護者の役割） 

第六条 父母その他の保護者は、 子どもの読書活動の機会の充実及び読書活動の習慣化に積極 

的な役割を果たすものとする。 

（関係機関等との連携強化） 

第七条 国及び地方公共団体は、子どもの読書活動の推進に関する施策が円滑に実施されるよ 

う、学校、図書館その他の関係機関及び民間団体との連携の強化その他必要な体制の整備に 

努めるものとする。 

（子ども読書活動推進基本計画） 

第八条 政府は、子どもの読書活動の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、 

子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画（以下「子ども読書活動推進基本計画」とい 

う。）を策定しなければならない。 

２ 政府は、子ども読書活動推進基本計画を策定したときは、遅滞なく、これを国会に報告す 

るとともに、公表しなければならない。 

３ 前項の規定は、子ども読書活動推進基本計画の変更について準用する。 

（都道府県子ども読書活動推進計画等） 

第九条 都道府県は、子ども読書活動推進基本計画を基本とするとともに、当該都道府県おけ
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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推進計画）を基本とする 

とともに、当該市町村における子どもの読書活動の推進の状況等を踏まえ、当該市町村にお 

ける子どもの読書活動の推進に関する施策についての計画（以下「市町村子ども読書活動推 

進計画」という。）を策定するよう努めなければならない。 

３ 都道府県又は市町村は、都道府県子ども読書活動推進計画又は市町村子ども読書活動推進 

計画を策定したときは、これを公表しなければならない。 

４ 前項の規定は、都道府県子ども読書活動推進計画又は、市町村子ども読書活動推進計画の 

変更について準用する。 

（子ども読書の日） 

第十条 国民の間に広く子どもの読書活動についての関心と理解を深めるとともに、 子どもが 

積極的に読書活動を行う意欲を高めるため、子ども読書の日を設ける。 

２ 子ども読書の日は、四月二十三日とする。 

３ 国及び地方公共団体は、子ども読書の日の趣旨にふさわしい事業を実施するよう努めなけ 

ればならない。 

（財政上の措置等） 

第十一条 国及び地方公共団体は、子どもの読書活動の推進に関する施策を実施するため必要 

な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。 

附則 

この法律は、公布の日から施行する。 

子どもの読書活動の推進に関する法律案に対する附帯決議（衆議院） 

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。



（任期：設置から３月３１日まで） 

番号 分野代表 氏　　名 備　　考 

1 行政（教委） 照 屋 忠 利 社会教育課長 

2 行政（教委） 金 城 寛 哉 学校教育指導主事 

3 小学校図書館 松 田 昌 子 漢那小学校司書 

4 中学校図書館 安 富 祖 京 華 宜野座中学校司書 

5 保育所 屋 比 久 初 枝 村立保育所所長 

6 幼稚園 新 里 由 美 宜野座幼稚園教諭 

7 文化センター図書館 石 川 靖 文化センター図書館司書 

8 行政（村長部局） 野 辺 あ や の 健康福祉課保健師 

9 村ＰＴＡ連合会 金 武 哲 也 村ＰＴＡ連合会会長 

10 区公民館 島 田 久 美 子 松田区公民館司書 

社会教育課 金 城 弘 美 文化センター係長 

社会教育課 伊 芸 宏 夫 社会教育主事 

宜野座村子どもの読書活動推進計画書　　策定委員名簿 

事
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局 
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