
1　図書館における読書活動の取組

ア　読書活動の環境整備・充実 担当課
実施場所 連携先 実施回数 25年10月末現在 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ実績

・館内児童フロアの飾り付け 市内各図書館 通年 推進中 － 中央図書館

・児童図書の特集コーナーの設置 市内各図書館 通年 推進中 － 中央図書館

・障害のある子どもも利用しやすい読書環境の整備 市内各図書館 通年 推進中 － 中央図書館

・団体貸出制度の利用拡充 中央図書館 通年 推進中 － 中央図書館

・補助員が配置されている学校図書館への支援貸出 中央図書館 学校 通年 推進中 － 中央図書館

・子ども向けの参考図書，郷土資料の充実 市内各図書館 通年 推進中 － 中央図書館

・障害のある子どものためのさわる絵本，布絵本等の整備 市内各図書館 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 通年 推進中 連携 中央図書館

・運搬が困難な文庫に対する図書の配送 中央図書館 年２回 推進中 － 中央図書館

・児童図書の寄贈の積極的受入 市内各図書館 通年 推進中 － 中央図書館

・関連パンフレット等の収集・設置 市内各図書館 通年 推進中 － 中央図書館

イ　読書に親しむための機会の提供

実施事業名 事業内容 実施場所 連携先 実施回数 数値目標 24年度実績/当初目標 25年10月末現在 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ実績

市内各図書館 年３回 参加人数180人 参加人数183人/180人 ５９人 － 中央図書館

３回/３回 １回 中央図書館

市内各図書館 年１回 参加人数30人 参加人数3人/30人 ０人 － 中央図書館

１回/１回 ０回 中央図書館

市内各図書館 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 通年 参加人数6,000人 参加人数6,095人/6,000人 ３，５７４人 ６１２人 中央図書館

分室 ３６２回 中央図書館

・こどもの日おたのしみ会　　・夏のおたのしみ会 市内各図書館 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 通年 参加人数2,000人 参加人数1,632人/2,000人 ７９７人 ５７人 中央図書館

・冬のおたのしみ会　　・文化の日おたのしみ会 ２６回 中央図書館

・おはなし会　・こども映画会　ほか 中央図書館

　市内一斉絵本読み聞かせ会 市内各図書館 児童館 年１回 参加人数300人 参加人数250人/300人 ２０９人 ５４人 中央図書館

　「絵本の世界をたのしみましょう！」 各分室・児童館 １回 中央図書館

中央図書館 年３回 参加人数90人 参加人数71人/90人 ５３人 － 中央図書館

２回/３回 ２回 中央図書館

学校 学校 通年 ７校 参加人数延べ2,844人 推進中 － 中央図書館

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ ８校４８回/８校 中央図書館

市内各図書館 学校 年３回 参加人数20人 実施なし/20人 ０人 － 中央図書館

学校 ０回/３回 ０回 中央図書館

　図書館まつり 絵本の読み聞かせなど（子ども向け行事分） 中央図書館 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 年１回 参加人数800人 参加人数延べ547人/800人 ９９４人 ４９人 中央図書館

　旭川市子ども読書活動推進講演会（一般向け） 高山美香　講演会 中央図書館 年１回 参加人数120人 参加人数96人/120人 ８８人 － 中央図書館

　旭川市子ども読書活動推進講演会（児童向け） とよた　かずひこ　講演会 中央図書館 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 年１回 参加人数120人 24年度実施なし／120人 Ｈ２６．１実施予定 － 中央図書館

　まんが講座 子ども読書活動推進の一環として，まんが家を講師として招聘する。 中央図書館 年１回 参加人数 40人 24年度実施なし／ 40人 － － 中央図書館

子ども向けに絵本の読み聞かせ等の行事を定期的に行
う。

　障害のある子どものための絵本
                            読み聞かせ

平成25年度　旭川市子ども読書活動推進事業の取組（平成２５年１０月末現在）

推進中（9文庫へ配送）

推進中

推進中

具体的取り組み 24年度実績

推進中

推進中

推進中（55回1,091冊貸出）

推進中

推進中

推進中（地区館・分室に配布）

推進中

子どもを対象にしたテーマ別の体験講座　子ども向け体験講座

　旭川市図書館定例おたのしみ会

　子ども向け図書館行事

　学校での読み聞かせ

子ども読書の日に伴う事業として，読書ボランティアと
協同しながら絵本の読み聞かせ行事を行う。

学校での本の読み聞かせ

　人形劇 人形劇公演

常磐館にある中央図書館キッズルームで，子どもを対象
とした行事を行う。

　キッズルーム行事

障害のある子どもを対象とした絵本の読み聞かせ



平成25年度　旭川市子ども読書活動推進事業の取組（平成２５年１０月末現在）
実施事業名 事業内容 実施場所 連携先 実施回数 数値目標 24年度実績/当初目標 0 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ実績

年１回 参加人数120人 参加人数100人/120人 ２０４人 ２２人 中央図書館

１回 中央図書館

市内各図書館 年５回 参加人数100人 参加人数124人/100人 ５９人 － 中央図書館

５回/５回 １回 中央図書館

　学生のための絵本読み聞かせ講座 学生対象の絵本の読み聞かせ講座 中央図書館 学校,ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 年１講座 参加人数20人 参加人数16人/20人 １０人 ２人 中央図書館

子育て相談課 通年 案内組数250組 案内組数307組/250組 ２２４人 １６人 中央図書館

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 市内２会場 市内２会場/市内２会場 ２会場 中央図書館

中央図書館 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 年８回 参加人数200人 参加人数291人/100人 １４８人 ６２人 中央図書館

神楽図書館 （２会場） 16回/16回 １０回 中央図書館

　大人が楽しむおはなし会 大人を対象としたおはなし（ストーリーテリング） 中央図書館 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 年１回 参加人数20人 参加人数40人/20人 ２５人 １０人 中央図書館

市内各図書館 学校 通年 - 来館人数延べ1,840人 推進中 － 中央図書館

３７校　 中央図書館

　学校の職業体験の受入れ 図書館の職業体験の受入対応 市内各図書館 学校 通年 - 来館人数３７人　１７校 推進中 － 中央図書館

ウ　人材の育成と関係職員の資質の向上

実施事業名 事業内容 実施場所 連携先 実施回数 数値目標 24年度実績/当初目標 25年10月末現在 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ実績

中央図書館 年１講座 参加人数20人 修了人数10人/20人 ９人 － 中央図書館

(７～８月) 中央図書館

中央図書館 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 年１回 参加人数30人 参加人数49人/30人 Ｈ２６．３実施予定 中央図書館

中央図書館

中央図書館 年１回 参加人数20人 参加人数25人/20人 ２７人 － 中央図書館

１回/１回 １回 中央図書館

　布の絵本製作ボランティア研修会 布の絵本製作の研修 中央図書館 年１回 参加人数20人 参加人数11人/20人 １２人 － 中央図書館

中央図書館 学校 年１回 参加人数30人 参加人数56人/30人 ６４人 － 中央図書館

学校 ３回/１回 ３回 中央図書館

　保育士・幼稚園教諭の研修会 絵本に関するブックトークや情報交換 中央図書館 幼稚園・保育所 年１回 参加人数20人 12人/20人 Ｈ２６．３実施予定 － 中央図書館

　

エ　啓発活動と推進体制の整備

実施場所 連携先 実施回数 25年10月末現在 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ実績

・小学校新一年生への図書館利用カードの一斉交付 中央図書館 学校 年１回 推進中 － 中央図書館

・図書館の利用案内配布 市内各図書館 通年 推進中 － 中央図書館

・本だよりの作成・配布 市内各図書館 通年 推進中 － 中央図書館

・文庫マップの配布 市内各図書館 通年 推進中 － 中央図書館

・ブックリストの作成・配布 中央図書館 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 通年 推進中 連携 中央図書館

・こどもページ（ホームページ）の定期的更新 中央図書館 通年 推進中 － 中央図書館

・登録ボランティアの紹介・派遣 中央図書館 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 通年 推進中 連携 中央図書館

　子育て支援絵本講座 子どもを見守る大人のための絵本講座

大人を対象とした絵本の読み聞かせ

推進中

絵本の読み聞かせボランティア向けの絵本の紹介等

　子育て支援事業「えほんとだっこ」

推進中

図書館等で読み聞かせを行うボランティア人材の養成

子育て相談会場等において，絵本の読み聞かせや読書案
内を行う。

図書館の見学や調べ学習の受入対応

推進中（カード発行数 １,２９７件）

　絵本の読み聞かせボランティア養成講座

推進中

推進中

推進中

推進中（たのしい絵本のせかい改訂４版配布中）

24年度実績

　読書ボランティアステップアップ研修会

具体的取り組み

図書館等で既に活動している読書ボランティアのスキル
アップを目指した講座

絵本作家による講演会と絵本の読み聞かせ（協力事業）

　絵本の読み聞かせボランティア
　　　　　　　　　　　　　ブックトーク

　司書教諭・学校図書館者関係者研修会

　学校の総合的な学習等受入れ

中央図書館

子育て相談会場
等

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ

学校図書館関係者向けの図書館利用案内，ブックトーク
や情報交換，学校図書館クリニック

　大人のための絵本読み語り

　絵本フォーラム　いせひでこ　の世界



平成25年度　旭川市子ども読書活動推進事業の取組（平成２５年１０月末現在）
２　家庭・地域における読書活動の取組

ア　読書活動の環境整備・充実

実施場所 連携先 実施回数 25年10月末現在 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ実績

・図書コーナーの蔵書の充実

児童館・児童セ
ンター・地域子
育て支援セン
ター等

図書館 通年 推進中 － 子育て支援課

イ　読書に親しむための機会の提供

・　公民館

実施事業名 事業内容 実施場所 連携先 実施回数 数値目標 24年度実績/当初目標 25年10月末現在 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ実績

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 年１０回 参加人数２０人 参加人数延べ　３７０人/２００人 １３６人 － 公民館事業課

実施回数　　　１０回/１０回 ６回 公民館事業課

　子育てサロン 年１１回 参加人数３０人 参加人数延べ　２８２人/３３０人 ２５４人 － 公民館事業課

　※東旭川地区民生児童委員連絡協議会共催 実施回数　　　１１回/１１回　 ７回 公民館事業課

　子育ての集い 学校 月  回 参加人数　人 参加人数延べ　１３１人/-人 ６６人 － 公民館事業課

中央図書館 年７回 実施回数　　　６回/１２回 ３回 公民館事業課

　神楽子育てサロン 月１回 参加人数４８０人 参加人数延べ　６０１人/５６４人 ２８７人 － 公民館事業課

　※神楽地区民生児童委員連絡協議会共催 年１２回 実施回数　　　１２回/１１回 ７回 公民館事業課

　夏休み読書感想文の書き方教室 読書感想文の書き方・作文の基礎を学ぶ。 東光公民館 年１回 参加人数２０人 参加人数　　　１５人/２０人 １１人 － 公民館事業課

年４回 参加人数２４組 参加人数延べ　２０組/２４組 ９組 － 公民館事業課

実施回数　　　４回/４回 ２回 公民館事業課

　英語の絵本読み聞かせ 小学生に英語の絵本を読み聞かせを行う。 東光公民館 年１回 参加人数１５人 参加人数　　　８人/１５人 中止 － 公民館事業課

　子育てサロン 年１０回 参加人数３００人 参加人数延べ　２１６人/-人 １４４人 － 公民館事業課

　※朝日地区民生児童委員協議会共催 実施回数　　　１０回/１１回　 ６回 公民館事業課

年１２回 参加人数４４０人 参加人数延べ　３１６人/４４０人 ２２８人 － 公民館事業課

実施回数　　　１１回/１１回　 ７回 公民館事業課

春光台公民館 年１回 参加人数４０人 参加人数延べ　３６人/４０人 ３１人 － 公民館事業課

実施回数　　　１回/１回 １回 公民館事業課

年１回 参加人数６０人 参加人数延べ　１００人/６０人 ８０人 － 公民館事業課

実施回数　　　１回/１回 １回 公民館事業課

中央図書館 年２回 参加人数１０組 参加人数延べ　１９組/４５組 １７組 － 公民館事業課

実施回数　　　３回/３回 ２回 公民館事業課

　ほのぼの子育て教室 北門児童センター Ｈ２５年度 参加人数12組 参加人数延べ　８組/１２組 Ｈ２５年度 － 公民館事業課

　※北門児童センター共催 実施しない 実施回数　　　４回/４回 実施しない 公民館事業課

　子育てサロン 月１回 参加人数500人 参加人数延べ　４９６人/５００人 ２３２人 － 公民館事業課

　※永山第２地区社会福祉協議会，永山東地区民生児童委員共催 年１１回 実施回数　　　１１回/１１回 ６回 公民館事業課

・　児童館，児童センター

実施事業名 事業内容 実施場所 連携先 実施回数 数値目標 24年度実績/当初目標 25年10月末現在 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ実績

　ほっとタイム(コスモスさんと共催） 絵本・紙芝居読み聞かせ（児童・幼児とその保護者対象） 年9回 参加人数50人 参加人数　50人/ 50人 ４２人 － 子育て支援課（青少年）

　なかよしタイム 絵本・紙芝居読み聞かせ（幼児とその保護者対象） 週１回 参加人数300人 参加人数 292人/300人 ３６１人 － 子育て支援課（青少年）

　クリスマス会 一部，紙芝居，パネルシアターなど 12月（年1回） 参加人数30人 参加人数　20人/ 30人 Ｈ２５．１２実施予定 － 子育て支援課（青少年）

　節分会 一部，紙芝居，パネルシアターなど ２月（年１回） 参加人数30人 参加人数　24人/ 30人 Ｈ２６．　２実施予定 － 子育て支援課（青少年）

　ひなまつり会 一部，紙芝居，パネルシアターなど ３月（年1回） 参加人数30人 参加人数　24人/ 30人 Ｈ２６．　３実施予定 － 子育て支援課（青少年）

　エンゼルタイム 幼児とその保護者に対し，絵本等の読み聞かせの実施 週５回 参加人数5,000人
参加人数　2,087人（週２回）
/5,000人（週５回）

３，８６６人 － 子育て支援課（青少年）

　エンゼルタイム　クリスマス会 一部，紙芝居，パネルシアターなど 年１回 参加人数１００人 参加人数　－/100人 Ｈ２５．１２実施予定 － 子育て支援課（青少年）

　ぽけっとたいむ 体操，絵本の読み聞かせ等 春光住民児童ｾﾝﾀｰ 週２回 参加人数　700人 参加人数　－/700人 ８７６人 － 子育て支援課（青少年）

　いっしょにあそぼうね　 体操，絵本の読み聞かせやパネルシアターなど 週２回 参加人数2.800人 参加人数　2,862人/2.800人 ２，１９６人 － 子育て支援課（青少年）

　なかよしフェスティバル 体操，絵本の読み聞かせなど ほっとほたる他 2月（年1回） 参加人数　200人 参加人数　207人/200人 Ｈ２６．　２実施予定 － 子育て支援課（青少年）

　お話タイム 紙芝居，絵本の読み聞かせ 年２回 参加人数20人 参加人数　26人/20人 ９人 － 子育て支援課（青少年）

　ちびっこランド→なかよしひろばに変更 一部，紙芝居，絵本の読み聞かせ 週２回 参加人数2,000人 参加人数　2,325人/2,000人 １，８９１人 － 子育て支援課（青少年）

絵本の読み聞かせ

　おはなし会　※「あかいふうせん」共催

　体験活動in江丹別

自由保育の中で，絵本の読み聞かせも行う。

新旭川公民館

絵本の読み聞かせ，パネルシアター，紙芝居　など

東光児童ｾﾝﾀｰ

東旭川公民館

北星公民館

末広公民館

北門児童ｾﾝﾀｰ

永山児童ｾﾝﾀｰ

パネルシアターと絵本の読み聞かせ

自由保育の中で，絵本の読み聞かせも行う。

永山公民館

中央公民館

神楽公民館

乳幼児と保護者を対象にした講座の一部に，絵本の読み
聞かせを取り入れる。

絵本の読み聞かせ，食育に関する講座，紙粘土遊び，リ
ズム体操

具体的取り組み 24年度実績

推進中

自由保育の中で，絵本の読み聞かせも行う。

　親子やんちゃ塾
未就学具児と保護者を対象に，ものづくり，各種遊びや
ゲームを行うなかで絵本の読み聞かせも行う。

　子育てふれあい教室

北星児童館

異年齢の子どもの１泊２日体験研修の中で絵本の読み聞
かせを行う。

江丹別若者セン
ター

　ザ・怪談 ８ 絵本の読み聞かせ，怪談ばなし，お化け体操 春光台公民館

　子育て講座（２事業、４回） 東光公民館

自由保育の中で，絵本の読み聞かせも行う。 中央公民館



平成25年度　旭川市子ども読書活動推進事業の取組（平成２５年１０月末現在）
実施事業名 事業内容 実施場所 連携先 実施回数 数値目標 24年度実績/当初目標 １４４人 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ実績

　親コッコたいむ 一部　絵本，紙芝居読み聞かせ，パネルシアターなど 週２回 参加人数2700人 (Ｈ25年度実施予定なし） － － 子育て支援課（青少年）

　英語であそぼう 一部　絵本，紙芝居読み聞かせなど 年度中数回 参加人数 200人 参加人数　　　－/   200人 未定 － 子育て支援課（青少年）

　クリスマス会 一部　ペープサートなど 年１回 参加人数 100人 参加人数　　　－/   100人 Ｈ２５．１２実施予定 － 子育て支援課（青少年）

　あそびばタイム 一部　絵本，紙芝居読み聞かせ，パネルシアターなど 週５回 参加人数7,800人 参加人数　　　－/7,800人 ３，９３４人 － 子育て支援課（青少年）

　わくわくたいむ 幼児（親子）を対象に，絵本又は紙芝居等の読み聞かせ 神居児童ｾﾝﾀｰ 「赤いてぶくろ」 週２回 参加人数  800人 参加人数　  844人/ 800人 ５６５人 － 子育て支援課（青少年）

　おはなしの時間 幼児（親子）を対象に，絵本又は紙芝居等の読み聞かせ (Ｈ25年度実施予定なし） ２３人 － 子育て支援課（青少年）

　お話ワールド 絵本の読み聞かせ等 年２回 参加人数　 30人 参加人数　23人/30人 １０３人 － 子育て支援課（青少年）

　クリスマス会 一部絵本等の読み聞かせ 「赤いてぶくろ」 年１回 参加人数　 80人 参加人数　89人/80人 Ｈ２５．１２実施予定 － 子育て支援課（青少年）

・　その他

実施事業名 事業内容 実施場所 連携先 実施回数 数値目標 24年度実績/当初目標 25年10月末現在 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ実績

　大型絵本の読み聞かせ （早期療育推進事業） こども通園ｾﾝﾀｰ (Ｈ25年度実施予定なし） － － 子育て相談課

　子どもふれあい広場 児童向け絵本の読み聞かせ，パネルシアターの実施 子ども広場「キッズパラダイス」ほか (Ｈ25年度実施予定なし） － － 子育て相談課

　家庭での読み聞かせ・読書活動支援 家庭教育学習団体等への取組（読み聞かせ・読書事業の実施） 市内 　 (Ｈ25年度実施予定なし） － － 子育て相談課

　家庭での読み聞かせ・読書活動支援 家庭教育学習団体等への取組（読み聞かせ・読書事業の実施） 市内 　 ４団体 ４団体 － 社会教育課

ウ　人材の育成と関係職員の資質の向上

実施事業名 事業内容 実施場所 連携先 実施回数 数値目標 24年度実績/当初目標 25年10月末現在 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ実績

　各種研修の参加 年　回 参加人数　－人 参加人数　0人/-人 － － 公民館事業課

　各種研修の参加（絵本の読み聞かせ「ブ
ラッシュアップ講座」）

児童厚生員等を対象とした絵本の読み聞かせや手遊び等
のレベルアップのための研修

年３回 参加人数６１人 H24実施なし／６１名 ２１人 － 子育て支援課

　各種研修の参加 年　回 参加人数　－人 参加人数　0人/-人 － － 子育て相談課

「まなびピア」への参加 年１回 参加人数　－人 参加人数　30人/-人 推進中（２月開催） － 社会教育課

活動拠点の提供（５コミュニティスクール） 通年 　５件 　0件/5件 １件 － 社会教育課

エ　啓発活動と推進体制の整備

実施場所 連携先 実施回数 25年10月末現在 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ実績

・生涯学習ポータルサイトまなびネットあさひかわの活用 通年 ４件 － 社会教育課

・関連パンフレット・チラシ・ブックリストの提供 通年 推進中 －

　読書ボランティアの活動の場の提供

推進中 4件

具体的取り組み

神楽児童ｾﾝﾀｰ

24年度実績

推進中



平成25年度　旭川市子ども読書活動推進事業の取組（平成２５年１０月末現在）
３　幼稚園・保育所等における読書活動の取組

ア　読書活動の環境整備・充実

実施場所 連携先 実施回数 25年10月末現在 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ実績

・園文庫の整備・充実 図書館 通年 推進中 － こども育成課

イ　読書に親しむための機会の提供

実施事業名 事業内容 実施場所 連携先 実施回数 数値目標 24年度実績/当初目標 25年10月末現在 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ実績

　入所児童への絵本の貸出し （市立保育所管理運営） 北星保育所 北星保育所 週１回 利用人数1,500人 利用人数1,854人/1,500人 ９０７人 － こども育成課

　入所児童への絵本の貸出し （市立保育所管理運営） 週１回 利用人数1,000人 利用人数　728人/1,000人 １，１７９人 － こども育成課

　園開放利用児絵本の貸出し （市立保育所管理運営） (Ｈ25年度実施予定なし） － － こども育成課

　絵本交流室 （市立保育所管理運営） 年１回 参加人数70人 参加人数 72人/70人 ７５人 － こども育成課

　おはなしコンサート （市立保育所管理運営） (Ｈ25年度実施予定なし） － －

　絵本読み聞かせ会（おはなしの会） （市立保育所管理運営） 年６回 参加人数90人 参加人数　－/90人 ８０人 － こども育成課

　入所児童への絵本の貸出し （市立保育所管理運営） こども育成課

　絵本読み聞かせ会（H22年度実施しない） （市立保育所地域活動事業） こども育成課

　入所児童への絵本の貸出し （市立保育所管理運営） 週１回 利用人数900人 参加人数　712人/900人 ４５４人 － こども育成課

　絵本読み聞かせ会（おはなしの会） （市立保育所管理運営） 年６回 参加人数108人 参加人数  128人/108人 ７２人 － こども育成課

　入所児童への絵本の貸出し （市立保育所管理運営） 近文保育所 週１回 利用人数1,500人 利用人数　1,552人/1,500人 ４１４人 － こども育成課

ウ　人材の育成と関係職員の資質の向上

実施事業名 事業内容 実施場所 連携先 実施回数 数値目標 24年度実績/当初目標 25年10月末現在 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ実績

　各種研修の参加 図書館 年　回 (Ｈ25年度実施予定なし） － － こども育成課

エ　啓発活動と推進体制の整備

実施場所 連携先 実施回数 25年10月末現在 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ実績

・関連パンフレット・チラシ・おたより等の提供 図書館 通年 推進中 － こども育成課

具体的取り組み

24年度実績

推進中

24年度実績

H24.4.1付け民間移
譲
(こまどり保育所)

新旭川保育所

推進中

神楽保育所

具体的取り組み



平成25年度　旭川市子ども読書活動推進事業の取組（平成２５年１０月末現在）
４　学校における読書活動の取組

ア　読書活動の環境整備・充実

事業名 事業内容 実施場所 連携先 実施回数 数値目標 H24年度実績／当初目標 25年10月末現在 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ実績

－ 学務課

H25.3.31現在 学務課

小学校　　34/55校 61.8%/100％ 学務課

中学校  　27/29校 93.1%/100％ 学務課

・学校図書館の整備 小中学校 通年 H24.4.1現在 H25.4.1現在 － 学務課

・学校図書館資料のデータベース化の推進 　89.3%/70.0% 90.5%/70.0% 学務課

通年 － 教育政策課

教育政策課

教育政策課

教育政策課

小中学校 教育政策課

教育政策課

教育政策課

教育政策課

教育政策課

教育政策課

イ　読書に親しむための機会の提供

取   組 内  　容 実施場所 連携先 実施回数 数値目標 24年度実績/当初目標 25年10月末現在 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ実績

－ 教育指導課

同左 教育指導課

教育指導課

－ 教育指導課

同左 教育指導課

教育指導課

－ 教育指導課

同左 教育指導課

教育指導課

ウ　人材の育成と関係職員の資質の向上

実施事業名 事業内容 実施場所 連携先 実施回数 数値目標 24年度実績/当初目標 25年10月末現在 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ実績

年２回 6月：8人（新規任用者研修） － 教育政策課

教育政策課

教育政策課

エ　啓発活動と推進体制の整備

実施場所 連携先 実施回数 25年10月末現在 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ実績

・ＰＴＡやボランティア，家庭や地域との連携・協力による読書活動 通年 推進中 － 学校教育部　全般

・保護者を対象とした情報の提供 通年 推進中 － 学校教育部　全般

25年度途中の集
計資料なし(24
年度データ別紙
参考資料）

H25.10.31現在
○常駐配置
小学校　36校
中学校　16校
○拠点校方式に
よる派遣配置
小学校　11校
中学校　 3校
○配置校計
小学校　47/55
校　85.5%/100%
中学校　19/29
校　65.5%/100%
計　　66/84校
78.6%/100%

6月：5人（新規
任用者研修）
6月：50人（上
川教育研修セン
ター研修講座）
10月：50人（平
成２５年度上川
管内図書館協議
会研究集会）

　朝の読書や読み聞かせ等の読書活動の実施

　学校図書館を活用した授業の展開

推進中

学校図書館の利活用等にかかわる年間計画の作成に努
め，学校図書館の運営及び読書指導の充実を図る。

学校図書館において，各教科，特別活動，総合的な学習
の時間等における調べ学習などを通して，読書に親しみ
主体的に学習する態度を育成する。

ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ化を
完了した学校
の

全小・中学校が朝の読書を実施す
るなど，読書意欲を高めるための
指導方法の工夫を図った。

学校図書館の管理・運営や読書指
導について，学校経営計画等への
位置付けに努めた。

読書交流会など多様な読書活動
や，図書資料の収集など，学習指
導要領の趣旨を踏まえた各教科等
における授業実践を進めた。

H25.3.31現在
○常駐配置
小学校　37校　中学校　16校
○拠点校方式による派遣配置
小学校　5校
○配置校計
小学校　40/55校　72.7%/100%
中学校　16/29校　55.2%/100%
　計　　56/84校　66.7%/100%

平成24年度事業調査結果について
は別紙のとおり

図書標準
達成率
小学校 100％
中学校 100％通年

通年

　学校図書館運営における年間計画の作成

　学校運営充実費（小学校）

　市内小中学校の読書環境整備

24年度実績

推進中

具体的取り組み

中学校

10月：47人（平成24年度全道図書
館専門研修への参加）

　学校図書館補助員に対する研修等の充実
学校図書館補助員が読書活動を推進していく上で必要な
技能・知識を向上させるため，学校図書館補助員に対す
る研修等を充実していく。

中央図書館他 図書館

朝の読書や読み聞かせ等の読書活動を通じて読書意欲を
高める指導の充実を図る。

　学校図書館活性化事業費（小・中学校）

学校図書館の活用を促進していくために必要な人的配置
を行うことにより，学校図書館の機能充実を図り，併せ
て関係団体との連携等を進めながら児童生徒の読書活動
を推進する。
既配置の小中学校51校に加え，小学校1校で補助員を新
規配置する。加えて，昨年度から拠点校方式により5名
を小学校へ派遣配置したが，今年度は小学校11校，中学
校3校に派遣配置する。

　学校運営充実費（中学校） 学校図書館の図書資料の整備

学校図書館の図書資料の整備 小学校


