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広島市子どもの読書活動推進計画（第三次）各方策の取組の推進状況（平成３０年度） 

 

 

基本方針１ 家庭における子どもの読書活動の推進 

１ 家庭における子どもの読書活動の推進 

⑴ 保護者等への学習機会や情報提供の充実、保護者等に対する啓発・広報活動の推進 

主な取組 推進状況（平成 30年度実績） 担当課 

育児教室、４か月児健康相談等乳幼児健

康診査時における読み聞かせの実施や絵

本の紹介 

● 常設オープンスペースでの育児教室や乳幼児健康診査、健康相談室等において、絵本の

読み聞かせや絵本の紹介の実施（1,072回 30,028人。うち、４か月児健康相談におけ

る読み聞かせ 231回/全実施数 313回） 

● 図書館のボランティア登録者による保健センターでの読み聞かせ等（40回 2,006人） 

● 各保健センターの乳幼児健診会場や常設オープンスペース等において、絵本の読み聞か

せに関するパネルを絵本と一緒に展示 

● 比較的新しく出版されたおすすめの本を対象別に紹介した「ほんはともだち」の発行（隔

年）・配布 

こども・家庭

支援課 

こども図書館 

(生涯学習課) 

母子健康手帳や乳幼児健康診査配布用冊

子へ絵本の読み聞かせに関する内容の記

載 

● 母子健康手帳中の「育児のしおり」欄で、絵本の読み聞かせの意義について記載 

● 乳幼児健康診査配布用冊子（４か月児、１歳６か月児、３歳児）に、絵本の読み聞かせ

の意義について記載 

こども・家庭

支援課 

 

発達段階別図書リストの配付 ● 発達段階別図書リスト（全７段階）の作成・配付 

０・１・２歳向け…こんにちは赤ちゃん事業等を通じて配付（ブックスタート事業の

趣旨を踏まえた取組） 

３・４歳向け…３歳児健康診査等を通じて配付 

５・６歳向け…幼稚園・保育園・認定こども園を通じて配付(就学前５歳児) 

小学校１・２年生向け…学校を通じて配付(小学校第１学年児童) 

小学校３・４年生向け…学校を通じて配付(小学校第３学年児童) 

小学校５・６年生向け…学校を通じて配付(小学校第５学年児童) 

中学生向け…学校を通じて配付(中学校第１学年生徒) 

こども図書館 

(生涯学習課) 

【新】学齢期の子どもがいる保護者への

情報提供 

● 発達段階別図書リストに、家庭での活用を促す保護者向けメッセージを掲載 

● 夏休みの読書におすすめの本を小・中学生に紹介した「よもう!あそぼう!!」など各種

本を紹介したリストの作成・配布 

● 高校新入生の保護者向けチラシ「保護者の皆様も、市立図書館を利用しましょう！」（利

用案内）を配付 

中央図書館 

こども図書館 

(生涯学習課) 

実績欄の下線部分は、新規取組 

【新】は新規取組 

【改】は改定取組 

【重】は重点施策 

推進状況の下線部分は、 

当該年度に新たに取り組んだ内容 

資 料 ４ 
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主な取組 推進状況（平成 30年度実績） 担当課 

【新】【重】家庭読書アドバイザー派遣に

よる親子読書の奨励 

● 家庭読書アドバイザーを幼稚園・保育園・認定こども園等の参観日等の機会にあわせて

派遣し、絵本の読み聞かせの意義等について講演（23回 1,088人） 

こども図書館 

(生涯学習課) 

【改】読書相談の積極的な実施 ● 読書相談会の開催(広島市よい本をすすめる母の会と共催。年 1回） 

● 家庭読書アドバイザー派遣事業を実施 

中央図書館 

こども図書館 

(生涯学習課) 

図書館におけるおはなし会等の各種事業

の実施 

● こども図書館及び各区図書館でのおはなし会等の実施（517回 8,412人） 

● 自動車図書館車「ともはと号」巡回時（広島市立広島特別支援学校）及び市立幼稚園訪 

問等出張行事実施時におけるおはなし会の実施（25回 936人） 

中央図書館 

こども図書館 

(生涯学習課) 

父親のグループなど保護者等を対象とし

た読み聞かせ講座等の実施 

● 公民館での保護者を対象にした、読み聞かせ方、本の選び方講座等の実施（23事業 94

回 1,721人） 

公民館 

(生涯学習課) 

公民館における保護者等を対象とした家

庭教育講座等の実施 

● 公民館での家庭教育講座等の実施（159事業 393回 9,760人） 公民館 

(生涯学習課) 

 

⑵ 家庭での一日５分絵本の読み聞かせ運動の推進 

主な取組 推進状況（平成 30年度実績） 担当課 

【改】一日５分絵本の読み聞かせ運動の

推進 

● 発達段階別図書リストの表紙にスローガンを掲載 

● こども図書館及び各区図書館 

・季節、行事、話題になっている出来事等をテーマにした児童図書の展示及び展示図書

紹介リストの作成・配布（各館月 1回テーマ展示、ミニ展示） 

● こども図書館 

・新刊本を紹介した「ブックルだより」（こども図書館報、隔月発行）を館内、保育園、

幼稚園、小学校・中学校、公民館等に配布 

・良質な図書の紹介冊子「ほんはともだち」、発達段階別図書リストの作成、配布（再

掲） 

こども図書館 

(生涯学習課) 
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基本方針２ 地域における子どもの読書活動の推進 

１ 図書館における子どもの読書活動の推進 

⑴ 幼児・児童の読書支援 

主な取組 推進状況（平成 30年度実績） 担当課 

おはなし会等の各種事業の実施（再掲） ● こども図書館及び各区図書館でのおはなし会等の実施（517回 8,412人） （再掲） 

● 自動車図書館車「ともはと号」巡回時（広島市立広島特別支援学校）及び市立幼稚園訪

問等出張行事実施時におけるおはなし会の実施（25回 936人）（再掲） 

● 幼児・児童のための絵本作家等による講演会を実施 

● 小学校へ出向いて昔話を中心としたストーリーテリングを実施（ボランティアグループ

と共催） 

中央図書館 

こども図書館 

(生涯学習課) 

図書館の利用促進のための事業の実施 ●「一日図書館員」（図書館司書の仕事体験）、中学生の職場体験、高校生のインターン

シップ等を実施 

●「こども映画会」、「パラパラアニメ教室」、「工作教室」等を実施 

中央図書館 

こども図書館 

(生涯学習課) 

【改】学齢期別（発達段階別）図書館利

用案内及び図書リストの作成・配付（再

掲） 

● 小学生向け図書館利用案内の作成・配付 

● 発達段階別図書リスト（0・1・2歳、3・4歳、5・6歳、小学校 1・2年生、同 3・4年

生、同 5・6年生向け）の作成・配付 

● 原爆に関する本を紹介した『子どもたちへ原爆を語りつぐ本』をホームページで公開 

こども図書館 

(生涯学習課) 

 

⑵ 青少年の読書支援 

主な取組 推進状況（平成 30年度実績） 担当課 

【重】青少年向け図書の展示等の実施 ● 青少年向けの図書展示の実施（11館で 16回） 中央図書館 

こども図書館 

(生涯学習課) 

【改】学齢期別（発達段階別）図書館利

用案内及び図書リストの作成・配付（再

掲） 

● 中学生向け図書館利用案内の作成・配付 

● 高校新入生向けチラシ「みんなで作ろう！利用券」（利用案内）の配付 

● 発達段階別図書リスト（中学生向け）の作成・配付 

● 原爆に関する本を紹介した『子どもたちへ原爆を語りつぐ本』をホームページで公開（再

掲） 

中央図書館 

こども図書館 

(生涯学習課) 

【新】青少年を対象とした図書館の利用

促進事業の実施 

● 高等学校での出前ブックトークの実施（15回 521人） 中央図書館 

こども図書館 

(生涯学習課) 

実績欄の下線部分は、新規取組 



4 

 

主な取組 推進状況（平成 30年度実績） 担当課 

【新】中学校での「朝の読書」活動支援

図書セット貸出事業の実施 

● 発達段階別図書リスト掲載図書のセット貸出を実施 こども図書館 

(生涯学習課) 

【新】青少年向け図書の充実及び貸出の

推進 

● 青少年向きの良書を積極的に購入 

● 市商デパートにおいて、利用券登録を実施（市立高校 1校） 

● 出前ブックトークの機会に、利用券作成案内を実施（市立高校 4校） 

● 高校生を対象に図書館の利用案内や図書の紹介をする「図書館高校生通信」の配布 

中央図書館 

こども図書館 

(生涯学習課) 

【新】高校生向け図書リスト（職業関連）

の作成・配布 

● 新規購入した高校生のための職業に関する図書リストの作成・館内展示 

 

中央図書館 

(生涯学習課) 

 

⑶ 調べ学習の支援 

主な取組 推進状況（平成 30年度実績） 担当課 

調べ学習のための資料の充実及び貸出の

推進 

● 調べ学習のための資料の見直し・充実及び貸出 

● 学校支援図書セットの貸出及びセット内容の見直し（図書セット貸出件数：81件、図

書セット数：44テーマ 87 セット） 

中央図書館 

こども図書館 

(生涯学習課) 

【改】教職員及び学校図書館担当事務職

員（学校司書）への調べ学習に関する情

報提供 

● 小学校・中学校に対して、調べ学習コーナーや学校支援図書セット、「図書館を使った

調べる学習コンクール」に関する情報を提供 

● 高校生を対象に図書館が所蔵する地域資料の活用と、地域の事例を学ぶ機会として街歩

きとウィキペディアの編集を結び付けた「ウィキペディアタウン in広島」を実施 

中央図書館 

こども図書館 

(生涯学習課) 

 

⑷ 保護者等に対する読書推進事業の推進 

主な取組 推進状況（平成 30年度実績） 担当課 

保護者等を対象とした読書会など読書推

進事業の実施 

● 「子どもの本を楽しむ大人のブックトーク」、「児童文化講演会」等を実施（6回 404人） 中央図書館 

こども図書館 

(生涯学習課) 

【新】【重】家庭読書アドバイザー派遣に

よる親子読書の奨励（再掲） 

● 家庭読書アドバイザーを幼稚園・保育園・認定こども園等の参観日等の機会にあわせて

派遣し、絵本の読み聞かせの意義等について講演（23回 1,088人） （再掲） 

こども図書館 

(生涯学習課) 

【改】読書相談の積極的な実施（再掲） ● 読書相談会の開催(広島市よい本をすすめる母の会と共催。年 1回） （再掲） 

● 家庭読書アドバイザー派遣事業を実施 （再掲） 

中央図書館 

こども図書館 

(生涯学習課) 
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⑸ 読み聞かせボランティアの研修及び活動支援 

主な取組 推進状況（平成 30年度実績） 担当課 

読み聞かせボランティアを対象とした入

門講座やステップアップ研修会の充実 

 

●「子どもと本を結ぶボランティア養成講座～初心者編～」を実施(2館で各 1講座) 

●「子どもと本を結ぶボランティア養成講座～経験者編～」を実施（1講座 5回） 

● 読み聞かせボランティア等を対象にスキルアップのための研修会を開催（4講座 10回） 

● 「おはなし会ボランティアの手引き」の配布 

中央図書館 

こども図書館 

(生涯学習課) 

【新】家庭読書アドバイザー研修会・交

流会の実施 

 

● 家庭読書アドバイザーの知識・技能の向上や子どもの読書活動を推進するための研修

会・交流会を実施（1講座 2回） 

こども図書館 

(生涯学習課) 

【改】読み聞かせボランティア登録者に

図書館や保健センター、公民館等でのお

はなし会等の場の情報を提供 

● ボランティア登録者による保健センターやヌマジ交通ミュージアム、イオンモール広島

府中、福屋八丁堀本店での読み聞かせ等を実施 

● ヌマジ交通ミュージアムの要望に応じて、ボランティア登録者を紹介 

中央図書館 

こども図書館 

(生涯学習課) 

 

⑹ あらゆる子どものための読書環境の充実 

主な取組 推進状況（平成 30年度実績） 担当課 

良質な図書の収集・提供 

 

● 児童図書の収集、適切な除籍により蔵書を更新（蔵書数 558,056 冊、貸出数 1,496,456

冊） 

● 保護者、ボランティア、学校に対して選書に役立つようなチラシ、ブックルだよりの作

成、各種目録の配布、おはなし会や図書館招待等で本を紹介 

● 中央図書館に「高校生のための職業ハッケン！！コーナー」を設置し、図書を収集（637 

冊） 

中央図書館 

こども図書館 

(生涯学習課) 

【重】録音図書の収集・提供と郵送貸出

の推進 

 

● 中央図書館では、子ども向けのカセットブックやデイジー図書を収集、郵送貸出（所蔵

数：カセットブック 384本、デイジー図書 42点、マルチメディアデイジー図書 156点） 

● こども図書館では、児童向け作品の録音図書（市販ＣＤ）の収集、郵送貸出（所蔵数：

131タイトル 188点）、手話によるおはなし会を実施 

中央図書館 

こども図書館 

(生涯学習課) 

【改】大型の絵本や布絵本等の収集・提

供 

 

● 大型絵本の収集のほか、手作り布絵本講習会の受講者により立ち上げたボランティアグ

ループが製作した布絵本等を収集し、提供（収集資料点数 72 点） 

● 子ども向け大活字本を収集し、提供 

中央図書館 

こども図書館 

(生涯学習課) 

【改】外国語の絵本の収集・提供と外国

語によるおはなし会等の実施 

● 外国語絵本の収集・提供（159冊） 

● 『ベル・コレクション解題目録』（戦後広島市に寄贈され、現在こども図書館で保存し

ている英文の本のうち約 100 冊紹介）を配布及びテーマ別図書展示を実施 

● 外国語のおはなし会等の実施（18回 631人） 

中央図書館 

こども図書館 

(生涯学習課) 
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⑺ 司書の知識・技能の向上と適切な配置 

主な取組 推進状況（平成 30年度実績） 担当課 

司書の適切な配置  ● 図書館の全職員数に対し、８割以上の人数の司書を配置 中央図書館 

こども図書館 

(生涯学習課) 

司書の研修の充実 ● 図書館司書が、内部研修のほか、県立図書館、日本図書館協会、文部科学省等が実施す

る専門研修に計画的に参加 

● こども図書館主催の読み聞かせボランティア養成講座や児童文化講演会等に図書館司

書が参加 

中央図書館 

こども図書館 

(生涯学習課) 

 

⑻ 図書館ボランティアとの協働 

主な取組 推進状況（平成 30年度実績） 担当課 

「広島市・ほんはともだちネットワーク」

への交流や研修の場の提供、情報提供及

び運営に関する相談等による幅広い活動

への支援 

●「広島市・ほんはともだちネットワーク」と共催で、児童文学作家による講演会や市内

で先進的な取組をしているボランティアの事例紹介等を実施（3回 182人） 

 

中央図書館 

こども図書館 

(生涯学習課) 

図書館ボランティアとの協働 ● ボランティアグループと共催で、昔話出前事業を実施 

● 図書の整理や修理、館内環境美化等に取り組むボランティアとの協働の推進 

● こども図書館では、 中・高校生の図書館ボランティア「ライブラリー・サポーターズ」

が月２回の活動日に、絵本の読み聞かせ、イベントの手伝い、館内装飾、おすすめの本

のＰＲ等の活動を実施（34 回 会員数 39人） 

中央図書館 

こども図書館 

(生涯学習課) 

 

⑼ 民間団体等に対する情報提供 

主な取組 推進状況（平成 30年度実績） 担当課 

各種団体等への情報提供 ● 子どもの読書活動を推進する読み聞かせグループ等に図書館の利用案内や本の紹介を

実施 

中央図書館 

こども図書館 

(生涯学習課) 



7 

 

⑽ 図書館における啓発・広報活動の推進 

主な取組 推進状況（平成 30年度実績） 担当課 

広報紙、ホームページを活用した啓発・

広報 

● 広報紙「ひろしま市民と市政」、ホームページ等でおはなし会などの読書行事の情報を

提供したほか、市広報番組（テレビ）やラジオ等で読書普及に関する情報を発信 

中央図書館 

こども図書館 

(生涯学習課) 

発達段階に応じた図書リストの配付によ

る読書活動の啓発・推進 

● 発達段階別図書リスト（全７段階）の作成・配付 （再掲） 

● 幼稚園・保育園・認定こども園等に対し、発達段階別図書リスト掲載図書のセット貸出

を実施 （26件、図書セット数：3テーマ 30セット） 

中央図書館 

こども図書館 

(生涯学習課) 

「読書貯金通帳」の配布による読書活動

の啓発・推進 

● 希望者に「読書貯金通帳」（広島３大プロ：広島交響楽団、サンフレッチェ広島、広島

東洋カープのロゴを表紙に使用）を配布 

中央図書館 

こども図書館 

(生涯学習課) 

「子ども読書の日（４月２３日）」の周知

と「子ども読書まつり」の実施 

● 「子ども読書の日（4月 23日）」、「こどもの読書週間（4月 23日～5月 12日）」に

あわせて「子ども読書まつり」を開催し、共同事業、おはなし会、資料展示、映画会、

講演会等各館の特色を生かした事業を実施（128事業 14,079人） 

中央図書館 

こども図書館 

(生涯学習課) 

「ひろしま図書館まつり」の実施 ● 「読書週間（10月 27日～11月 9日）」にあわせて「ひろしま図書館まつり」を開催し、

共同事業、おはなし会、資料展示、映画会等、各館の特色を生かした事業を実施（78事

業 11,085人。うち子ども 2,476人） 

中央図書館 

こども図書館 

(生涯学習課) 

良質な図書の周知・普及 ● 優良な図書の現物展示や、新聞・雑誌での図書の紹介（現物展示回数 314 回） 

● 青少年向けの図書の展示会の実施（11館で 16回）（再掲） 

中央図書館 

こども図書館 

(生涯学習課) 

 

２ 公民館等における子どもの読書活動の推進 

⑴ 公民館におけるおはなし会等の充実と学習機会や情報提供の推進 

主な取組 推進状況（平成 30年度実績） 担当課 

おはなし会等の実施 ● 子どもの発達段階（乳児期、幼児期、児童期）や、季節に応じた図書のおはなし会の実

施（96事業 681回 (月 0.79 回/館)） 

公民館 

(生涯学習課) 

保護者を対象とした家庭教育講座等の実

施（再掲） 

● 公民館での家庭教育講座等の実施（159事業 393回 9,760人） （再掲） 公民館 

(生涯学習課) 

子どもの読書活動推進に関する情報提供 ● 公民館だよりに絵本等の紹介記事を掲載 公民館 

(生涯学習課) 

 

実績欄の下線部分は、新規取組 
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⑵ 公民館図書室等の読書環境の整備・充実 

主な取組 推進状況（平成 30年度実績） 担当課 

赤ちゃん絵本コーナーの設置など子ども

向け図書の充実 

 

● 公民館図書室や地域文庫は、図書館の配本所と位置付け、毎月定期的に図書の入替を実

施（配本数 51,378冊 貸出数 87,328冊） 

● 公民館に赤ちゃん絵本コーナーを設置（4館 37館/71館）及び既設置館のコーナーの

充実（3館） 

中央図書館 

公民館 

(生涯学習課) 

【新】公民館と図書館の協議や情報交換

の推進 

● 公民館図書室の運営等について、公民館・図書館担当職員による情報交換会を区単位で

実施（1区） 

 

中央図書館 

公民館 

生涯学習課 

 

⑶ ボランティア団体等への研修及び活動支援 

主な取組 推進状況（平成 30年度実績） 担当課 

図書ボランティアの育成及び活動の充実 ● 公民館図書室の図書の整理等を、図書ボランティアと公民館職員との協働により実施 

（16事業 206回 1,045人） 

公民館 

(生涯学習課) 

ボランティアの交流・研修の実施 ● 図書ボランティア育成講座、図書ボランティア応援講座の実施 

（21事業 150回 605人） 

中央図書館 

こども図書館 

公民館 

(生涯学習課) 

 

⑷ 児童館におけるおはなし会の充実 

主な取組 推進状況（平成 30年度実績） 担当課 

おはなし会の実施 ● ボランティア等による絵本等を利用したおはなし会の実施 放課後対策課 

 

⑸ 児童館における読書環境の充実 

主な取組 推進状況（平成 30年度実績） 担当課 

読書環境の充実 ● 図書購入費により図書の入替を実施 

● 図書館除籍図書の受入による図書の充実 

放課後対策課 

ニーズに応じた選書の推進 ● 図書購入費により図書の入替を実施 放課後対策課 
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⑹ 公民館・児童館における啓発・広報活動の推進 

主な取組 推進状況（平成 30年度実績） 担当課 

公民館だより・児童館だより等を活用した啓

発・広報 

● 公民館、児童館等で開催のおはなし会などの事業情報のほか、読書に関する情報を収集

し、公民館だよりへ記事を掲載。ちらしの配架・掲示、公民館図書室のＰＲなど地域住

民への情報提供を実施 

● 児童館だより（毎月小学校を通じて配布）におはなし会開催情報を掲載 

放課後対策課 

公民館 

(生涯学習課) 
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基本方針３ 学校等における子どもの読書活動の推進 

１ 学校等における子どもの読書活動の推進 

⑴ 学校における読書活動の全体計画・年間指導計画の見直し 

主な取組 推進状況（平成 30年度実績） 担当課 

【重】読書活動の全体計画・年間指導計画の

見直し 

● 小学校  100％ 

● 中学校  100％ 

● 高等学校 100％ 

指導第一課 

指導第二課 

 

⑵ 調べ学習の推進や「朝の読書」活動等の取組の普及 

主な取組 推進状況（平成 30年度実績） 担当課 

「朝の読書」活動や読み聞かせの推進 ● 4月 23日の「子ども読書の日」を広島市全校一斉「朝の読書」の日として位置付け、「朝

の読書」活動の実施を推進 

（朝の読書実施状況：小学校 100％ 中学校100％） 

指導第一課 

指導第二課 

調べ学習の推進 ● 広島市小・中学校教育研究会図書館教育部会及び各学校の校内研究会において、本や

資料等を活用した「調べ学習」を充実するよう指導 

指導第一課 

指導第二課 

 

⑶ 発表機会の充実 

主な取組 推進状況（平成 30年度実績） 担当課 

読んだ本を紹介する等、本を読んだこと

を表現する学習活動の充実 

● 小・中学校 

・読書感想文コンクール等の案内を各学校に送付し、学習活動の機会を提供 

・広島市小・中学校教育研究会国語部会及び各学校の校内研究会において、国語科の「読

むこと」の領域について、言語活動の充実を図るよう指導 

● 高等学校 

・読書感想文コンクール等の案内を各学校に送付し、学習活動の機会を提供 

指導第一課 

指導第二課 

各種コンクール等への参加の奨励 ● 小・中学校 

・読書感想文コンクール等の案内を各学校に送付し、学習活動の機会を提供 

● 高等学校 

  ・読書感想文コンクール等の案内を各学校に送付し、学習活動の機会を提供 

指導第一課 

指導第二課 

 

 

実績欄の下線部分は、新規取組 
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⑷ 学校図書館司書教諭等教職員の知識・技能の向上及び学校図書館に関する情報の提供 

主な取組 推進状況（平成 30年度実績） 担当課 

学校図書館司書教諭講習会への参加によ

る資格取得の奨励 

● 学校図書館司書教諭有資格者の増加（司書教諭有資格者数 861人） 

● 学校図書館法及び学校図書館法附則第２項の学校の規模を定める政令に基づき、12学 

級以上の学校には、全校、有資格者を学校図書館司書教諭として配置 

教職員課 

指導第一課 

【重】学校図書館司書教諭や教職員の研

修の充実 

● 司書教諭・学校図書館担当教諭研修の実施（1回 9人） 教育センター 

【新】先進校の取組事例の紹介 

 

● 広島市小学校教育研究会、広島市中学校教育研究会等において、先進的な取組をしてい

る学校の事例を紹介 

指導第一課 

指導第二課 

【改】図書館等と連携した学校図書館に

関する情報提供の推進 

● 教育センター内部Webページに、 学校図書館や読書指導などに関する資料を掲載するとともに、 

その資料を教育センター図書資料室に配架（Web掲載点数：学校図書館関係169点、読書指導関

係126点）  

教育センター 

 

⑸ 学校図書館の運営に当たるボランティアの実践力の向上 

主な取組 推進状況（平成 30年度実績） 担当課 

学校図書館担当事務職員（学校司書）等によ

る図書ボランティアに対する研修の充実 

●臨時司書（学校司書）を原則 2中学校区に 1名、計 32名配置し、全小・中学校の図書ボ

ランティアと協働して学校図書館の環境整備等を実施 

指導第一課 

指導第二課 
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⑹ 学校図書館運営体制の充実 

主な取組 推進状況（平成 30年度実績） 担当課 

【新】司書資格を有する者等の外部人材の活

用などの検討・実施 

● 臨時司書（学校司書）を原則2中学校区に1名、計32名配置し、担当する小・中学校及び中等

教育学校（前期）を巡回学校訪問し、学校図書館の環境整備や児童生徒の情報活用能力の育成、

読書活動推進の支援等を実施 

指導第一課 

指導第二課 

 

⑺ 学校図書館等の施設・設備の整備・充実 

主な取組 推進状況（平成 30年度実績） 担当課 

魅力的な学校図書館とするための適切な

図書の選書 

● 臨時司書（学校司書）が選書の参考となる資料を作成し、巡回先の学校の選書について

助言 

指導第一課 

指導第二課 

学校図書館への辞書・辞典・事典等の配

備の推進 

● 学校図書館における辞書・辞典・事典等の予算については図書費に含まれている。図書

費の活用内訳については、各学校の裁量 

指導第一課 

指導第二課 

学校図書館図書情報のデータベース化の

推進 

● 学校図書館の蔵書については、データベース化により管理することを推進 

（蔵書のデータベース化 0割：小学校 10.6%（15校/142校） 中学校6.3％（4校/64校）） 

指導第一課 

指導第二課 

特別支援学校での障害の状態に応じた選

書の推進と読書環境の工夫 

● 児童生徒の多様な興味・関心や障害に応じて、大型の絵本や音の出る絵本等を新たに

25冊追加し計 240冊、DVD 等の視覚支援資料を新たに 6枚追加し計 55枚整備 

● 中央のスロープの西側には高等部の生徒用の図書を、東側は小中学部の児童生徒用の図

書を分類・配架 

● 図書の背ラベルを貼り替え、分類記号順に整理・配架（2回） 

● 高等部の生徒用の図書を配架する書棚は高さの高いもの、小中学部の児童生徒用の図書

を配架する書棚は低いものを設置 

● 書棚の色を変えて分類しやすくするなど配列を工夫 

● 廊下に図書スペースを設け、書棚を設置 

● 中央図書館と協働で、広島市立広島特別支援学校図書コーナーの利用環境の改善を図る

ための整理作業（図書ラベル等の貼り付け、図書整理、見出し板等の設置等）の実施（1

回） 

特別支援教育課 

(中央図書館) 

【新】特別支援学校への自動車図書館車

「ともはと号」の巡回 

 

● 自動車図書館車「ともはと号」の巡回（県立広島特別支援学校にも巡回） 

（巡回回数 20回 登録者数 1,170人 貸出者数 1,330人 貸出冊数 3,233冊） 

中央図書館 

特別支援教育課 

(生涯学習課) 
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主な取組 推進状況（平成 30年度実績） 担当課 

【新】病弱・身体虚弱特別支援学級（院

内学級）への図書配本 

● 院内学級への図書配本（3箇所） 中央図書館 

(特別支援教育課) 

(生涯学習課) 

 

 

⑻ 幼稚園・保育園・認定こども園における読書活動の推進 

主な取組 推進状況（平成 30年度実績） 担当課 

ボランティアとの協働等による幼稚園・

保育園・認定こども園における読み聞か

せや本の貸出の推進 

● 幼稚園（19園） 

 ・地域のボランティアを活用した読み聞かせ等の実施（園児･･･353回 未就園児･･･58回 

計 411回） 

● 保育園（87園）・認定こども園（1園） 

・地域のボランティアを活用した読み聞かせ等の実施（133回 28園） 

指導第一課 

保育企画課 

幼稚園における絵本カードや「幼児のひ

ろば推進事業」等での親子の読書活動の

奨励 

● 幼稚園（19園） 

・「幼児のひろば推進事業」において、乳幼児向けの絵本及び保護者向けの育児書や教

育書籍の貸出 

指導第一課 

保育園・認定こども園における育児相談

や「きんさい！みんなの保育園事業（地

域活動事業）」等での親子の読書活動の奨

励 

● 保育園（87園）・認定こども園（1園） 

・各園での園児への絵本貸出（10,196人 84園） 

・「きんさい！みんなの保育園事業」での絵本貸出（665人 68園） 

保育企画課 

 

 

⑼ 幼稚園・保育園・認定こども園における読書環境の充実と選書の工夫 

主な取組 推進状況（平成 30年度実績） 担当課 

読書環境の充実 ● 幼稚園（19園） 

  ・各幼稚園において、図書室のほか幼児が生活する保育室に本を展示、園児の興味・関

心のあるテーマの本などの展示、図書室の本を借りる機会を定期的に設定 

● 保育園（87園）・認定こども園（1園） 

  ・子どもたちが興味・関心の持てる絵本の展示、季節や発達年齢にあった絵本の紹介 

指導第一課 

保育企画課 
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主な取組 推進状況（平成 30年度実績） 担当課 

ニーズに応じた選書の推進 ● 幼稚園（19園） 

  ・各幼稚園において、図書室のほか幼児が生活する保育室に本を展示、園児の興味・関

心のあるテーマの本などの展示、図書室の本を借りる機会を定期的に設定 

● 保育園（87園）・認定こども園（1園） 

  ・子どもたちが興味・関心の持てる絵本の展示、季節や発達年齢にあった絵本の紹介 

指導第一課 

保育企画課 

 

⑽ 家庭と連携した読書活動の推進 

主な取組 推進状況（平成 30年度実績） 担当課 

【重】「１０(テン)オフ運動」と連携を図

るなど家庭と連携した読書活動の推進 

● 「10オフ運動」と連携を図り、強化月間（7月・12月）に、家庭での読書活動を項目

に入れた「全校一斉生活リズムカレンダー実施週間」を実施 

育成課 

指導第一課 

指導第二課 

【重】ホームページやリーフレットを活

用した啓発・広報 

● 図書館等から収集したおはなし会等の情報を、広島市ホームページ「広島っ子わくわく

ホリデー」により読書活動に役立つ情報として提供 

● 子どもの読書活動に関する理解と関心を深めるためのリーフレットを全小・中学校へ配

布し、家庭における読書習慣の定着について奨励 

育成課 

指導第一課 

指導第二課 

【新】【重】家庭読書アドバイザー派遣に

よる親子読書の奨励（再掲） 

● 家庭読書アドバイザーを幼稚園・保育園・認定こども園等の参観日等の機会にあわせて

派遣し、絵本の読み聞かせの意義等について講演（23回 1,088人） （再掲） 

こども図書館 

(生涯学習課) 

【新】図書館が作成する学齢期別（発達

段階別）図書リストによる読書活動の啓

発・推進 

● 広島市小学校教育研究会、広島市中学校教育研究会において、読書活動推進のため図書

館が作成する学齢期別図書リスト等を活用するよう紹介 

指導第一課 

指導第二課 

(こども図書館) 
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基本方針４ 関係機関の連携・協力の推進 

１ 公的機関の連携・協力の推進 

⑴ 図書館と公民館、保健センター等の連携・協力 

主な取組 推進状況（平成 30年度実績） 担当課 

【新】公民館と図書館の協議や情報交換

の推進（再掲） 

● 公民館図書室の運営等について、公民館・図書館担当職員による情報交換会を区単位で実施 

（1区） （再掲） 

 

中央図書館 

公民館 

生涯学習課 

公民館、保健センターへの司書派遣や講

師紹介 

● 図書館において、公民館の要望に応じて、乳幼児の保護者向け講座や公民館図書ボラン

ティア研修などへの司書の派遣、講師の紹介を実施 

 （こども図書館：司書派遣 2回 講師紹介 1回、中央図書館事業課地域サービス係：司

書派遣 8回）  

 

こども・家庭

支援課 

中央図書館 

こども図書館 

公民館 

(生涯学習課) 

保健センターへのボランティアの派遣 ● こども図書館を中心に、保健センター等との連携・協力を進め、図書館職員や読み聞か

せボランティアが妊婦の方や保護者に対して読み聞かせの大切さや絵本の選び方につい

て助言をする取組を実施（保健センターでの読み聞かせ 40回 2,006人） 

こども・家庭

支援課 

中央図書館 

こども図書館 

(生涯学習課) 

【新】公民館・児童館へのボランティア

の紹介 

● 児童館の要望に応じて、こども図書館登録ボランティアを紹介 放課後対策課 

こども図書館 

公民館 

(生涯学習課) 

 

⑵ 図書館と学校・学校図書館等の連携・協力 

主な取組 推進状況（平成 30年度実績） 担当課 

【改】図書館司書と学校図書館担当事務

職員（学校司書）の協議・情報交換の推

進 

● 学校図書館の環境整備や児童生徒の情報活用能力の育成、読書活動の推進等の支援を図

るため、講師としてこども図書館から図書館司書を招へいし、臨時司書（学校司書）研

修会（年間 4回実施）を実施 

● こども図書館に小学校・中学校図書館相談窓口を設置 

● 広島市小学校教育研究会図書館教育部会において、図書館司書によるブックトークを実 

 施 

 

指導第一課 

指導第二課 

こども図書館 

(生涯学習課) 

実績欄の下線部分は、新規取組 
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主な取組 推進状況（平成 30年度実績） 担当課 

● 広島市小学校教育研究会図書館教育部会において、図書館事業及び支援事業の説明を実

施 

● 広島市中学校教育研究会図書館教育部会において、図書館司書による図書の装備と修繕

等についての説明と実演を実施 

【重】図書館訪問・職場体験の受入、学

校への資料貸出・出前事業等、図書館と

学校・学校図書館が連携した事業の推進 

● 図書館訪問・職場体験の受入、学校への資料貸出・出前事業等を実施 

・図書館招待・図書館見学（幼・保・認こ・小・中・高） 186回 7,064人 

・中学校の職業体験学習等  49件 119人 

・学校への団体貸出 271 件 

・学校支援図書セット貸出 81件 

・小学校への昔話、ブックトーク、おはなし会出前 236件 6,539人 

指導第一課 

指導第二課 

中央図書館 

こども図書館 

(生涯学習課) 

学校図書館ボランティア支援のための研

修会の開催 

● 図書館において、司書教諭、臨時司書及び図書ボランティアを対象に学校図書館支援講

座を実施 

指導第一課 

指導第二課 

こども図書館 

調べ学習用の図書館利用手引きの配付 ● こども図書館が作成した子ども向け調べ学習用の図書館利用手引きを配布及び図書館

事業（「１日図書館員」、「ライブラリーサポーターズ（中・高校生ボランティア）研

修会」）で活用 

指導第一課 

指導第二課 

こども図書館 

【新】【重】家庭読書アドバイザー派遣に

よる親子読書の奨励（再掲） 

● 家庭読書アドバイザーを幼稚園・保育園・認定こども園等の参観日等の機会にあわせて

派遣し、絵本の読み聞かせの意義等について講演（23回 1,088人） （再掲） 

こども図書館 

(保育企画課) 

(指導第一課) 

(生涯学習課) 

 

 

２ 民間機関等との連携・協力の推進 

⑴ 社会教育関係団体等との連携・協力 

主な取組 推進状況（平成 30年度実績） 担当課 

図書館等と社会教育関係団体等との連携・協

力の推進 

● ハノーバーの日実行委員会主催イベントに、こども図書館所蔵のドイツ語絵本等を貸し

出す協力事業を実施 

● 広島平和文化センター主催イベントに、外国語のおはなし会や絵本を貸し出す協力事業

を実施 

 

中央図書館 

こども図書館 

公民館 

(生涯学習課) 

 

実績欄の下線部分は、新規取組 
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⑵ 読書関係団体やグループとの連携・協力 

主な取組 推進状況（平成 30年度実績） 担当課 

図書館等と各種団体等との情報交換や共催事

業の実施 

● 図書館において、「広島市・ほんはともだちネットワーク」と共催で、児童文学作家に

よる講演会の開催や市内で先進的な取組をしているボランティアの事例紹介等を実施 

● 公民館において、地域団体や公民館活動グループ等と連携し、おはなし会、公民館図書

室魅力づくり事業、夏休み読書会等を実施（118事業 878回 13,408人） 

中央図書館 

こども図書館 

公民館 

(生涯学習課) 

 


