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第１章 横浜市立図書館児童サービス５か年計画の基本的な考え方 

 
 １ 横浜市立図書館の児童サービスの基本的な考え方 

  「子どもの読書活動の推進に関する法律」第２条＜基本理念＞では、「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」としています。 
  横浜市立図書館では、この基本理念に基づき、 
（１） 子どもが自ら読書に親しむこと 
（２） 進んで読書習慣を身に付けること 
（３） より良く生きていくための力を養うこと 
 を目的として、児童サービスを行います。 
 
 ２ 横浜市立図書館児童サービス５か年計画の位置づけ 

  市民の読書活動に関する施策を総合的・計画的に進めるため、平成 26 年４月に「横浜

市民の読書活動の推進に関する条例」が施行されました。条例を踏まえた「横浜市民読

書活動推進計画」に基づき、子どもの発達段階に応じた読書活動を推進するため、本計

画によって、横浜市立図書館での児童サービスの具体的な取組を策定します。本計画は、

平成 22 年度から平成 26 年度に実施した「横浜市立図書館児童サービス５か年計画」の

成果と課題を反映させるとともに、「横浜市立図書館アクションプラン」及び「横浜市立

図書館蔵書５か年計画」と連携を図りながら策定しています。 
  なお、これまで横浜市立図書館で策定した「横浜市立図書館児童サービスの基本的な

考え方」「学校支援計画」「横浜市立図書館児童サービス年齢別読書プログラム」は、本

計画に統合し、一体のものとして推進します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             統合 
 
 

子どもの読書活動の推進に関する法律 

 

横浜市民読書活動推進計画 

 
 

横浜市立図書館児童サービス５か年計画 

  
 

横浜市立図書館アクションプラン 

横浜市民の読書活動の推進に関する条例 

 
 

横浜市立図書館児童サービスの基本的な考え方 

学校支援計画 

横浜市立図書館児童サービス年齢別読書プログラム 

横浜市立図書館蔵書５か年計画 

連携 連携 
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 ３ 計画期間 

  本計画は、「横浜市立図書館アクションプラン（第２期）」の計画期間とあわせ平成 27

年度から平成 31年度の５か年を対象としますが、図書館を取り巻く状況の変化を考慮し、

適宜見直します。 
 
４ 計画の対象 

横浜市に在住・在学する０歳から 15歳までの子どもとその保護者、及び横浜市内の幼

稚園・保育所、小・中学校の関係者、子どもの読書活動を推進する市民団体・ボランテ

ィア等、子どもの読書活動に関わる人を対象とします。 
 
５ 計画の進行管理 

（１）平成 27年度以降、年度ごとに「横浜市立図書館の目標」に具体的な取組を設定し、

進捗状況を検証・公表します。 

（２）平成 29年度に中間振り返りを行い、計画に沿った進捗となっているかどうかを確

認します。また、計画期間が終了する平成 31年度に、最終的な評価を行います。 
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第２章 これからの横浜市立図書館における児童サービス 

 

 １ 横浜市立図書館児童サービス５か年計画（平成 22 年度～平成 26年度）の振り返り 

  「横浜市立図書館児童サービス５か年計画の振り返り」（平成 26年度実施）によると、

「蔵書の充実」や「フロアーの整備」等を取り組んだことにより、子どもが自ら資料を

探し出し、主体的に学習できるような環境が整備され、児童サービスを行う基盤ができ

ました。また、「企画事業の実施」や「学校連携事業」は全館で取り組み、大きな成果を

上げました。 
  一方で、保育所等からの要請により、読み聞かせ講座を開催した館が９館（50％）、福

祉保健センターと連携しおはなし会等を開催した館が４館（22.2％）、子育て支援拠点と

連携した館が 11 館（61.1％）に留まり、乳幼児と保護者を中心とする家庭における読書

活動の推進は、十分とは言えない状況でした。 

 
 ２ 横浜市立図書館児童サービス５か年計画（平成 27 年度～平成 31 年度）の方針 

平成 23 年３月に「横浜市立図書館児童サービス５か年計画」を策定した後、「横浜市民

の読書活動の推進に関する条例」及び「横浜市民読書活動推進計画」が相次いで策定・

施行されました。また、平成 25 年度から横浜市立小・中学校及び特別支援学校に学校司

書が順次採用されるなど、子どもと本を取り巻く状況は変化しています。 
図書館は、これらの変化に対応しながら、子どもの読書習慣の定着化と読書意欲の向

上をめざして、区役所や学校等と連携し、子どもが読書を身近に感じるための取組を積

極的に行います。そのために、本計画では、家庭での読書活動の推進を重点取組とし、

特に、３～６歳の子どもとその保護者及び幼稚園・保育所の職員を対象に、家庭での読

書の大切さを伝える企画事業や講座を推進します。 

 
 ３ 横浜市立図書館児童サービス５か年計画（平成 27 年度～平成 31 年度）の取組 

充実した児童サービスを行うためには、充実した蔵書が必要となります。長い間読み 

継がれ、時代を超えて子どもたちに支持される基本書を中心として、子どもたちが豊か 

な心を育むことができるような絵本や読み物、知的好奇心を満たす知識・科学の本など、

充実した蔵書の構築に努めます。その際には、様々な言語の外国語資料や大活字資料、

点字付きの資料などにも留意します。 

また、子どもたちの調べもの（調査研究活動）支援を考え、小・中学生を対象とした、 

図書館の業務を体験するプログラム等に、クイズ形式の調べものを取り入れるなど、子 

どもたちが主体的に課題を解決することを学べるようにします。 

そして、子どもだけではなく、保護者や幼稚園・保育所、小・中学校の関係者など子

どもの読書活動に関わる大人からの子どもの読書に関する相談に対応します。 

これらは、児童サービスの根幹であり、子どもの読書活動を推進する上で欠くことの

できない基本的なサービスと捉え、日常業務の中で積極的に取り組みます。 

本計画の「全館的な取組」「地域特性による選択的な取組」は、次のとおりです。 
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（１） 全館的な取組 

  以下の取組事項については、全ての館で取り組みます。ただし、横浜市立図書館

のホームページ、Ｙ・Ｙ ＮＥＴ*1、、３～６歳を対象としたブックリストの作成に関

する業務については中央図書館が取りまとめ業務を担当します。なお、それぞれの

項目に＜具体的な取組事例＞として、取組例を記載しました。 

 

 ア ３～６歳を対象としたブックリストの作成とその活用 

   図書館では、子どもの発達段階に応じたブックリストを作成し、提供しています。

平成 15 年度から、小・中学生を対象に、「読んでみようこんな本」を小学１・２年

生向け、３・４年生向け、５・６年生向け、中学生向けの４つの対象別に毎年作成

し、図書館内だけでなく、小・中学校と特別支援学校にも配布しています。また、

平成 21 年度には、学齢前となる０～３歳児と保護者向けのブックリスト「おひざに

だっこで楽しむ絵本」を作成し、福祉保健センターでの乳幼児健診などで配布して

います。 

しかし、４・５歳の子どもを対象としたブックリストを作成していないため、新

たに４・５歳を含む、幼稚園・保育所に通う時期となる３～６歳の子どもとその保

護者を対象としたブックリストを作成し、図書館で配布するほか、幼稚園・保育所

等を経由して保護者に配布します。 

３～６歳を対象としたブックリストには、年齢別のおすすめの絵本の紹介のほか、

家庭での絵本の読み聞かせの方法や、保護者向けに読み聞かせに関する参考資料の

紹介を掲載します。また、このブックリストをもとに保護者向けの講座を開催し、

家庭での読み聞かせの普及を図ります。 

 

＜具体的な取組の事例＞ 

  (ｱ) ３～６歳とその保護者を対象としたブックリストの作成 
  (ｲ) 幼稚園・保育所等を経由しての保護者へのブックリストの配布 
  (ｳ) ブックリストを活用した保護者向け読み聞かせ講座等の実施 
 

横浜市立図書館のブックリスト及びホームページの対象表 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
*1  ＹＯＫＯＨＡＭＡ－ＹＵＭＥ－ＮＥＴＷＯＲＫ。横浜市立学校を結ぶ学習用ネットワーク。 

重点取組 新規 

０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 ６歳 ７歳 ８歳 ９歳 10歳 11歳 12歳 13歳 14歳 15歳

ブックリスト

ホームページ

実施済み 実施予定

小中学生向けおすすめリスト『読んでみようこんな本』

(小1) (中1)

『おひざにだっこで楽しむ絵本』

３～６歳児向けブックリスト（新規）

キッズページ「今月のおすすめ本」「テーマでさがす」「よこはまについての本をさがす」

ティーンズページ
「ティーンズＢＯＯＫリスト」
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 イ 家庭での読書活動推進につながる企画事業の実施 

   子どもたちが本に親しむ習慣を身に付けるためには、乳幼児期から学齢期の子ど

もにとって最も身近な存在である保護者が、子どもと共に読書の楽しさを分かち合

い、読書に親しむことが有効です。家庭においても、読み聞かせを行う、家族で本

の感想を話し合うなど、読書の楽しさを共有することにより、読書活動がより身近

なものになります。 

 そこで、図書館では、親子向けのおはなし会等、子どもと保護者が参加できる企

画事業を実施し、家庭での読書活動推進のきっかけを作ります。おはなし会では、

乳幼児と保護者に対して、わらべうた、絵本の読み聞かせをし、本を介してコミュ

ニケーションができるように促します。また、小・中学生に対しても、本に親しむ

ことができる企画事業を実施します。 

 これらの企画事業は、「市民読書の日*2」や、「はまっ子読書の日*3」、「市民の読書

活動推進月間*4」等に開催し、横浜市全体に読書に親しむ環境を醸成していきます。 

 

＜具体的な取組の事例＞ 

 (ｱ) 親子で参加できるおはなし会等の定期的な実施 
 (ｲ) 小学生が参加できるブックトークの会やおはなし会、図書館業務体験、図書

館見学、調べもの講座等の実施 
 (ｳ) 中学生が参加できる図書館業務体験、ビブリオバトル*5、読書感想画の展示等

の実施 
 (ｴ) 子どもの読書のきっかけとなり、知的好奇心を喚起する展示の実施 
 (ｵ) 「はまっ子読書の日」や「子ども読書の日*6」等を活用した、親子で楽しめる 

読書活動啓発事業の実施 
 (ｶ) 保護者向けの読み聞かせ講座等の実施 
 (ｷ) 区民まつり等区内イベントや事業を活用した読書活動啓発事業の実施 

 

 ウ 地域の読書活動を活性化するための支援 

  現在、図書館全館で、ボランティアと協働しておはなし会を開催しています。ま

た、学校、子育て支援拠点や放課後キッズクラブ等の子育て関係機関でも読み

聞かせ等を行うボランティアが活動しています。また、地区センター、コミュニ 

                                                   
*2  毎月 23日。読書活動に関する市民の関心及び理解を深めるため、「横浜市民の読書活動の推進に関す

る条例」第８条において制定された日。 
*3  11月の第一金曜日。2010年「国民読書年」を契機として、市立学校の児童生徒・教職員・保護者への

読書の啓発や学校図書館の活性化に向けた意識の高揚を図るために横浜市教育委員会が制定した日。全

市立学校で、読書啓発活動を行っている。 
*4  11月。読書活動に関する市民の関心及び理解を深めるため、「横浜市民の読書活動の推進に関する条例」

第８条において制定された月間。 
*5  発表者が面白いと思った本をプレゼンテーションし合い、一番読みたくなった本を参加者の多数決で決

定する書評会。 
*6  4月 23日。「子どもの読書活動の推進に関する法律」第 10条により設けられた日。 

重点取組 

重点取組 
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ティハウス、市民図書室等の施設では、職員、利用者及びグループ、ボランティア

をはじめ多くの市民が読書活動に関わっています。 

 図書館では、こうした子どもの読書活動に関わる方々に対し、区役所、学校と連

携し、講演会や研修会等を開催し、読書活動の担い手の拡大とスキルアップを行い

ます。 

また、地区センターやコミュニティハウス、市民図書室、学校図書館等、図書を

所蔵している施設から、図書購入に関する相談があった場合、図書館で独自に作成・

蓄積している児童書の選定のための情報を提供していきます。 

 そして、読書活動を行っている施設や団体などに対し、団体貸出* 7やグループ貸 

出*8のサービスを積極的に活用できるよう、メールマガジン等様々なメディアを活用 

しながら広報していきます。 

 

＜具体的な取組の事例＞ 

  (ｱ) 読み聞かせ等ボランティアのニーズに合わせた研修会の開催 
  (ｲ) ボランティア活動を始めるきっかけとなる講座等の実施 
  (ｳ) 初心者向けの読み聞かせ講座等の実施 
  (ｴ) 読書活動を支えるボランティアの自主的な勉強会への情報提供や講師派遣 
  (ｵ) 幼稚園・保育所等の職員への読み聞かせのための研修会の実施 

 (ｶ) 学校図書館や地区センター等への図書の選書ツールの提供 
 (ｷ) 図書館ホームページのキッズページでの図書の紹介 
 (ｸ) 広報紙等での図書の紹介 
 (ｹ) 読書活動ボランティアへのメールマガジンの提供 
 (ｺ) 団体貸出・グループ貸出の広報推進 

 

   エ 学校図書館充実のための支援と学校教育への協力 

    学齢期にある子どもの読書活動推進のためには、学校図書館の果たす役割が大き

く、その充実が重要です。図書館は、学校図書館運営が活発に行われるよう、運営

を担う司書教諭・学校図書館担当教諭及び平成 25年度から順次配置されている学校

司書と連携し、学校図書館の現状と課題を十分に把握して、適切な支援を行います。 

    また、学校図書館の蔵書では対応できない資料について、教職員向け貸出やセッ

ト貸出*9によって提供します。そして、図書の購入の際には、セット貸出にある図書

を参考にしてもらい、学校図書館の蔵書の充実につながるよう支援します。 

    図書館は、各館が提供できるプログラム等を掲載した「学校向け支援プログラム」

を作成し、配布することにより、年間を通じた計画的な連携事業を推進します。 

                                                   
*7  読書活動の振興を目的として市内で活動する地域団体、社会教育団体等に本を貸出する制度。 
*8  市内で読書に関する活動をしているグループに本を貸出する制度。 
*9  学校の授業などで使用されるテーマの資料を、市立学校向けに一括して貸出する制度。 

重点取組 
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また、学校連携事業の全館的な取りまとめは、中央図書館サービス課の学校連携

事業担当が行います。担当は、中央図書館の管轄区である西区のみならず、各館の

学校連携事業の調整や支援を行うとともに、教育委員会事務局等の学校に関わる部

署と連携をし、学校連携事業を積極的に推進します。 

 

＜具体的な取組の事例＞ 

  (ｱ) 学校向け支援プログラムの作成と配布 
  (ｲ) 学校図書館の選書や図書の配列方法等、学校図書館環境整備に関する相談の 
     対応 
  (ｳ) 図書館見学・調べ学習の受入れ 
  (ｴ) 職業体験・職業インタビューの受入れ 
  (ｵ) 学校ボランティアを対象とした研修への講師派遣 
  (ｶ) 学校でのブックトーク・おはなし会の開催 
  (ｷ) 教職員を対象とした研修への講師派遣 
  (ｸ) 教職員向け貸出の実施 
  (ｹ) セット貸出の充実 
  (ｺ) 市立図書館ホームページ及びＹ・Ｙ ＮＥＴからの情報発信 

 

   オ 障害のある子どもへの支援 

    障害のある子どもがより読書に親しめるよう、障害特性や発達段階に応じた資料

や情報の提供を行います。また、学齢期にある子どもには、学校との連携を通じて、

図書館見学や職業体験の受入れなどにより、読書活動の推進を図ります。 

 

＜具体的な取組の事例＞ 

  (ｱ) 大活字資料・点字付き絵本等、障害に応じた資料の提供 
  (ｲ) 障害者サービスの広報推進 
  (ｳ) 児童・生徒の図書館見学や職業体験の受入れ 
  (ｴ) 障害のある子どもの保護者や担当教諭への資料の提供 

 

   カ 中央図書館における児童サービス調整担当司書の設置 

    児童サービスの円滑な運営管理のため、中央図書館内に児童サービス調整担当司

書を設置します。この児童サービス調整担当司書は、各館が実施している児童サー

ビスの情報収集と提供、企画実施のサポートなど、児童サービスに関する連絡調整

と、担当司書へのアドバイスを行います。また、担当司書向けに必要な研修を企画・

実施し、児童サービスを行う人材を育成します。 

 

 

新規 
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＜具体的な取組の事例＞ 

  (ｱ) 地域館の児童サービスに関する情報の収集と提供 
  (ｲ) 児童サービス担当司書向け研修の実施 
  (ｳ) 児童サービス５か年計画の進捗状況の把握と中間振り返り・最終評価のとり 

まとめ 
  (ｴ) 次期児童サービス５か年計画の策定 

 
（２） 地域特性による選択的な取組 

  以下は、各館あるいは方面別等により、その地域の特性にあわせて選択実施しま 

す。 

 

   ア より身近な会場における保護者向けの講座の開催 

 読み聞かせ等、子どもの読書に関する講座を図書館内の会場で実施するだけでな 

く、保護者にとってより身近な、参加しやすい会場で開催します。 

 

＜具体的な取組の事例＞ 

  (ｱ) 乳幼児健診の会場や幼稚園・保育所、子育て支援拠点等での保護者への絵本

やわらべうたの紹介 

  (ｲ) 幼稚園・保育所、子育て支援拠点等を会場とした保護者向け講座の開催 

 

   イ 子どもの読書に関わる施設における図書の整備への支援  

 幼稚園・保育所、地区センター等の図書を所蔵する施設の図書の収集や配列方法、

貸出方法等の相談に応じ、図書が利用しやすい環境整備の支援を行います。 

 

＜具体的な取組の事例＞ 

(ｱ) 幼稚園・保育所、地区センター等の図書コーナー等の整備相談の対応 
(ｲ) 整備相談に関する資料の紹介 
(ｳ) 幼稚園・保育所、地区センター等での図書コーナー等の整備に関する講座の 

実施 
 

   ウ 地域の読書活動団体のネットワーク化の推進 

    学校や施設で活動している読書活動団体の交流会等を開催し、読書活動団体相互

の交流を活発にします。 

 

＜具体的な取組の事例＞ 

 (ｱ) ボランティア等の交流会の開催 
 (ｲ) 読書活動を行っている施設の職員等の交流会の開催 

新規 
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   エ 外国籍と外国につながりのある子どもへの支援 

今後需要が増えると考えられる外国語資料の収集について、地域の国際交流ラウ 

ンジ等に寄贈を広く呼びかける等、他機関との連携を進めます。また、収集した外

国語資料も活用して、多言語のおはなし会など、外国籍と外国につながりのある子

どもの読書活動の推進を図ります。 

 

＜具体的な取組の事例＞ 

  (ｱ) 外国語資料の収集と寄贈への取組実施 
  (ｲ) 様々な外国語によるおはなし会の実施 
  (ｳ) ボランティアと協働しての通訳付き図書館見学の実施 
  (ｴ) 日本語教室等での本の紹介 
  (ｵ) やさしい日本語で書かれた案内・掲示の作成 
  (ｶ) 多文化理解を推進するための企画事業の実施 

 

   オ 方面別ブロック等での企画事業の実施 

 効率的に、また司書同士の交流を通してより充実した事業を実施するため、方面

別の４ブロックや近隣図書館で相互に協力して事業を実施します。 

 
【方面別ブロックの考え方】 
東部ブロック…鶴見区・神奈川区・西区・中区・南区 
西部ブロック…保土ケ谷区・旭区・泉区・瀬谷区 
南部ブロック…港南区・磯子区・金沢区・戸塚区・栄区 
北部ブロック…港北区・緑区・青葉区・都筑区 
※このブロックの分け方は、こども青少年局「親子の居場所」マップ及び教育委員

会事務局方面別学校教育事務所と同様です。 
 

＜具体的な取組の事例＞ 

   (ｱ) 読み聞かせ講座等の協力実施 
   (ｲ) 展示物・図書リストの作成と共有 

(ｳ) 研修講師の相互協力 
(ｴ) 地域の読書活動の情報交換 
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※横浜市立図書館児童サービス５か年計画（平成 27 年度～平成 31 年度）の概念図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図書館は、社会情勢の変化に対応しながら、子どもの読書習慣の定着化と読書意欲

の向上をめざして、区役所や学校等と連携し、子どもが読書を身近に感じるための取

組を積極的に行います。 

 
 
 

 

 

【重点取組】 家庭での読書活動の推進 

全
館
的
な
取
組 

３～６歳を対象としたブックリストの作成とその活用 

家庭での読書活動推進につながる企画事業の実施 

地域の読書活動を活性化するための支援 

学校図書館充実のための支援と学校教育への協力 

障害のある子どもへの支援 

中央図書館における児童サービス調整担当司書の設置 

選
択
的
な
取
組 

より身近な会場における保護者向けの講座の開催 

子どもの読書に関わる施設における図書の整備への支援 

地域の読書活動団体のネットワーク化の推進 

外国籍と外国につながりのある子どもへの支援 

方面別ブロック等での企画事業の実施 

 

 

 
 

横浜市立図書館児童サービス５か年計画 

 

重点取組 

重点取組 

重点取組 

重点取組 

子どもの読書習慣の定着化と読書意欲の向上 

実現化するための取組 

目 標 

「横浜市立図書館の目標」において、年度ごとに進捗状況をとりまとめ、 

平成 29 年度に中間振り返り、平成 31年度に最終的な評価を行います。 

 



 

 

 

 

横浜市立図書館児童サービス５か年計画 

平成 27年２月 

 

横浜市教育委員会事務局 

横浜市中央図書館サービス課 

 

〒220-0032 横浜市西区老松町１ 

電話 045-262-7341 FAX 045-231-8299 
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