
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

横浜市立図書館児童サービス５か年計画振り返り 

 
 
 
 
 
 
 
 

平成 26年９月 

 
 
 
 
 

横浜市中央図書館 サービス課 

 

 
 
 
 
 



1 
 

１ 横浜市立図書館児童サービス５か年計画について 

  横浜市立図書館児童サービス５か年計画（以下「児童サービス５か年計画」）は、「第

二次横浜市子ども読書活動推進計画」（＊１）及び「横浜市立図書館アクションプラン」（＊

２）を実現するため、平成 23 年３月に策定しました。子どもの主体的な読書習慣を形成

するため、保護者・保育者・幼児教育者への支援を中心とし、全館で行う 15の具体的な

取組と、地域の特性により選択的に行う５つの取組から成されています。計画期間は平

成 22年度から平成 26年度までの５か年です。 

 
２ 振り返りについて 

  児童サービス５か年計画の計画期間の最終年度にあたる平成 26年度までの具体的な取

組について達成状況を検証し、振り返りを行いました。この振り返りを踏まえ、今後の

方向性を確認し、その結果を平成 26年度策定予定の次期計画に反映させます。 

 
３ 振り返り総括 

  児童サービス５か年計画について、おおむね計画通りに進捗していることを確認しま

した。取組項目のうち、主なものについての振り返りは次のとおりです。 
 

(1) これからの児童サービスに求められる役割 
 子どもの読書活動を支援する大人である保護者・保育者・幼児教育者に対し、読み聞

かせや読書の大切さ、意義について、広く普及を図ることを市立図書館の役割としてい

ました。そのため、保護者向けの読み聞かせ講座を開催したり、保育所や幼稚園で保育

士向けの研修を行いました。また、幼稚園長会・保育所長会等で図書館をＰＲし、組織

的に連携をした図書館もありました。 
 

(2) これからの横浜市立図書館の児童サービスの取組 
 「子どもと保護者への働きかけ」では、前述の保護者等への支援のほか、児童のため

の蔵書の充実を行うため、長く読み継がれている図書の買い替え・補充や、調べ学習を

支援する資料を収集しました。また、子どもが自ら調べられるように案内や掲示の見直

しを行ったり、地域のニーズに合わせてコーナーを作る等、子どもが読む意欲があると 
 
 
＊１ 横浜市の地域特性に応じた読書活動を新たな視点に平成 23 年３月に策定。家読み（家庭におけ

る読書活動）の推進と、家庭・地域・学校との連携協力を重点としています。 

＊２ 「市民の自立への知的支援・市民の自己実現のための支援・市民の自主的な活動への支援」を横

浜市立図書館の役割として平成 23年１月に策定。司書の専門性を発揮したサービスとして「子ども

の読書活動の支援」を重点取組としています。 
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きに、資料が提供できる環境を整備しました。また、「子ども読書の日」や「はまっ子

読書の日」、夏休みを中心に、子どもが読書の楽しさを知るような企画事業を全館で行

いました。特に、子どもが主体的に「調べもの」をするように、小中学生の図書館業

務を体験するプログラム等でクイズ形式の「調べもの」を取り入れました。 
 「外部機関との連携」では、保育所・幼稚園・学校等と連携し、読み聞かせ講座や

おはなし会等を開催し、子どもの読書活動を推進しました。「学校との連携」では、教

職員および学校図書館への支援として、教職員の求めに応じて資料を貸し出したり、

学校ボランティアを含めた学校図書館に関わる大人を対象とした研修を行いました。 
 「障害のある子どもへの支援」では、学校連携事業を中心に、図書館見学や職業体

験などを行いました。 
「外国籍と外国につながりのある子どもへの支援」では、全館的に地域の特性に合

わせた言語の資料を収集しました。また、地域のニーズに合わせて、多言語のおはな

し会や図書館見学を行う図書館もありました。 
 「図書館からの情報発信」は、横浜市立図書館ホームページのキッズページや、Ｙ・

Ｙ ＮＥＴ（＊３）を通じて、児童書や企画事業の情報を積極的に発信しました。 
 

(3) 効率的・効果的な事業実施 
 児童サービスの事業計画を毎年各館の「図書館の目標」（＊４）で策定し、振り返りを

行いました。また、方面別ブロック（＊５）では、全方面で学校司書研修を行ったのを

始め、西部と北部ではボランティア向け講座を開催しました。 
 

(4) 各館における事業実施のための環境整備 
中央図書館サービス課の職員が、地域図書館の司書に対して、参加しやすいように方 

面別に会場を分けて、同一のプログラムの研修を開催しました。ただし、中央図書館 
に方面別の担当司書を配置することはできませんでした。 

 
 
 

＊３ ＹＯＫＯＨＡＭＡ－ＹＵＭＥ－ＮＥＴＷＯＲＫ。横浜市教育情報ネットワーク。 

＊４ 横浜市立図書館では、毎年「図書館の目標」を策定し、各図書館で具体的な取組項目と成果指

標を設定し、事業取組を推進します。また、目標の達成状況を検証・公表し、次年度の取組に活

かします。 

＊５ 東部（鶴見区・神奈川区・西区・中区・南区）、西部（保土ケ谷区・旭区・泉区・瀬谷区）、

南部（港南区・磯子区・金沢区・戸塚区・栄区）、北部（港北・緑区・青葉区・都筑区）の４ブ

ロックに分けています。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

教育委員会方面別学校教育事務所と同様のものを採用しています。 
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(5) まとめ 
  蔵書の充実とフロアーの整備によって、子どもが自ら資料を探し出し、主体的に学ぶ

ことができるような環境が整備され、子どもの読書活動を推進することができました。 
外部機関との連携については、全館で学校連携事業が安定的に行われている一方で、 

保育所等からの要請により、読み聞かせ講座等を開催した館が９館（50％）、福祉保健セ

ンターと連携した図書館が４館（22．2％）、子育て支援拠点と連携した館が 12館（66.6％）

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のための事業は、

市立図書館全体として活発な取組とは言えませんでした。 
 

４ 今後の方向性 

  今後は、子どもの読書活動の推進の基盤となる蔵書の更なる充実と、フロアーの整備

を引き続き進めながら、家庭での読書活動の推進に重点を置き、サービスを展開します。

特に、保護者に対し、読み聞かせ等の大切さや意義を広く伝え、読書の楽しさを家庭で

共有できるようにします。 
  また、「外部機関との連携」「障害のある子どもへの支援」「図書館からの情報発信」等

の取組は、図書館全体で引き続き進めますが、「地域特性による選択的な取組」の中には

全館で取り組んでいる項目もあるため、取組事項の見直しを行います。 
そして、計画どおりに進捗できなかった「中央図書館の方面別の担当司書の配置」や

「利用者用検索機からホームページの児童書紹介ページの閲覧」については見直します。 
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５ 各項目ごとの振り返り 

（１）これからの横浜市立図書館の児童サービスの取組 

取組内容 振り返り（平成 26年度） 

子どもと保護者への働きかけ 

 （ｱ）児童書の収集・整

備 
長く読み継がれてきた図書を中心に、子どもの心を育て

る本や乳幼児むけの絵本等を全館で収集しました。また、

利用状況に応じて複本を用意し、子どもが読む意欲があ

るときに図書が提供できるように、環境を整備しました。

（計画通り進捗） 
 （ｲ）「調べもの」支援 調べものに役立つ資料を収集しました。また、子ども自

身が調べものをする際、資料を探しやすいように、書架

表示の見直しを行った館が６館ありました。そして、小

中学生対象の図書館の業務を体験するプログラムや中学

生の職業体験等でクイズ形式の調べものを取り入れた

り、パスファインダーを作成する等、子どもが主体的に

調べものをするプログラムを実施しました。（計画通り進

捗） 
 （ｳ）保護者への支援 全館の窓口で保護者からの読書相談を受けました。また、

各館の取組として、図書館を会場として保護者向けに読

み聞かせやわらべうたの講座を開催した館が９館、保育

所等と連携して保護者向けに講座を開催した館が 11 館

ありました。（計画通り進捗） 
 （ｴ）企画事業の実施 「子ども読書の日」や「はまっ子読書の日」、夏休みを中

心に、子どもが読書の楽しさを知るような企画事業を全

館で行いました。また、乳幼児向け・小学生向け・親子

向けのおはなし会等、対象別におはなし会を継続して開

催しています。そのほか、本を紹介する「ブックトーク

の会」、「ぬいぐるみといっしょのおはなし会」、「閉館後

のおはなし会」等、各館工夫して実施しました。（計画通

り進捗） 
外部機関との連携 

 （ｱ）区役所との連携 区役所の事業への協力を 14 館で行いました。また、福祉

保健センターで毎月行われる乳幼児健診で、おはなし会

や図書館のＰＲを行った館が４館ありました。（計画通り
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進捗） 

（ｲ）保育所・幼稚園等

との連携 
幼稚園協会・保育所長会等で図書館のＰＲを行った館が

４館ありました。また、区全体の保育士研修で読み聞か

せ講座を行ったり、保育所を会場として、保護者向けに

絵本の読み聞かせ講座を行いました。（計画通り進捗） 
 （ｳ）学校との連携 横浜市立図書館が策定した「学校支援計画」に基づき、

全館で学校への支援を行いました。自立的な学校図書館

の運営を目標として、学校図書館環境整備相談や、教諭

向け研修・ボランティア向け研修を行いました。平成 25

年度から配置された学校司書についても、学校司書研修

での講座の実施や、日常的な相談やレファレンスに応じ

ました。また、教職員向け貸出・セット貸出は、平成 22

年度～25 年度で 5,473 件 145,489 冊の利用がありまし

た。（計画通り進捗） 
障害のある子どもへの支援 学校からの図書館見学・職業体験の受入を行いました。

また、担当教諭のレファレンスに対応しました。（計画通

り進捗） 
外国籍と外国につながりの

ある子どもへの支援 
英語や中国語、韓国・朝鮮語を始め、アラビア語やタガ

ログ語等、さまざまな外国語の資料を収集し、提供しま

した。また、外国語の案内表示の見直しを行った館や、

外国語でのおはなし会や図書館見学を行った館がありま

した。（計画通り進捗） 
図書館からの情報発信 

 （ｱ）図書館ホームペー

ジの充実 
平成 24年度にボランティア向けの「ボランティア活動お

役立ち情報」のページを新設しました。また、おはなし

会等の企画事業の情報や、プログラム等を掲載し、充実

を図りました。（計画通り進捗） 

 （ｲ）Ｙ・Ｙ ＮＥＴに

おける情報提供 

各館で作成した学校支援プログラムを掲載しました。ま

た、パスファインダーや図書再活用会のお知らせ、司書

が作成したブックリスト等、教諭に役立つ情報を提供し

ました。（計画通り進捗） 

地域の特性に応じた各館で

の目標設定 

毎年、各館の「図書館の目標」で、児童サービスに関す

る目標を策定し、事業効果について振り返りを行いまし

た。（計画通り進捗） 
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方面別ブロックによる事業

実施 

平成 25年度の学校司書研修において、方面別に研修を行

いました。また、西部（保土ケ谷・旭・泉・瀬谷）と北

部（港北・緑・山内・都筑）それぞれで協力し、ボラン

ティア向けの講座を開催しました。（計画通り進捗） 

各館における事業実施のための環境整備 

 （ｱ）中央図書館の支援 方面別に担当司書を配置することはできませんでした。

ただし、展示物品及び掲示物を作成して提供したり、地

域館で受けられなかった学校連携事業を中央図書館の職

員が行い、地域館の支援を進めました。（計画の見直し） 

（ｲ）人材育成 サービス課職員が、図書館司書に対して、参加しやすい

ように方面別に会場を分けて、同一のプログラムの研修

を開催しました。（計画通り進捗） 



7 
 

（２）具体的な取組 

 ア 全館的な取組 

取組内容 振り返り（平成 26年度） 

蔵書の充実 

 （ｱ）児童書評価研修の実

施 
月１回、全館の児童書選定担当者向けに、図書の評価や紹介

文の書き方の研修を行いました。（計画通り進捗） 
 （ｲ）長く読み継がれてい

る図書の買い替え・補充 
横浜市立図書館が発行している『おひざにだっこで楽しむ絵

本』『よんでみようこんな本』で紹介した図書、また『はまっ

子読書ノート』や『本の世界をひろげよう』に掲載されてい

る図書の買い替えや補充を行いました。（計画通り進捗） 
 （ｳ）子どもの調べ学習を

支援する資料の整備 
調べ学習に役立つ辞典・辞書類を収集しました。また、教科

書に掲載されている図書や、教科学習に役立つ図書、校外学

習等で子どもが出かける先のパンフレットを収集しました。

（計画通り進捗） 
フロアーの整備 

 （ｱ）子どもの安全を考慮

し、図書を探しやすいレイ

アウトの見直し 

子どもが本を選びやすいように書架等の配置の見直しをした

館がありました。また、子どもの安全に配慮し、巡回、不審

者注意の掲示、防犯ミラーや防犯カメラの設置等を行いまし

た。（計画通り進捗） 
（ｲ）サービスの対象を明

確にしたコーナー作り 
各館のニーズに合わせて、ボランティアや保護者を対象とし

た「読み聞かせに向く絵本コーナー」「子育て支援情報コーナ

ー」や、小学校低学年を対象とした「はじめて読む物語コー

ナー」等を設置しました。（計画通り進捗） 
（ｳ）子どもにわかりやす

い案内・掲示 
子どもが自分で読みたい図書が探せるよう、案内表示や書架

のサインの見直しを行いました。（計画通り進捗） 
 （ｴ）楽しい空間の演出 子どもが図書館に親しむために、閲覧室・児童コーナーに季

節感を意識した装飾を行いました。一方、各館での作成物を

共有する点については、事例はありませんでした。（計画の見

直し） 
学校連携事業 

 （ｱ）学校教育への支援 

 

図書の提供・研究授業への協力、教職員のレファレンスに対

応しました。また、学校図書館研究会での研修の講師を務め

る等、学校教育の支援を行いました。（計画通り進捗） 
 （ｲ）学校図書館運営支援 学校図書館の運営について、司書教諭や学校司書の相談に対
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応しました。また、学校図書館の環境整備を行うボランティ

アに対しても支援を行いました。（計画通り進捗） 
自主企画事業 

 （ｱ）おはなし会の見直し 子どもたちがおはなし会に参加しやすいように、曜日や時間

を見直し、会議室から絵本コーナーに会場を変更する等、さ

まざまな工夫を行いました。また、ボランティアによるおは

なし会の導入を始めた館もありました。（計画通り進捗） 

（ｲ）子ども向け「調べも

の」講座 

調べ学習の方法をメインとした企画事業開催や、図書館業務

を体験するプログラムの中で「調べもの」を導入しました。

また、みどりアップ推進課と協力し、自然遊びと「調べもの」

を組み合わせた「森のプレイパーク事業」を開催しました。

（計画通り進捗） 

 （ｳ）子どもの知的好奇心

や創造性を刺激する展示 

テーマによる図書などの展示を行いました。また、中央図書

館で作成したパネルを利用して、地域館で巡回展示をしまし

た。（計画通り進捗） 

情報発信 

 （ｱ）図書選択を援助する

情報 

小中学生向けのブックリスト『よんでみようこんな本』や、

乳幼児の保護者向けパンフレット『おひざにだっこで楽しむ

絵本』、読み聞かせボランティア向けパンフレット『本の世界

をひろげよう』を配布しました。また、ホームページで「今

月のおすすめ本」を毎月更新しました。そして、各館で、保

護者や保育士向けの講座などでブックリストを作成し、配布

しました。（計画通り進捗） 

 （ｲ）ボランティア活動を

支援する情報 

ボランティア情報データベースに登録をした横浜市内の団体

に向けて、電子メールで行事案内を送付しました。また、ポ

スター・チラシの掲示・配布を通じて、ボランティア活動や

子どもと図書に関する情報を提供しました。（計画通り進捗） 

 （ｳ）メールマガジンの発

行 

対象読者ごとのメールマガジンについて検討し、ボランティ

ア向けに配信を開始しました。（計画通り進捗） 

 （ｴ）利用者用検索機から

ホームページの児童書紹

介ページを閲覧 

利用者用検索機からインターネットへのアクセスはセキュリ

ティ上の課題があり、実施しませんでした。ただし、図書館

ホームページのブックリストから所蔵情報へリンクさせまし

た。（計画の見直し） 
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イ 地域特性による選択的な取組 

取組内容 振り返り（平成 26年度） 

保育士・幼稚園教諭・その他

保育者向け研修 

保育所・幼稚園からの要請により、読み聞かせ講座等を開催

しました（18館中９館実施）。 

福祉保健センター・子育て支

援拠点における保護者向け

講座 

区役所が所管する各機関において、保護者向けの講座を開催

しました。福祉保健センター（18館中４館実施）、子育て支

援拠点（18館中 12 館）で開催しました。 

子ども読書活動支援ボラン

ティアの養成・活動支援 

読み聞かせボランティアに対する講座や、ボランティアの交

流会を開催しました（全館で実施）。 

障害のある子どもへの支援 学校からの図書館見学・職業体験の受入を行いました（18

館中 14館実施）。障害のある子どもへの支援は、主に学校連

携事業で行われました。 

外国籍と外国につながりの

ある子どもたちへの支援 

地域のニーズに応じて、多言語資料を充実させました（全館

で実施）。館内案内表示の整備や、多言語のおはなし会や見

学会を開催する等、各言語で支援を行いました。（18館中 11

館実施） 

 


