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寒川総合図書館

寒川総合図書館における

子どもの読書推進活動について

資料 Ｎｏ．３



はじめに

• 寒川総合図書館では、おはなし会をはじめ、
さまざまなイベントで、子どもの読書を推進する
活動をしております。

• 日々の地道な活動が評価され、2017年度には、
子どもの読書活動優秀実践図書館の文部科学
大臣表彰を受賞いたしました。



寒川総合図書館について

• 開館： 2006年11月3日 12年目

• 蔵書数 ：図書約216,147点 ・視聴覚約9,088点 （2018年3月31日現在 ）

• 拠点： ・総合図書館と南部分室 ・北部分室 2つのサテライト
・寒川文書館（寒川に関する記録資料の調査 ・
収集・保存）を併設

• 図書館は、2017年4月から指定管理者制度を導入
株式会社図書館流通センターが運営

• チームさむかわ ： 館長はじめ、32名のスタッフで
“本のぬくもりを伝えられる図書館”を合言葉に地域の
情報拠点となる図書館をめざす



子供の読書推進のために

・ 案内
・ きっかけ・印象づけ
・受信

・ルート活用術（情報リテラシー）
・情報探索・整理・表現
・ひとりで図書館を活用できる
・発信

きっかけづくり ・受信 活用 ・発信へ

＜活動＞
・ 夏休みわくわく読書マラソン
・ さむかわジュニア司書
・パスファインダー
・夏休み調べ学習講座

など・・・

＜活動＞
・おはなし会

・赤ちゃん向け ・幼児小学生向け・
夏･クリスマスのスペシャル

・ ぬいぐるみお泊り会
・ おりがみとしょかん
・図書館探検
・読書通帳 ・子供向け展示
・ブックマーケット など・・・



きっかけづくり ・受信

ぬいぐるみ
お泊り会

おはなし会

おりがみ
図書館

子供向け展示

読書通帳 など・・・



子供向け展示

児童展示

絵本展示

ＹＡ（ヤングアダルト）展示

夏は新「さむかわ子ども読書１００選」や青少年読書感想文全国コンクールの課題図書等
を展示し、夏休みの宿題解決の助けになる本や調べ方を説明したパスファインダーを
配布しています。 また、テーマを決め「科学道１００冊ジュニア」や町と共催で縄文土器の
展示等を行います。

週替わりのテーマで絵本を展示



おはなし会

おはなし会
（赤ちゃん向けおひざにだっこ）

幼児向けおはなし会

スペシャルおはなし会

未就学児向け絵本や紙芝居の読み聞かせを
図書館スタッフおよびボランティアで実施します。

０歳から２歳の赤ちゃん向け絵本の
読み聞かせやわらべうたを
図書館スタッフが実施します。

図書館スタッフやボランティアグループによる読み聞かせ、
パネルシアター、歌やゲーム、手品などを実施します。



ぬいぐるみお泊り会

子ども達にお気に入りのぬいぐるみと一緒におはなし会に参加してもらい、
ゆいぐるみは図書館にお泊りしてもらいます。
翌日、図書館でのぬいぐるみ達の様子を撮影したアルバムを配付しています。



おりがみ図書館

図書館の「おりがみ」に関する蔵書を活用した親子向けおりがみ教室を開催しています。
また、折り方が難しいおりがみのためにおりがみ相談会も定期的に実施しています。



読書通帳

読書通帳

読んだ本の読書記録用にオリジナル読書通帳を配付しています。
子供用通帳は５０冊達成した時、表彰ページにハンコを押し、
記念バッチを授与しています。



読書・学習環境

おはなしコーナー 児童コーナー

学習室 インターネット・ＡＶブース



図書館体験ツアー、図書館見学、
体験学習、インターンシップ

一般利用者では普段、見ることのできない図書館の内部を見学し、図書館の仕事を
体験するツアーを実施したり、小学生の見学会、中学生・高校生の職場体験等、
図書館の仕事や施設を理解してもらえるように受け入れています。
概要の説明、図書館クイズ、生徒達による選書とＰＯＰ作りなどを行います。



ブックマーケット

寒川総合図書館のPRのため、町主催の古本市「寒川わくわくブックマーケット」に
参加しています。
パネルの展示や来場者にパンフレットや手作りメモ帳等を配布したり、
子供向けに手作りしおり作成コーナーも設置しています。



活用・発信

活用 ・ 発信

夏休みわくわく読書マラソン さむかわジュニア司書

・ 夏休みに読んだ本の記録
・参加賞 ・認定証の授与

・本や読書の楽しさを実感
・読み続けることを習慣化
・学校との連携

・図書館の使い方を学習・体験
・司書の活動を学習 ・体験

・ 図書館を活用できる
・ 発見の楽しさから発信へ
・ 学校や地域での読書活動展開を
担える



夏休みわくわく読書マラソン

夏休みの子どもの読書を支える

読む楽しみ 習慣化 共 有

本に触れる体験や
読書の楽しみを感じる

・ スタンプを集める楽しみ

・ 集めてプレゼントで
達成感

1ヶ月間読書する習慣

・ たくさんの本を読む
じっくり読む

・ 読書を記録する

面白かった・感動した本を
おすすめする

・ 同じ世代へ本を薦める

・薦められた本を
読んでみる



夏休みわくわく読書マラソン

読んで
夏休みの読書記録
マンガ以外の本を読もう

スタンプ

参加賞

記録を図書館へ持ってきてスタンプ押そう

読んだ冊数に応じて参加賞もらおう

1冊以上 ： しおり
10冊以上 ： 認定証

主な対象 ： 町内 小学生 5校にカードを配付
2010年 ～ 延べ 3,454人参加



読書記録

読んで
読んだ本の 「タイトル」 ・ 「作者名」 ・
「読み終わった日」 ・ 「感想」 を記録



スタンプラリー

スタンプ
・ マラソンの 「道」 に見立てて、スタンプを押していく
・ 「ここまで読みたい」と目標をもって読書。スタンプを
押すことやスタッフと話すことで読書の楽しみを認識

～ 2016年版 2017年版 寒川町マラソン クイズ付き
答えは11冊目以降のカードにあります



読書の楽しみ

参加賞

読んだ冊数に応じて参加賞もらおう
1冊以上 ： スタッフの手づくり しおり
10冊以上 ： 認定証

寒川町の
手づくり しおり

名前と冊数が
はいった
「自分だけの
認定証」



こだわりのしおり

スカイツリー＆
ロンドンオリンピック

３Ｄテレビ ブーム
３Ｄメガネ

指の温度で
占おう



発信と共有

• 読んだ本で面白かった、感動した本をおすすめする

→ 館内掲示

• 子ども目線のおすすめ本の発信・共有
おすすめ
カード

「この本、おすすめだよ！」
カードに記入

↓
提出

館内に掲示して共有



2017年度データより

• 参加者 506名(全対象）

→うち町内小学生 493名／2,601名 約1/5人が参加

• 読書冊数は、10冊以上が8割

• 小学3年までは増加、4年からは減少傾向
読む本の質・レベル向上のため、じっくり読んでいるか？

１０冊

未満

17%

１０冊

以上

83%

町内小学校 総計
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わくわく読書マラソン 2018

• 今年は 「日本一周」 に チャレンジ！

• 10冊以上が多かったことから、これまでは「1枚＝10冊スタンプ欄」 を

「今年は1枚＝20冊以上スタンプ欄」 もう少しだけ読んでみようと思わせる

1冊～24冊 東日本
10冊目は 「神奈川県」

特別に、寒川総合図書館に
「青だ～なくん」をスタンプ！

25冊～47冊 西日本



読書マラソンまとめ

• 夏休みの子どもの読書を支える重要な活動

• 本に触れる体験や読書の楽しみを
感じてほしい

→ スタンプ ・参加賞

• 夏休み中続けることで、読書の習慣化

• おすすめ本の発信・共有
→ 子ども同士の目線

• 今後も継続。参加率をいかに上げていくかが
課題



活用・発信

活用 ・ 発信

夏休みわくわく読書マラソン さむかわジュニア司書

・ 夏休みに読んだ本の記録
・参加賞 ・認定証の授与

・本や読書の楽しさを実感
・読み続けることを習慣化
・学校との連携

・図書館の使い方を学習・体験
・司書の活動を学習 ・体験

・ 図書館を活用できる
・ 発見の楽しさから発信へ
・ 学校や地域での読書活動展開を
担える



さむかわジュニア司書

目的
・楽しみながら図書館活用術を学ぶ
・ 自分の居場所で発信する
・ 情報の拠点として図書館を活用できる、
自立した大人へ！

活動
2016年7月 小学5年 ・ 6年 10名でスタート
・ 7月～10月 ジュニア司書講座 4回と実習2回
・ 11月 認定式 → さむかわジュニア司書 1期生誕生
・ 認定後 全6回の活動

子どもが主役



認定までの過程

４
つ
の
講
座

１．図書館ってどんなところ？

２．分類 ・レファレンス

３．展示コーナーをつくる

４．資料の装備 ・読み聞かせ

２
つ
の
実
習

１． ミニビブリオバトルと
文書館探検

２．お薦め本の選書と
ポップつくり



受講の様子

講座アイスブレーキング

恐竜の展示コーナー作り

絵本の読み聞かせ ミニビブリオバトル



１．クリスマス展示コーナー
２． 新春福袋
３． 配架 ・読書通帳
４． 図書館通信
５． 展示 ： 「ジュニア司書が薦める一冊」

さむかわジュニア司書誕生

認定式 認定後の活動

展示 ： 「ジュニア司書が薦める一冊」より、ジュニア司書が作成したおすすめカード



ジュニア司書にききました



２年目の活動

＜声2＞
図書委員になった！
本読み推進イベントで、
手作りしおりとスタンプ
カードを作ったら好評
だった！

＜声１＞
中学に入学したら、
ジュニア司書の
仲間と図書委員会で
再会！
新しい取り組みが
できそう！

ジュニア司書の成長にあわせて活動
１．カウンタ返却体験
２．新春福袋
３．読み聞かせ

＜声3＞
もっと活動したい！



さむかわジュニア司書 ２０１８

• ミニビブリオバトルの実習は 1期生も参加
→  1期生が2期生をサポート

• 1期生は自分の居場所で発信をしている
→ 2期生も同じように活躍してほしい

2期生：小学 5年・ 6年生 7名

・ 4講座 必修

・ 4実習中 2実習を選択
認定



2018年 夏休み！

・ 読書マラソン 8年目

・ ジュニア司書 1期生 3年目

・ ジュニア司書 2期生スタート

・ 宿題お助け調べ隊

・ パスファインダー

・ 展示



チームさむかわも成長

連帯感

話合い使命感

図書館
としての
成長

個性
発揮

スタッフの経験値・意識の向上が、図書館の成長につながる
・ 90％以上がおはなし会経験
・学び、外部講座受講などの自己研鑽の姿勢
・業務全般で、子どもに寄り添い、丁寧な声かけ



本とともに豊かな人生を

赤ちゃん

おひざにだっこ

幼児
・ おはなし会

・ ぬいぐるみ

・おりがみ

子どもの頃の読書体験が本のある
豊かな人生につながります。
これからも、地域と子どもに寄り添った
支援活動を続けていきます。

小中学生
・ ジュニア司書

・読書マラソン

大人
本とともに
豊かな人生


