
平成30年度西宮市子ども読書活動推進行事実施計画書

１　子育て支援施設・保育所・幼稚園における読書活動の推進

開催課 行事名 日　　程 場　　所 対　　象 目　　標 定員等

①4月18日（水）
②7月18日（水）
③10月24日（水）
④1月23日（水）

中央保健福祉
センター

①6月21日（木）
②9月20日（木）
③12月18日（木）
④3月6日（水）

鳴尾保健福祉
センター

①4月16日（月）
②6月18日（月）
③8月27日（月）
④10月22日（月）
⑤12月17日（月）
⑥2月25日（月）

北口保健福祉
センター

20～30人
／回

①6月13日（水）
②12月12日（水）

塩瀬公民館

①9月28日（金）
②3月18日（月）

山口保健福祉
センター

中央保健福祉
センター

北口保健福祉
センター

保育園こども図書館 週1回 民間保育所 在宅親子、在園親子
保育所で絵本の貸出しを行い、子供の年齢や
興味にあった絵本を提供することで、子供の読
書活動を推進する。

―

スマイル体験 スマイル体験 公立保育所 在宅親子
保育所で一緒に遊びながら絵本を楽しみ、子育
て相談などを通して家庭でも絵本に親しめるよ
うにする。

10組程度

チャレンジ研修
絵本と読み聞かせワーク
ショップ

7月7日（土） 子育て総合センター
保育所、幼稚園・小学
校教諭、乳幼児期の教
育に携わる職員

絵本を好きな子供が一人でも多く育つことを願
い、教職員の子供の心を育てる絵本の読み聞
かせなどのスキルを高めていく。

30人

専門課題研修
人と人をつなぐ絵本の読
み聞かせ

9月10日（月） 子育て総合センター
保育所、幼稚園・小学
校教諭、乳幼児期の教
育に携わる職員

子供の心を育て、人と人をつなげる絵本活動の
重要性について学ぶ。

60人

人形劇 年間1回程度 子育て総合センター 就学前の子供、保護者
親子そろって、人形劇の楽しさに触れるとともに
親子での共有体験の機会とする。

150人

えほんとのであい・・・う
ふ・うふうふ

毎週木曜日
子育て総合センター
付属あおぞら幼稚園

就学前の子供、保護者
親子で絵本の読み聞かせを楽しみ読書に親し
みを持つ。

10～60人

絵本室の開放
月～金　14:00～16:00
土日、幼稚園休業日
10:00～16:00

子育て総合センター
付属あおぞら幼稚園

就学前の子供、保護者
いつでも親子で絵本を手にとり、一緒に見たり
絵や言葉を楽しんだりする。

―

地域保健課

保育所事業課

子育て総合
センター

社会教育課 絵本の読み聞かせ 妊娠中期の初妊婦
絵本をとおして、子供と向き合い、子供の心を育
んでもらうとともに、子育ての楽しさを知ってもら
う。

20～25人
／回

5～10人
／回

乳児相談来所者
（13ヶ月未満の親子）

乳児相談実施日
（年１1回）

絵本の読み聞かせ
ブックスタート関連事業として、乳児期から親子
で絵本の読み聞かせを楽しみ、親子のふれあ
いと絵本を通して心豊かに育つこと。

15人／回
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開催課 行事名 日　　程 場　　所 対　　象 目　　標 定員等

子育て総合セン
ター、

付属あおぞら幼
稚園

ニコニコえほん
幼稚園開園日の毎週
火曜日

子育て総合センター
付属あおぞら幼稚園

幼稚園児、就学前の子
供、保護者

好きなときに自由に絵本に親しむ。
親子での絵本の時間を楽しむ。

―

-

２　学校における読書活動の推進

開催課 行事名 日　　程 場　　所 対　　象 目　　標 定員等

学校教育課
西宮市小・中学生
読書感想文コンクール

夏休み前後～9月末 各小中特別支援学校 児童、生徒
本に親しみ読書の習慣化を図る。また読書の感
動を文章に表現することを通して豊かな人間性
や考える力、自分の考えを表現する力を育む。

―

中学生の読書会
図書委員の集い

8月21日(火）予定 総合教育センター 生徒、保護者
同じ1冊の本を読んで、感想等を意見交流し、読
書の楽しみを広げるとともに、豊かな感性を培
う。

80人

小学生のふれあい読書
会

１0月24日（水）、10月
31日（水）予定

各小中特別支援学校 児童、保護者
同じ本を読んで感想等を意見交流し、読書の楽
しみを広げるとともに、豊かな感性を培う。

約400人

読書感想画コンクール 冬休み前後 各小中特別支援学校 児童、生徒
読書力・表現力を養い、読書の活動をすすめる
とともに、豊かな感性を培う。

―

学校図書館指導員配置 通年 各小中特別支援学校 児童、生徒、教職員

児童生徒の理科・科学関係図書の活用促進に
向けて、各校の司書教諭（学校図書館教育担当
者）と学校図書館指導員等の連携を支援するこ
とにより、児童生徒の読書環境の充実を図る。

市内全小・
中・西宮養
護学校に
配置

教科指導等相談事業
（学校図書館活動等）

通年
各小中特別支援学
校、各幼稚園

全園児、児童、生徒、
教職員

読書活動を広げ、読書体験を深める。
20～25校

園

読書の達人認定 通年 各小学校 児童
自ら意欲をもって読書し、読書習慣の日常化を
図る。

―

各学校園でのイベント支
援

通年
各小中特別支援学
校、各幼稚園

園児、児童、生徒
各校独自の読書活動に係るイベントを支える担
当職員や学校図書館ボランティア等を支援す
る。

81校園
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３　図書館における読書活動の推進

開催課 行事名 日　　程 場　　所 対　　象 目　　標 定員等

中央図書館
みんなでたのしもう！！
おはなしいろいろ はるの
まき～

4月15日（日） 中央図書館 概ね5歳～、保護者
親子で絵本の読み聞かせを楽しみ、読書に親し
みを持ってもらう。

50人

「読んでごらんおもしろい
よ」　図書展示

7月上旬 中央図書館
幼児、小中学生、保護
者

図書目録「読んでごらんおもしろいよ」の本の周
知・貸出促進。夏休みの読書活動の参考とす
る。

―

みんなで楽しむストー
リーテリング

7月25日（水）、
3月下旬

中央図書館 概ね5歳～小学生
親子でストーリーテリングを楽しみ、読書に親し
みを持ってもらい、想像力を育てる。

50人／回

第6回図書館を使った調
べる学習講座

講座
①6月3日（日）、②6月
17日（日）、③まとめ8
月21日（火）
相談会
7月8日（日）、 7月24日
（火）、7月26日（木）、 8
月1日（水）、8月3日
（金）、8月7日（火）

中央図書館 小学4年生～中学生
調べることを目的にした図書館利用を促進し、
図書を使った調べ方・まとめ方を学ぶ。

25人

スペシャルおはなし会
8月中旬～下旬、
12月下旬

中央図書館
概ね5歳～小学生、保
護者

親子で絵本の読み聞かせを楽しみ、,読書に親
しみを持ってもらう。

50人／回

みんなでたのしもう！！
　おはなしいろいろ  ～あ
きのまき～

10月21日（日） 中央図書館
概ね5歳～小学生、保
護者

親子で絵本の読み聞かせを楽しみ、,読書に親
しみを持ってもらう。

50人

おはなし会
毎週水曜日、毎月第3
日曜日、毎月第3金曜
日

中央図書館
概ね3歳～小学生、保
護者

絵本の読み聞かせを楽しみ、,読書に親しみを
持ってもらう。

20人／回

北部図書館
子ども読書の日「がいこ
くごのえほんにふれてみ
よう」

4月下旬 北部図書館 幼児～小学生
外国語への興味、読書への関心を深めてもら
う。

15人

まちライブラリー協賛「や
さいスタンプでとしょかん
バッグをつくろう！」

5月下旬 北部図書館 幼児～小学生 野菜への興味を引きだし、食育へとつなげる。 15人

みやたんおはなし会 7月下旬 北部図書館 幼児～小学校低学年
みやたんを通じて郷土への関心を引き出し、読
書活動につなげる。

15人

夏休み工作 8月上旬 塩瀬公民館 小学生、保護者
夏休みの自由研究の参考となるような主題の図
書の紹介を通して本への興味を引出す。

15人

こわーいはなしのおはな
し会

8月下旬 塩瀬公民館 小学生以上
季節にちなんだ集会行事を開催し、関連する本
を通して読書や図書館に親しんでもらう。

30人

みんなのすきな本おしえ
て！

11月頃 北部図書館
小学校高学年～高校
生

参加型行事を開催し、読書への関心・興味を引
き出す。

―

正月工作 1月頃 北部図書館 幼児～小学生
季節にちなんだ集会行事を開催し、関連する本
を通して読書や図書館に親しんでもらう。

15人

春休み行事 3月頃 北部図書館 幼児～小学生
工作や関連した本のブックトークを実施して本
の世界を広げる。

15人

3 ページ



開催課 行事名 日　　程 場　　所 対　　象 目　　標 定員等

北部図書館 おはなし会
毎週日曜日、毎月第2
木曜日

北部図書館 概ね3歳～小学生
絵本の読み聞かせを楽しみ、読書に親しみを
持ってもらう。

15人／回

ぽぽデイでの
おはなし会

毎月1回
ぽぽデイ
（名塩駅前・東山台）

小学生～高校生
絵本の読み聞かせを楽しみ、読書に親しみを
持ってもらう。

10人／回

鳴尾図書館
子ども読書の日「ほんよ
み屋さん」

4月22日（日） 鳴尾図書館 幼児～小学生
読み聞かせを通じて本の楽しさを伝え、子供が
自分で読むのは難しい本にチャレンジするきっ
かけを作る。

30人

フラワーフェスティバル 5月27日（日） 六湛寺公園 幼児～
植物などがテーマの絵本を通して、緑への関心
を高め、読書への導入も図る。

80人

夏休みおたすけカウン
ター

7月24日（火）～8月31
日（金）

鳴尾図書館 小学生～中学生
学習スペースの利用から、読書や図書館の活
用へとつなげる。地域住民と子供たちの交流の
機会を作る。

350人

なるおとしょかん子ども
夏祭り

8月上旬 鳴尾図書館 児童、保護者
季節にちなんだ集会行事を開催し、関連する本
を通して読書や図書館に親しんでもらう。

―

よるのとしょかん 8月下旬 鳴尾図書館 幼児～小学生、保護者
普段は入れない夜の図書館空間を親子で楽し
むことで、図書館利用につなげる。

40人

読書週間行事（仮） 10月下旬～11月上旬 鳴尾図書館 幼児～小学生
開館２０周年行事でもあり、図書館の歴史を振り
返り、図書館への親しみを増し利用につなげ
る。

40人

なるおとしょかんクリスマ
スおはなし会

12月12日（水） 鳴尾図書館 幼児～
季節にちなんだ集会行事を開催し、関連する本
を通して読書や図書館に親しんでもらう。

60人

なるぞ！図書館員 3月下旬 鳴尾図書館 小学生
図書館業務の体験を通して、読書や図書館に
興味を持ってもらい、親しんでもらう。

16人

おはなし会
毎週水曜日、毎月第2・
4土曜日、毎月第3土曜
日

鳴尾図書館
幼児～小学生

絵本の読み聞かせを楽しみ、読書に親しみを
持ってもらう。

20人/回

0～2歳おはなし会 毎月第1・3火曜日 鳴尾図書館 0～2歳児、保護者
絵本の読み聞かせを楽しみ、読書に親しみを
持ってもらう。

20人/回

シオンおはなし会 毎月1回
児童デイサービス
シオン

小学生～高校生
絵本の読み聞かせを楽しみ、読書に親しみを
持ってもらう。

―

北口図書館
みんなのすきな本おしえ
て！

4月6日（金）～5月6日
（日）

北口図書館 小学生
子ども読書の日にちなみ、子供たちが本に親し
みを感じ、読書へのきっかけとする。

―

えほんであそぼう“きょう
はなんてうんがいいんだ
ろう”

4月25日（水） 北口図書館 幼児、保護者
子ども読書の日にちなみ、子供たちが本に親し
みを感じ、読書へのきっかけとする。

30人

夏休みブックトークと工
作

夏休み中 北口図書館 小学生
夏休みの自由研究の参考となるような主題の図
書の紹介を通して本への興味を引出す。

20人

小学生のためのおはな
し会

夏休み中 北口図書館 小学生
いろいろな読み手による絵本の読み聞かせを味
わってもらうことで、読書への意欲を喚起する。

50人

中高生向けビブリオバト
ル（仮）

11月 北口図書館 中・高生
読書離れが進む中高生の読書意欲を呼び起こ
す。

未定
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開催課 行事名 日　　程 場　　所 対　　象 目　　標 定員等

北口図書館 みんなのＰＯＰ展 11月 北口図書館 中・高生
中高生の勧める本を掲示することで、同世代の
読書推進を図る。

―

冬休みおはなし会と工作 冬休み中 北口図書館 幼児、保護者
季節にちなんだ集会行事を開催し、関連する本
を通して読書や図書館に親しんでもらう。

20人

百人一首かるた大会 2月下旬 北口図書館 中・高生
利用が少ないティーンエイジャーの図書館利用
を促進する。

20人

春休み小学生向け行事 3月下旬 北口図書館 小学生
季節にちなんだ集会行事を開催し、関連する本
を通して読書や図書館に親しんでもらう。

20人

おはなし会 開館日 北口図書館 0歳児～小学生
絵本の読み聞かせを楽しみ、読書に親しみを
持ってもらう。

30人／回

中央図書館
山口分室

おはなし会 毎月第2木曜日 山口分室 幼児～小学生
絵本の読み聞かせを楽しみ、読書に親しみを
持ってもらう。

10人／回
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概　　要

子育て家庭に保育所で使用する絵本の貸出しや年齢にあった絵本の選び方
等のアドバイスをして、子育て家庭の読書活動を推進する。

年齢発達に沿った絵本の紹介や読み聞かせを通して、絵本に親しむ場に
なっている。

絵本の良さや、絵本を通した子供の育ちを学ぶと共に、絵本の読み聞かせに
おけるスキルを実践を通して体験する。

幼児期における今日的な課題に向け、専門的な研修を実施し、保育の質の
向上を図る。

人形劇を親子で楽しんでもらう。

中央、北口図書館からの派遣等の図書ボランティアやぶんぶんブックサーク
ルによる絵本の読み聞かせ

絵本を介して子育て中の保護者がリラックスできる機会（時間）を提供すると
ともに、家庭での子供への読み聞かせを親子で楽しんでもらう機会へとつな
げていく。

母親学級に来所の初妊婦に対して、教室の最後に「絵本の読み聞かせ」を行
い、親子のふれあいや赤ちゃん・妊婦によい絵本の紹介、読み聞かせの実演
などを通して、子供とのコミュニケーションの大切さなどを伝えている。

体重身長の計測や保健師・栄養士より具体的な育児への援助・指導を行い、
保護者の育児不安を解消し精神的安定を図ることにより、子供の健全な成長
を支援することを目的として乳児相談を実施している。その中で絵本の読み
聞かせの機会を提供することで、乳児期から親子で絵本に親しみ、親子のふ
れあいと絵本を通して心豊かに育つことを目的としている。
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概　　要

昨年に引き続き付属あおぞら幼稚園の絵本コーナー開放。絵本に触れる機
会を多く持つことにより、親子で絵本や物語に親しみ、読書への興味関心を
育てる。

概　　要

小学校では各学年1点の作品を、中学校では校内の読書感想文コンクール
において代表を各校4点まで選び、市の読書感想文コンクールに出品する。

読書会では同じ本を読んで、感想等について意見交流する。図書委員の集
いでは、日頃の取組みについて意見交流する。

各校で読書会を開催し、同じ本を読んで、感想等について意見交流した後、
各校の代表が市内各所で行われる読書会に参加する。

読書による感動を絵で表現する。
小学校16作品、中学校6作品を西宮市の審議会で選定し、「兵庫県読書感想
画コンクール」に出品する。

各校の司書教諭（学校図書館教育担当者）と学校図書館指導員等の連携を
支援し、学校図書館の整備と児童生徒の読書環境の充実を図る。

各校に講師を派遣して、相談を受ける。

1年間の読書冊数に応じた「読書の達人認定証」を交付する。
初段（10冊以上）、二段（35冊以上）、三段（70冊以上）、達人（100冊以上）

読み聞かせ、聞かせ読み、ブックトーク、読書週間　など。
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概　　要

図書館おはなしボランティアによるおはなし会。大型絵本、ストーリーテリング
などのプログラムでお話に親しんでもらう。

「読んでごらんおもしろいよ」に掲載している図書を展示し、実際に手に取って
もらい、選んでもらう。

図書館おはなしボランティアによるストーリーテリング（素語り）のおはなし会
を開催する。子供の対象年齢を考慮したストーリーを選び参加者が楽しめる
おはなし会となるよう工夫する。

普段疑問に思っていることや身近なテーマから興味をふくらませ、図書館の
資料を使って調べる講座。全３回の講座と相談会を通して、テーマ設定から
レポートにまとめるまで取り組む。講師、図書館職員のほか、小学校教諭有
志にも参加してもらい、子供たちの調べ学習をサポートする。

図書館職員によるおはなし会。ストーリーテリング、大型絵本、手品、工作な
ど普段のおはなし会とは違う特別なプログラムを通して、子供たちと職員の交
流を深める。

図書館おはなしボランティアによるおはなし会。大型絵本、ストーリーテリング
などのプログラムでお話に親しんでもらう。

図書館職員、図書館おはなしボランティアによるおはなし会。読み聞かせの
ほか、手遊び、わらべうたなどを通して親子の触れ合いとお話を楽しむ。

外国語の絵本の紹介や読み聞かせを行う。

紙袋に野菜でスタンプする工作や野菜に関連した本の紹介、読み聞かせを
行う。

みやたんの出演と郷土作家に関連したおはなし会を開催する。

工作と関連する本の紹介を行う。

怪談物のストーリーテリング・絵本の読み聞かせ・紙芝居を図書館職員とボラ
ンティアが行う。

子供たちが選んだ本の紹介と展示を行う。

図書館職員によるおはなし会とそのテーマにちなんだ工作を子供たちと行う。

参加しやすい春休みに、本の紹介や展示、工作を行う。
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概　　要

図書館職員、ボランティアによるおはなし会

放課後等デイサービスで実施。2か所それぞれ月に1回ずつボランティアと職
員が訪問し、読み聞かせを行う。

子供たちが選んだ本を職員・ボランティアが読み聞かせる。

会場に図書館のコーナーを設置し、読み聞かせやパネル展示を行う。

職員が子供たちの読書相談、調べ物の相談を受ける。自治会のボランティア
が学習スペースを見守る。

イベントボランティア、地域住民、図書館が一緒に子どものための祭りを作
り、図書館を祭りの舞台として楽む。いつ来館しても読み聞かせが聞けるリ
レーおはなし会とオリンピックにちなんだ工作やクイズを行う。

怖いおはなし会の後に、図書館職員・ボランティア・自治会員が飾りつけた暗
い館内を巡る。

未定

大学生、ボランティア、図書館職員が多彩な内容のおはなし会を実施する。

子供たちが図書館員となり、カウンター、修理、レファレンス、読み聞かせ等を
体験する。

絵本の読み聞かせ、手遊び等を行う。

絵本の読み聞かせ、手遊び等を行う。

図書館職員とボランティアが、児童デイサービス「シオン」を訪問し、読み聞か
せを行う。

来館した子供や児童書に関心のある大人にお勧めの本をカードに記入しても
らい掲示する。

DVD「きょうはなんてうんがいいんだろう」の上映、絵本の読み聞かせや工作
を行う。

図書館職員が実施,。工作と関連する本の紹介を行う。

図書館ボランティアグループによる絵本の読み聞かせなどを行う。

中高生対象のビブリオバトルの開催
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概　　要

中高生の作成したＰＯＰ（お勧め本の紹介）と本の展示

図書館職員による読み聞かせと工作教室

ティーンエイジャーに人気のコミック『ちはやふる』で注目された百人一首かる
た大会を開催する。

図書館職員による読み聞かせと工作教室

図書館職員、ボランティアによるおはなし会。絵本の読み聞かせのほか、手
遊び、わらべうたなどを通して親子のふれあいを楽しんでもらう。

ボランティアによるおはなし会
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