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大分県立図書館内に「子ども読書支援センター」を開設しました
大分県では、子どもの読書活動を総合的に推進するため、平成２１年３月に「第２次大分県
子ども読書活動推進計画」を策定しました。その計画を受けて、大分県立図書館内に平成２１年
５月１５日「子ども読書支援センター」を開設しました。

＜事業内容＞ 家庭や地域、学校などで役立つ子ども読書活動に関する情報を
収集・発信するほか、子ども読書関係者への子ども読書推進員
（講師）派遣や、県内読書グループの調査等を行います。
大分の未来を担う子どもたちの心を
はぐくみ、生きる力を与えてくれる
すてきな本との出会いを応援します。

子ども読書推進員(講師)派遣
子ども読書活動に関係する研修会に子ども読書推進員（講師）を派遣します
・子ども読書推進員
子どもの読書に関する専門的な知識や読み聞かせ等の経験豊富な県内在住の講師

・派遣の対象
教職員・保育士・ＰＴＡ団体・読み聞かせグループ等が開催する研修会
（参加予定 20 名以上）

・内容
理論的なもの
（子どもの読書活動全般、学校での朝読書・読み聞かせ、乳幼児期の読み聞かせ等）
実技指導 （読み聞かせ、ストーリーテリング、ブックトーク等）

・派遣回数 平成２１年度は年３６回（１団体年１回 1 名）
平成２１年度の子ども読書推進員(講師)派遣は６月２日から電話での受付を開始します
申込先：子ども読書支援センター（大分県立図書館内）
電話 ０９７（５４６）９９７２
（受付時間 火～金 ９：００～１７：００）
申込方法：講師紹介の申込 研修会の６週間前までに支援センターに電話で講師紹介の申込
をしてください。支援センターではその研修会のテーマにあった
推進員を選定して日程調整のうえで申請者に紹介します。
その後に申請書を提出し、推進員と打ち合わせを行ってください。
※申込が予定回数（３６回）に達した時点で受付を終了します。

第２次大分県子ども読書活動推進計画策定（平成２１年３月）
子どもが進んで読書に親しみ、読書習慣を身につけていくとともに、読書活動を通じて生涯にわたって
絶えず自発的に学ぼうとする習慣を身につけられるよう５ヶ年で取り組んでいきます。

大分県の子ども読書の現状と目標指標（平成２５年度にむけて）
指
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平日 1 日あたり、家や図書館で 10 分以上の読書をして
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読み聞かせグループの数
公立図書館における中学生以下の子ども一人あたりの児童書年間貸出冊数
読書活動を週 1 回以上実施している学校の割合
１ヶ月に 3 冊以上本を読む児童生徒の割合
読書の好きな生徒の割合
学校図書館図書標準を達成している学校の割合
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学校図書館においてボランティアなどと連携している小学校の割合

66.1%
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69.0%

子ども読書活動推進計画を策定している市町村の割合

22.2%

H20

50.0%

（大分県教育委員会「第２次大分県子ども読書活動推進計画」から抜粋）

県立図書館 トピックス
◇子ども室に「こどもみらい文庫」オープン
子どもが多くの新しい本に出会い、自主的な読書活動をすすめていくことを支援
するため、４月２３日（木）県立図書館の子ども室に「こどもみらい文庫」をオー
プンしました。新刊児童書の６割を購入し、３か月間子どもの本資料室にて展示し
た後、特設コーナーにて貸出を行います。それとともに新刊児童図書の情報を整備
・提供することで、市町村図書館や学校図書館のレファレンス（調査相談）を支援
していく予定です。

◇平成２０年度 子ども室の貸出書籍ベスト１０
昨年度子ども室で貸出された本のランキング
です。もっとも多いもの（1 位）は 1 年で 228 回
も貸出されています。
順位
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩

タ イ ト ル
エルマーと１６ぴきのりゅう
おなら
エルマーのぼうけん
キャベツくん
１１ぴきのねこ
三びきのこぶた
ちいさなヒッポ
スイミー
ぐるんぱのようちえん
エルマーとりゅう

◇子ども室の貸出冊数と調査相談件数の推移
H18 年度

H19 年度

H20 年度

貸出冊数 297,588 冊 313,393 冊 336,938 冊
調査相談

4,793 件

6,306 件

9,131 件

貸出・相談件数ともに伸びています。

◇大分県立図書館 「おすすめ絵本・育児書の宅配貸出」
対象：乳幼児がいる保護者の方や妊婦の方
内容：司書が選定した絵本や育児書をセットにして宅配貸出しています。

７３種類のセットの中から目的（育児・妊婦用など）や対象年齢（０～２才・３～４才向けなど）
に応じて選ぶことができます（1 セットは５冊です）。
来館しなくとも送料負担のみでお手元に本が届きます。
（絵本はすいせん図書リストから選んだものです。）
貸出冊数：一人１回 ４セット（２０冊）までです。

貸出・返却

貸出期間：３０日間（送付期間を含む）です。
申込を受付後、土・日・月を除く２～３日程度でお手元に
自宅で読書

本が届きます。
申込方法は以下の３つです。

・図書館 HP（http://library.pref.oita.jp）図書館の使い方＞子育て情報コーナーの
セット貸出申込フォームから申込
・HP から申込書（ＰＤＦ:118KB）を入手し、FAX（０９７－５４６－９９８５）または郵送で申込
・電話で申込 （受付時間 火～金 ９：００～１７：００）
セット貸出担当（TEL ０９７－５４６－９９７２）まで
セットのリスト及び詳細は HP を見られるか図書館セット貸出担当までお電話ください。

子ども読書関連情報
◇伊藤忠商事「子どもの読書記念財団」支援事業
（１） 子どもの本購入費助成
対象：子ども文庫（家庭文庫、地域文庫等）、または子ども文庫連絡会等で子ども達の読書
啓発活動をされているボランティアの方々
内容：
「図書等の購入充実を目的」とした購入費を 10 万円～30 万円まで助成
申込期限：平成 21 年 6 月 30 日（火）
（２）病院施設子ども読書支援 購入費助成
対象： 病院で長期にわたり難病と闘っている子ども達等を読書活動によって支えている
ボランティアの方々
内容：
「子ども達が様々な障害を越えて読書活動を楽しむための支援を目的」とした、
図書や機材購入費、図書作成費等を 10 万円～30 万円まで助成
申込期限：平成 21 年 6 月 30 日（火）
（３）子どもの本 100 冊助成
対象：１）
、２）の対象者
内容：当財団が選書した学年別 100 冊の児童書セット
（小学校低･中･高学年別に 3 種類）のうち、１セットを贈呈
申込期限：平成 21 年 8 月 31 日（月）
送り先： 〒173-0035 東京都板橋区大谷口２－３－６
財団法人 伊藤忠記念財団 HP（http://www.itc-zaidan.or.jp）
TEL 03－3974－2650 FAX 03－3974－204

◇（社）生命保険協会「読み聞かせセット」プレゼント
対象：読み聞かせの普及、啓発や環境整備に取り組む団体など
内容：生命保険協会では、読み聞かせによる“家族の絆”推進活動として、オリジナル絵本等
を寄贈しています。
・オリジナル絵本：第一回「家族の絆絵本コンテスト」における対象受賞作品
・副読本：コミュニケーションの一手段として読み聞かせの心構えや留意点を紹介
申込方法：生命保険協会 HP（http:/www.seiho.or.jp/social/picturebook/bunko.html）
にアクセスし、所定事項を入力のうえ申し込んで下さい。
（社）生命保険協会 広報部内 「読み聞かせセット」プレゼント係
TEL 03－3286－2643
FAX 03－3286－2730
申込期限：平成 21 年 6 月 30 日（火）（物品発送は平成 21 年夏頃を予定）

便利な情報コーナー （関係機関の紹介）
・文部科学省 子どもの読書活動推進ホームページ（ http://www.mext.go.jp/a_menu/sports/dokusyo/）
〒100-8959 東京都千代田区霞が関三丁目２番２号
TEL 03-5253-4111
（内容）子どもの読書活動推進に関わる法令が掲載されています。
・国際子ども図書館（ http://www.kodomo.go.jp/）
〒110－0007 東京都台東区上野公園１２－４９
TEL 03－3827－2053
（内容）国立の児童書専門図書館です。児童書の総合目録検索あり。学校へのセット貸出情報もあります。
・財団法人大阪府立国際児童文学館（http://www.iiclo.or.jp/）
〒565－0826 大阪府吹田市千里万博公園１０－６
TEL 06－6876－8800
（内容）２０年の歴史を持つ児童書の専門図書館です。日本と外国の児童文学等に関する資料を収集しています。
・特定非営利活動法人ブックスタート（ http://www.bookstart.net/）
〒162－0814 東京都新宿区新小川町５－１９ 角田ビル３階
TEL 03－5228－2891
（内容）一人ひとりの赤ちゃんに、絵本を手渡す活動についてのＨＰです。
・社団法人読書推進運動協議会（ http://www.dokusyo.or.jp/）
〒162－0828 東京都新宿区袋町６ 日本出版クラブ会館内
TEL 03－3260－3071
（内容）「読書週間」
「こどもの読書週間」の主催団体のＨＰです。助成事業なども掲載されています。

・社団法人全国学校図書館協議会（ http://www.j-sla.or.jp/）
〒122－0003 東京都文京区春日２－２－７
TEL 03－3814－4317
（内容）学校図書館を支援する情報を提供しています。青尐年読書コンクール課題図書なども掲載されています。

