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２０１０．６ 

 

◎ 宇都宮市の取り組み 
 １ 「宇都宮市子ども読書活動推進計画」の推進 
   宇都宮市の子どもの読書を推進するため、平成１６年に第１次計画、平成２０年に第２

次計画を策定し、「もっと。ずっと。グンと。読書を通じて育む“豊かな心”と“人との

絆”子ども読書のまち宇都宮」を基本目標にして、さまざまな活動を行っています。計画

は図書館のホームページからご覧になれます。 
 

 

 ２ 学校図書館への司書業務嘱託員の配置 
   平成１８年度から、市内の全小中学校の学校図書館へ司書業務嘱託員 

を配置し、専門的な立場から授業の支援などの業務を行っています。さ 

らに、朝の読書活動の実施、ボランティアによる読み聞かせなど、学校 

における読書推進活動も進められています。 
 

 ３ 図書館と学校図書館の連携・協力 
  図書館では、平成１８年度から図書館の本を市内の小中学校に貸し出すサービスを始め

ました。図書館と学校が連携することにより、子どもたちにより多くの本を読んでもらっ

たり、調べものに役立ててもらったりできるようにしています。 
 

 ４ 図書館における各種事業・講座の実施 
   図書館では、その他にも、子どもに本へ関心を持ってもらうために、以下のような事業 

    講座等を実施しています。 

       ○おはなし会・お楽しみ会                     

○子どものための講座 

○ボランティアの育成 

○その他の事業（うつのみやこども賞、宮っ子ふれあいブック等） 

◎ 取り組みの成果  

 ★小中学生の読書量 （平成２１年度の比較）  

 

  
宇都宮市 

中核市平均 
（回答10市平均＊） 

全国平均 

小学生の1ヶ月の読書量  ２４．２冊 ７．９冊 ８．６冊 

中学生の1ヶ月の読書量   ７．１冊 ２．２冊  ３．７冊 

（＊宇都宮、前橋、川越、柏、長野、岐阜、大津、高松、長崎、鹿児島） 
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このほんだいすき 
～あかちゃんから５歳まで～ 

 

 年齢別の「このほんだいすき」を１

冊にまとめたものです。 

 １歳６か月児健康診査の際に行って

いる宮っ子ふれあいブックで、受診者

に配付しています。 

このほんだいすき（小学生用） 

 小学生になったお子さんに，

一人で読める本を、学年別に紹

介してあります。長く読み継が

れてきた名作から新しい本、最

新の科学読み物まで、いろいろ

な分野の本を楽しめます。 

中学生のためのＢＯＯＫナビ 

 学年別に２０冊ずつ、６０冊の

本を載せてありますが、どの学年

の本もぜひ中学生のうちに読んで

ほしいおススメの本です。図書館

のヤングアダルトコーナー付近に

置いてあります。 

小学校で読み聞かせをする人のための

ブ ッ ク リ ス ト  

 

宇都宮子どもの本連絡会･宇都宮市立図書館共著 

 

※このリストは、小 

学校で読み聞かせ活 

動をしている方のみ 

の配布となります。  

 一般の方への配布 

はありませんが、貸 

出用の資料がありま 

す。 

 

     

小学校でのおはなし会などの場

で、集団に対して読み聞かせをす

る時に役立つ、読み聞かせ用の絵

本のリストです。ゆかいな話や心

あたたまる話など内容別の索引や

少人数向け、季節感のあるものの

ガイドも付いています。 

このほんだいすき 
（年齢別） 

年齢別のおす

すめ絵本を解説

をつけて紹介し

てあります。お

子さんの成長に

合わせ、遊べる

絵本や科学絵本

も載せました。 

４，５歳児向け

←３，４歳児向け 

２，３歳児向け

←赤ちゃん向け 

子ども時代の読書は、言葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、想像力を豊かにし、人生をより

深く生きる力を身につけていく上で欠かせないものです。おもしろい本をみつけたい時や、普段読

んでいる分野と違う本にチャレンジしたい時など、図書館が選んだ本のリストから選んでみません

か？ ブックリストは各図書館で配っています。お近くの図書館でご利用ください。 

 ～ 子どものためのブックリストが揃いました ～ 
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催し物のご案内 

第２６回うつのみやこども賞表彰式･講演会を開催 

また、「（著書の中に）難しい言葉やうんちくが出

てくるが、調べているのか」という質問に、「（以

前）教師をしていた頃から、読んだ本の中で面白いと

思ったことは子供たちに紹介してきた。自分が気にな

ることは、子供たちも知りたいだろうと思って調べ

る。」など、参加者から出された質問にたくさん答え

てくださり、終始、あたたかく楽しい講演会となりま

した。 

■おはなしサロンたなばたスペシャル■おはなしサロンたなばたスペシャル■おはなしサロンたなばたスペシャル      

◇日 時 ６月２６日（土曜日）午後２時～午後３時 

◇場 所 河内図書館 集会室 

◇内 容 絵本のよみきかせ、たなばた飾りの製作など 

◇定 員 ３０名程度 

◇問合せ 河内図書館６７３－６７８２まで 

■放送大学付属図書館所蔵コレクション展■放送大学付属図書館所蔵コレクション展■放送大学付属図書館所蔵コレクション展   「日本残像～ちりめん本と古写真が語る幕末明治～」「日本残像～ちりめん本と古写真が語る幕末明治～」「日本残像～ちりめん本と古写真が語る幕末明治～」   

◇日 時 ７月１６日（金曜日）～１９日（月曜日） 

◇場 所 東図書館（中今泉３丁目）２階集会室 

◇入場料 無料 

◇内 容 幕末・明治頃の風景・風俗・人物を記録した古写真と，明治時代に生まれた木版多刷欧文 

     絵本のちりめん本を展示します。 

■第１６７回■第１６７回■第１６７回   落語会落語会落語会      

５月９日（日）に第２６回うつのみやこども賞受賞作品

『恐竜がくれた夏休み』（講談社）の著者、はやみねかおる

さんを迎え、表彰式及び受賞記念講演会を開催しました。 

はやみねさんがこの賞を受賞するのは今回で３度目。講演

会では「またこども賞をとりたいと思っていたが、本当にと

れるとは思っていなかった。」と受賞の喜びと、『恐竜がく

れた夏休み』の最初の原稿は１８年前に書かれていたことな

ど、受賞作品に関する裏話をお話しくださいました。 

はやみねかおるさんを迎えて 

 視覚障がい者の皆さんに楽しんでいただくテープ作成のための落語会を、宇都宮落語研究会のご協力

により開催します。お気軽にご来場ください。 

◇日 時 ７月１７日（土曜日）午後２時～午後４時 

◇場 所 市立図書館（明保野町）３階集会室 

◇問合せ 市立図書館６３６－０２３１まで 

■おはなし玉手箱スペシャル■おはなし玉手箱スペシャル■おはなし玉手箱スペシャル   夏の巻夏の巻夏の巻      

 世界や日本の昔話など、ストーリーテリング（素話）によるおはなし会です。 

◇日 時 ７月２４日（土曜日）午後２時～午後３時 

◇場 所 市立図書館（明保野町）３階集会室 

◇対 象 小学生から大人まで。 

◇定 員 先着６０名 

◇問合せ 市立図書館６３６－０２３１まで 

     ※東図書館（中今泉３丁目）では、８月１８日（水曜日）に開催します。 
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             東図書館   中今泉３丁目５番１号 〒321-0968 ℡ 638-5614 

                          上河内図書館  中里町１８２番１   〒321-0414 ℡ 674-1123 

                          河内図書館  中岡本町３３９７番地 〒329-1105 ℡ 673-6782 

■「科学のおもしろさ」と「モノづくりの楽しさ」子どもたちに！■「科学のおもしろさ」と「モノづくりの楽しさ」子どもたちに！■「科学のおもしろさ」と「モノづくりの楽しさ」子どもたちに！      

 「ＡＳＩＭＯのダンボールクラフトに挑戦しよう」 

◇日 時 ７月２７日（火曜日）午前１０時～正午 

◇場 所 東図書館（中今泉３丁目）２階集会室 

◇対 象 幼児から小学生までの方 先着７０名 

◇申込み ７月１日（木）午前９時３０分から、直接または電話で東図書館６３８－５６１４まで 

◇協 力 本田技研工業株式会社 栃木製作所 社会活動推進センター 

■一日司書さん■一日司書さん■一日司書さん         

蔵書点検作業のため、各館下記のとおり休館になります。 
市立図書館   ７月 ６日（火）から７月１３日（火）まで 

東図書館    ６月２３日（水）から６月３０日（水）まで 

上河内図書館  ５月２６日（水）から６月 １日（火）まで 

河内図書館   ６月 ２日（水）から６月 ８日（火）まで 

■宇都宮ずいひつの会」との共催で講演会を開催します■宇都宮ずいひつの会」との共催で講演会を開催します■宇都宮ずいひつの会」との共催で講演会を開催します      

◇日 時 ７月２５日（日曜日）午後１時～午後３時 

◇場 所 市立図書館（明保野町）３階集会室 

◇内 容 「私は何を書いてきたか」と題した、円仁や蕪村、民話など、栃木に関係した人・ことがら 

     についての講演 

◇定 員 先着１００名 

◇申込み ７月１日（木）午前９時３０分から，直接または電話で市立図書館６３６－０２３１まで  

◇講 師 坂口美佳子（さかぐち みかこ）氏 （科学読物研究会会員） 

◇日 時 ７月２６日（月曜日） 

       ①小学生 午前１０時～正午      ②中学生 午後２時～午後４時 

◇場 所 市立図書館（明保野町）３階集会室 

◇内 容 ①煮干の解剖とチリメンモンスターを探せ！ ②ＤＮＡってなんだろう 

◇定 員 ①５０名 ②３０名 

◇申込み ７月１４日（水）午前９時３０分から、直接または電話で市立図書館６３６－０２３１まで 

■蔵書点検のお知らせ 

■小学生・中学生のための読書案内講座■小学生・中学生のための読書案内講座■小学生・中学生のための読書案内講座  

◇日 時 ８月６日（金曜日） 午後１時～午後３時 

◇会 場 上河内図書館（中里町） 

◇内 容 カウンターでの貸出・返却・本の整理などの体験 

◇対 象 市内に在住か通学している小学３～６年生 

◇定 員 先着１５名 

◇申込み ７月１日（木）午前９時３０分から，直接または電話で上河内図書館６７４－１１２３まで 


