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すすめるために
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 ２−（１）図書館の年間活動計画・指導計画の立て方
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２−（２） 学校図書館を活用することで身に付けたい情報活用能力
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２－（４）就学前の子どもと読書
子どもと絵本の出会い

幼稚園・保育所・認定子ども園等と小学校の読書教育をつなぐ
★信頼が深まります

第２章

○読み聞かせのはぐくむもの

絵本や本を通して触れ合う時間は、楽しいひとときになり、

」★「こころ」と「ことば」を育てます

学校図書館活用をすすめるために

子どもは、あたたかな声の響きとぬくもりを
感じて満足し、人と言葉で気持ちを表す喜び
を感じます。言葉を学ぶことで考える力が育
ち、人にかかわろうとする気持ちが育ちま

子どもの読み聞かせする人への信頼が深まります。

★学ぶ力の基礎をつくります
本がつくる言葉の世界にふれることは、言葉を学び、感性を磨き、
表現力を高め、想像力を豊かにし、学ぶ力の基礎をつくります。
＊本でつなごう親子のコミュニケーション（県教育委員会作成）

す。

学童期以降
自覚的な学びの時期

小学校～中学校～高等学校へ
小学校～中学校～高等学校へ

乳幼児期
学びの芽生えの時期

３歳～６歳頃
（ことばの数が増える時期）
絵本や物語に親しみ興味を持って聞き、イメージ
を豊かにして表現する楽しさを味わう

０歳～２歳頃
（ことばを獲得していく時期）

おすすめの絵本や本
＊昔ばなし
＊物語・童話
＊科学絵本
＊生きもの図鑑 など
絵本以外でお話を楽しむ方法
＊紙しばいを見る
＊おはなしを聞く など

おすすめの絵本
＊子どもの好きなものがのっている
＊身近な動物や植物が登場する
＊生活の中のことばにふれている

絵本やお話など読んでもらうことを楽しむ

＊ことばや音のくり返しがある
わらべうた、てあそびうたなど子どもに聞かせた
り、一緒に楽しんだりする

障がいのある子どもが絵本を楽しむには・・・
布の絵本やさわる絵本、点字絵本、拡大写本、マル
チメディアデイジー図書、大活字本などがある。子
どもにあった本を探してみよう。その際は市町村立
図書館や県立図書館、社会福祉協議会、特別支援学
校等に相談することも可能。

【市町村では】子どもが絵本と出会う機会を支援する活動
ブックスタートについて
子どもの健康診査のときなどに、すべての赤ちゃんと
保護者に絵本やブックリストを手渡したり、読み聞かせ
をしたりするブックスタート（平成 13 年度スタート、平
成 21 年度 100％実施）などの支援活動を行っている。
また、市町村図書館では、絵本の読み聞かせ、おはな
し会等、子どもの読書推進にかかわる活動を行っている。
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【幼稚園・保育所・認定こども園等では】
◇子どもの発達や興味に合った絵本を読み聞か
せしよう。
◇子どもなりの絵本への感じ方や楽しみ方を大
切にしよう。
◇絵本の読み聞かせなどをとおして、子どもと
保育者の心の交流を図り、絵本や物語に親し
みを感じる子どもを育てよう。
◇一人ひとりの子どもが絵本や物語の世界に浸
り込めるように、落ち着いた雰囲気をつくろ
う。
◇心の中に描いたイメージをことばや身体表現
など、様々な表現に結びつけていこう。
◇子どもの目に触れやすい場所に絵本を置いた
り、保育室における子どもの動線などを考え
て絵本のコーナーを作ったりしよう。

