
1 福島市 ひらの認定こども園 30 会津若松市 河東第三幼稚園

2 二本松市 とうわこども園 31 喜多方市 第二こども園

3 伊達市 梁川認定こども園 32 北塩原村 裏磐梯幼稚園

4 本宮市 白岩幼稚園 33 西会津町

5 桑折町 醸芳幼稚園 34 磐梯町 磐梯幼稚園

6 国見町 くにみ幼稚園 35 猪苗代町 ひまわりこども園

7 川俣町 川俣南幼稚園 36 会津坂下町 坂下東幼稚園

8 大玉村 大山幼稚園 37 湯川村 ゆがわ幼稚園

9 郡山市 38 柳津町

10 須賀川市 長沼幼稚園 39 三島町

11 田村市 常葉幼稚園 40 金山町

12 鏡石町 鏡石幼稚園 41 昭和村

13 天栄村 湯本幼稚園 42 会津美里町 新鶴こども園

14 石川町 43 下郷町

15 玉川村 44 檜枝岐村

16 平田村 ひらたこども園 45 只見町

17 浅川町 あさかわこども園 46 南会津町 舘岩幼稚園

18 古殿町 ふるどのこども園 47 相馬市 大野幼稚園

19 三春町 中郷幼稚園 48 南相馬市 高平幼稚園

20 小野町 49 広野町 広野こども園

21 白河市 表郷幼稚園 50 楢葉町 あおぞらこども園

22 西郷村 西郷幼稚園 51 富岡町 にこにここども園

23 泉崎村 泉崎幼稚園 52 川内村

24 中島村 中島幼稚園 53 大熊町

25 矢吹町 矢吹幼稚園 54 双葉町

26 棚倉町 棚倉幼稚園 55 浪江町 浪江にじいろこども園

27 矢祭町 やまつりこども園 56 葛尾村 葛尾幼稚園

28 塙町 笹原幼稚園 57 新地町

29 鮫川村 58 飯舘村 までいの里のこども園

いわき 59 いわき市 藤原幼稚園
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令和４年度 読書活動に関する調査の結果について 

 

                                                      令 和 ５ 年 ３ 月 

                                                      福島県教育委員会 

１ 調査の概要  

 （１） 調査の趣旨 

     子どもの読書活動は、子どもが言葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、創造力を豊

かなものにし、人生をより深く考えるなど、生きる力を身に付けていく上で欠くことのでき

ないものである。 

       県教育委員会においては、令和２年２月に策定した「第四次 福島県子ども読書活動

推進計画」をもとに、現在、様々な施策を展開しているところであるが、これらの施策を

評価し、今後の施策に生かすため、本県園児の読書に関する調査を実施している。  

令和５年２月実施 

 

（２） 調査項目 

    ○ 第四次福島県子ども読書活動推進計画の活用について 

○ 園内一斉読書活動について 

      ○ 多様な読書活動の実施について 

      ○ 読書活動に関するボランティアの活動状況について 

       ○ 保護者への啓発・家読について 

 

（３） 調査対象園 

    ○ 県内公立幼稚園各市町村 

１園抽出：４２園   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２ 第四次福島県子どもの読書推進計画の活用について 
 

  

 

（１） 第四次福島県子ども読書推進計画を読みましたか。 

 

     

（２） どのような場面で活用していますか。（複数回答可） 

                                   

 

 

【その他の詳細】 

・保護者へ文書にて配付 
 

３ 園内一斉の読書活動について 

 

    

（１） 園内一斉の読書活動を行っていますか。 

 

 

（２） それはどのような場面ですか。（複数回答可） 

 

 

 

 

 

 
【その他の詳細】 

・各種行事等 

・行事の由来の説明や生活習慣の定着へ向けた活動 

・ボランティアや司書による読み聞かせ会 

・ひとり一冊ずつの月刊絵本を利用し、絵本タイム設定 

 

 計 割合 

読んだ ３３ ７９％ 

読んでない ９ ２１％ 

 計 割合 

職員研修 ２２ ５２％ 

活用していない ２０ ４８％ 

その他 ４ １０％ 

 計 割合 

いる ３８ ９０％ 

いない ４ １０％ 

 計 割合 

登園時の活動 ５ １２％ 

一斉保育 ２５ ６０％ 

昼食前・昼食後 ２０ ４８％ 

降園時の活動 ３０ ７１％ 

預かり保育 １９ ４５％ 

その他 ９ ２１％ 

８割近くの園で読まれており、そのうち約半数の園では職員研修で活用されて

いる。しかし、約半数の園では、活用されていない。 

９割の園で一斉読書活動を行っており、様々な場面において一斉の読書活動が

行われている。 



４ 多様な読書活動の実施について 

 

  
 

（１） 園内で読書活動推進の取り組みを行っていますか。     

 

 

 

（２） それはどのような内容ですか。（複数回答可） 

     

 
 

 

 

 
【その他の詳細】 

    ・絵本の貸出 

    ・定期的な読み聞かせ会の開催や園独自の読書活動計画の立案 

    ・図書館見学や利用 

    ・学校司書の活用 

    ・親子読書カードの活用 

 

５ 読書活動推進に関するボランティアの活用状況について 

  

  

 

（１） ボランティアは活用していますか。 

  

 

 

（２） それはどのような内容ですか。（複数回答可） 

 

 

 

 

 

 計 割合 

いる ４２ １００％ 

いない ０   ０％ 

 計 割合 

読み聞かせ・ブックトーク等 ３８ ９０％ 

移動図書館の利用 １６ ３８％ 

絵本（図書）コーナーの設置 ４１ ９８％ 

その他 １４ ３３％ 

 計 割合 

いる ２５ ６０％ 

いない １７ ４０％ 

 計 割合 

読み聞かせ、ブックトーク等、読書活動の支援 ２２ ５２％ 

絵本（図書）コーナーの飾り付け、図書の修繕等の

整備に係る支援 

２  ５％ 

その他 ２  ５％ 

すべての園で読書活動推進の取り組みを行っており、絵本（図書）コーナーの

設置や読み聞かせ・ブックトーク等を実施している割合が多い。 

ボランティアは６割以上の園で活用しており、ほとんどは読み聞かせ、ブックト

ーク等での支援である。 



６ 保護者への啓発・家読について 

 

 

（１） 保護者への啓発活動をしていますか。  

        

 

 

（２） それはどのような内容ですか。（複数回答可） 

 

    

 

 

 
【その他の詳細】 

   ・推奨絵本の掲示 

   ・家読パンフレットの配付 

   ・図書だよりの発行 

   ・教育委員会と共同でブックリストを作成し各家庭へ配付 

   ・保護者を対象とした読書意識調査の実施 

   ・保育参観時に「おひざにだっこの読み聞かせ」を行い、家庭へ啓発 

   ・親子絵本づくりコンクール参加 

   ・保護者向けの絵本に関する講演会 

   ・保護者による絵本の読み聞かせ体験 

   ・「絵本貸し出しカード」を利用し、家庭と担任間でコメントを交換し、家庭へ啓発 

 計 割合 

いる ４１ ９８％ 

いない １  ２％ 

 計 割合 

絵本等の貸出 ３３ ７９％ 

園便りや学年便りでの啓発 ３０ ７３％ 

家読の推奨 ２１ ５０％ 

その他 ９ ２１％ 

ほとんどの園で保護者への啓発を行っている。家読の推奨や、絵本の貸出、園便り

等、多様な方法で啓発活動を行っている。 


