
（案） 

子どもの読書活動に関するアンケート（保護者の方へ） 

お子さんの読書環境についてのアンケート調査にご協力をお願いします。 

※ 記入方法・・・該当する番号に○印またはご意見を記入してください。 

１ 図書館をどれくらい利用されていますか。 １. 週に１回以上 

２. 月に１～３回くらい 

３. 年に数回程度 

４ 利用したことがない 

１の１ 「利用したことがない」と答えた方にお

聞きします。その理由は何ですか。 

（複数回答可） 

１. 利用する時間がない 

２. 借りたい本やＣＤなどがない 

３. 利用する必要がない 

４. その他 

（                  ） 

２ 図書館では、お話会や絵本の会など幼児向けの

行事を行っていますが、参加されたことがあり

ますか。 

１. いつも参加している 

２. 月に１－２回程度参加する 

３. 参加したことがない 

２の１ 「参加したことがない」と答えた方にお

聞きします。その理由は何ですか。 

１. 曜日や時間が合わない 

２. 親の時間がない 

３. 行事の詳細を知らない 

４. 興味がない 

５. その他 

（                  ） 

３ 保健サービスセンターでの４か月児健診の際に

ブックスタートを実施しています。ブックスタ

ートパックをお受け取りになりましたか。 

１. はい 

２. いいえ 

３の１ 「はい」と答えた方にお聞きします。ブ

ックスタートを受けてから、図書館利用

や本の読み聞かせなど、始められたこと

がありますか。（複数回答可） 

１. 図書館を利用するようになった 

２. 読み聞かせをするようになった 

３. なにもしていない 

４. その他 

（                  ） 

４ 2 歳以上のお子さんをお持ちの方にお尋ねしま

す。区立図書館では、1 歳 6 か月児を対象とし

たブックスタートのフォローアップ事業を実施

しています。図書館デビューバッグをお受け取

りになりましたか。 

１. はい     

２. いいえ 

（裏面もご記入ください） 

【資料第７号】 



（案） 

４の１ 「いいえ」と答えた方にお聞きします。そ

の理由は何ですか。 

１. 区外に住んでいた 

２. 知らなかった 

３. 行けなかった 

４. 必要ない 

５. その他 

（                 ） 

５ ご家庭に絵本は何冊くらいありますか。 １. ０冊 

２. １～１０冊 

３. １１～３０冊 

４. ３１～５０冊 

５. ５１冊以上 

６ ご家庭で本の読み聞かせなどをされていますか。 １. 毎日のようにしている 

２. 時々している 

３. ほとんどしていない 

６の１ 「ほとんどしていない」と答えた方にお聞

きします。その理由は何ですか。 

（複数回答可） 

１. 時間がない 

２. 絵本の読み方や選び方がわからない 

３. 必要と思わない 

４. その他 

（                 ） 

７ 読み聞かせは子どもの成長に役立つと思われます

か。 

１. 思う 

２. 少し思う 

３. あまり思わない 

４. 思わない 

８ 保護者の方ご自身はどれくらい本を読みますか。 １. 毎日のように読む 

２. 時々読む 

３. あまり読まない 

４. ほとんど読まない 

９ お子さんの好きな本がありましたら、ご記入ください。 

 

１０ 今後、図書館に希望することがありましたらご記入ください。 

〈例〉新刊本を増やしてほしい。/ 幼稚園・保育園への貸出を充実してほしい。/ 子育て相談をしてほしい。 

         

ご協力ありがとうございました。 文京区立真砂中央図書館 

 



（案） 

読書に関するアンケート（小学生のみなさんへ） 

このアンケートは、みなさんの読書のようすや図書館
としょかん

の利用
り よ う

についておたずねするものです。 

あてはまる数字に ○
まる

印
じるし

をつけてください。[    ]の中には あてはまる数字をいれてください。 

※ このアンケートは、アンケートをするまでの１か月のあいだについて答えてください。 

※ このアンケートの中にある「本」には、雑誌
ざ っ し

・まんが（コミック）は入りません。 

 

あなたの学年 １. ３年   ２. ５年 

１ この１か月のあいだに本を読みましたか。 １. はい   ２. いいえ 

１の１ 「はい」とこたえた人にききます。 

   それは何冊
さつ

ですか。 
[    ] 冊

さつ

 

１の２ 「はい」とこたえた人にききます。 

   スマートフォンやタブレットを使
つか

って

読んだものがありますか。 

１. はい   ２. いいえ 

２ この 1 か月のあいだに、学校の図書室で本を

読んだり、かりたりしましたか。 
１. はい   ２. いいえ 

２の１ 「いいえ」とこたえた人にききます。 

それはなぜですか。 

 

１. 利用
り よ う

したいときに図書室がひらいていない 

２. 読みたい本がない 

３. いそがしくて読む時間がない 

４. 利用
り よ う

する必要
ひつよう

がない 

５. その他（               ） 

３  この 1 か月のあいだに、区立
く り つ

図書館
としょかん

で本を

読んだり、かりたりしましたか。 
１. はい   ２. いいえ 

３の１ 「いいえ」とこたえた人にききます。

それはなぜですか。 
１. 利用

り よ う

する時間がない 

２. かりたい本やＣＤがない 

３. 席
せき

があいていない 

４. 利用
り よ う

する必要
ひつよう

がない 

５. その他（               ） 

（裏
うら

も書いてください） 

 



（案） 

４  あなたは本を読むことがすきですか。 １. すき     

２. どちらかといえばすき     

３. どちらかといえばきらい    

４. きらい 

５  あなたは、本をどのようにしてえらんでいます

か。一番あてはまるものをえらんでください。 

１. 先生のすすめ 

２. 家の人のすすめ 

３. 友だちのすすめ 

４. 図書館
としょかん

のすすめる本 

５. 自分で本をみてえらぶ 

６  あなたが好きな本、図書館
としょかん

にあるとよいと思う本はどんな本ですか。（３つまでえらんでくだ

さい。） 

１. 物語   ２. 絵本   ３. 歴史
れ き し

・伝記
で ん き

   ４. 社会   ５. 動物
どうぶつ

・植物
しょくぶつ

 

６. 機械
き か い

、コンピュータ    ７. 生活・料理
りょうり

    ８. 乗り物
の り も の

    

９. 図工・音楽・スポーツ  10. 国語・詩    11. まんが   12. その他
た

 

７  スマートフォンやタブレット、パソコンを使
つか

っ

て調
しら

べたことがありますか。（学校のじゅぎょう

で使
つか

ったときはいれないでください） 

１. はい   ２. いいえ 

８  学校の図書室にやってほしいことがありますか。（自由
じ ゆ う

に書いてください） 

〈例
れい

〉本をふやしてほしい。/ パソコンを使
つか

いたい。/ おすすめの本を紹介
しょうかい

してほしい。 

９  区立
く り つ

図書館
としょかん

にやってほしいことがありますか。（自由
じ ゆ う

に書いてください） 

〈例
れい

〉本をふやしてほしい。/ パソコンを使
つか

いたい。/ おすすめの本を紹介
しょうかい

してほしい。 

 

ご協 力
きょうりょく

ありがとうございました。 

文京区立真砂中央図書館 

 

 

 



（案） 

読書に関するアンケート（中学生の皆さんへ） 

このアンケートは、みなさんの読書の状況や図書館の利用についておたずねするものです。 

あてはまる数字に○印をつけてください。[    ]の中にはあてはまる数字を入れてください。 

＊ このアンケートは、アンケートをするまでの 1 か月の間について答えてください。 

＊ このアンケートの中にある「本」には、雑誌・まんが（コミック）は入りません。 

 

（裏面もご記入ください） 

１ この１か月間で本を読みましたか。（授業中や朝読書で読

んだ場合は入りません。） 
１. はい   ２. いいえ 

１の１ 「はい」と答えた方にお聞きします。 

それは、何冊ですか。 
 [    ] 冊 

１の２ 「はい」と答えた方にお聞きします。 

    スマートフォンやタブレットを使って読んだものがありま

すか。 

１. はい   ２. いいえ 

２ この１か月間に、学校の図書室で本を読んだり借りたり

しましたか。 
１. はい   ２. いいえ 

２の１ 「いいえ」と答えた方にお聞きします。その理由

は何ですか。 

１. 利用したいときに図書室が開

いていない 

２. 読みたい本がない 

３. 忙しい 

４. 利用する必要がない 

５. その他 

（             ） 

３ この１か月間に、区立図書館で本を読んだり、借りたり

しましたか。 
１. はい   ２. いいえ 

３の１ 「いいえ」と答えた方にお聞きします。その理由

は何ですか。 

１. 利用する時間がない 

２. 借りたい本やＣＤがない 

３. 席が空いていない 

４. 利用する必要がない 

５. その他 

（             ） 



（案） 

 

ご協力ありがとうございました。 

文京区立真砂中央図書館 

 

４ あなたは本を読むことが好きですか。 １. 好き 

２. どちらかといえば好き 

３. どちらかといえばきらい 

４. きらい 

５ あなたは、本をどのようにして選んでいますか。最もあ

てはまるものを１つ選んでください。 

１. 先生のすすめ 

２. 家の人のすすめ 

３. 友達のすすめ 

４. 図書館のすすめる本 

５. 自分で本をみて選ぶ 

６. その他 

（             ） 

６ あなたが好きな本、図書館にあるとよいと思う本はどんな本ですか。（３つまで選んでくださ

い。） 

  １. 小説   ２. 哲学   ３. 歴史   ４. 地理   ５. 社会 

  ６. 自然科学   ７. 機械・コンピュータ   ８. 家庭・料理・手芸 

９. 産業・交通   10. 芸術・音楽・スポーツ   11. 言語   12. まんが 

13. その他   

７ スマートフォンやタブレット、パソコンを使って調べた

ことがありますか。 

（学校の授業での使用は含みません。） 

１. はい   ２. いいえ 

８ 学校の図書室に希望することがありましたら、書いてください。 

〈例〉本を増やしてほしい。/ パソコンを使いたい。/ おすすめの本を紹介してほしい。 

９ 区立図書館に希望することがありましたら、書いてください。 

〈例〉本を増やしてほしい。/ 席を増やしてほしい。/ 本の並べ方をわかりやすくしてほしい。 


