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【１】プロジェクト全般について

１ プロジェクトの対象施設はどこですか
県内全ての幼稚園，保育所，認定こども園，小学校，中学校，高等学校，義務
教育学校，中等教育学校，特別支援学校，専修学校（高等課程），高等専門学校及
び放課後児童クラブ・放課後こども教室等が対象です。
その他の関係施設において，当プロジェクトを活用した子供に対する本の貸出
を希望される場合は，当館へお問合せください。

２＊ 学校再開後もこのプロジェクトを継続する目的は何ですか
学校再開後も，多くの子供たちは，臨時休業中及び学校再開後に発生したスト
レスや不安等を抱えていると考えられます。また，学習面においては，授業の時
間数や進め方において様々な制約のある中，広島版「学びの変革」アクション・
プランに基づく生きる力を子供に着実に身に付けさせるために，授業・家庭学習
双方において効果的な取組を行うことが必要です。
こうした状況を踏まえ，家庭・学校等を問わず，子供たちの心や学びを支援す
ることに資する図書の貸出や電子図書館の導入により，プロジェクトを継続しま
す。

３＊ 「子供の心に寄り添う図書」とはどんな本ですか
子供たちが抱える様々な悩みに向き合い考えるきっかけとなるような本や，解
決のヒントを与えてくれる本を整備しています。
また，本を読むことでその世界に没頭出来たり，心が落ち着いたり，気分転換
できたるするような，読み物や趣味に関する本なども整備しています。

【２】図書貸出事業について
１ 申請後，何日程度で本は届きますか
毎週水曜日までに当館で受理した申請については，翌週の水曜日に当館から申
請施設宛てに発送手続を行います（年末年始を除く。）。

２ １回の申請につき何冊まで借りることができますか
１施設につき，100 冊（25 冊×４セット）までの貸出とします。
子供１人当たりの貸出の上限冊数は，各施設で決定の上，対応をお願いします。

‐２‐

３ 学校等の施設や子供が希望する本を指定できますか
当館で，月齢・年齢，学年に合わせて選定した図書セットを用意しますので，
各施設は，そのセットの種類を指定した上で申請していただくこととなります。
セット内容（２５冊の本の内訳）は当館で決定し発送させていただきますので，
送付する本の希望についてはお受けできません。

４ 貸出図書の延長はできますか
当プロジェクトを通して，できるだけ多くの子供たちに本を届けていきたいと
考えていますので，原則として貸出図書の延長には応じないこととします。
やむを得ない事情等がある場合については，当館に御相談ください。

５ 貸出期限内に子供から本の返却がない場合や本の破損や紛失があった場合は
どうすればよいですか
当館に御相談ください。

６ 同施設からの追加申請は可能ですか
できるだけ多くの施設を通して子供たちに本を届けていきたいと考えています
ので，現時点では，1 施設当たり通算 4 セット(100 冊)までの貸出とし，この範
囲内であれば追加申請（※）は可能です。
※ 前回貸出を受けた図書の返却前でも，追加申請は可能です。

７＊ 学校での学習に活用する場合，どのような方法がありますか
図書セットの貸出については，朝の読書活動や調べ学習の資料，コロナの影響
で困難となった体験的な学びを補うなど，主体的で深い学びに資する場面で活用
していただけると考えています。
また，学校での活用例としては，保健室や図書室，SSR(ｽﾍﾟｼｬﾙ・ｻﾎﾟｰﾄ・ﾙｰﾑ)
などに本を配置することで，安心して本の世界に浸る環境を用意し，子供の心の
ケアに役立つことが考えられます。

８＊ 新たにどんな本が増えるのですか
これまで読書習慣のなかった子供も本に親しむきっかけとなる本，学校・家庭
を問わず子供の学びを支える本，また，不安やストレス等を抱える子供の心に寄
り添う本として，現時点では約 3000 冊を整備する予定です。
なお，
「子供の元気サポートセット」については，８月下旬より貸出申請を受け
つけます。

‐３‐

【３】電子図書館について
１＊ 利用条件はありますか（対象者・冊数・期間・延長・予約）
＜対象者＞
県内に在住，在学，在勤している方です。
※主な利用対象者は，中・高校生を想定しています。
＜冊数＞
利用冊数は 1 度に 2 点まで。
＜期間＞
貸出期間は 14 日間。
＜延長・予約＞
延長は 1 回まで可能。予約は可能で取り置き期間は７日間。

２＊ 利用するにはどうすればよいですか
電子図書館サービスを利用するには，まず ID の取得が必要です。
取得した ID，パスワードで，県立図書館の HP から電子図書館サイトにログイ
ンし，希望する電子書籍を借りていただくこととなります。
【ID の取得方法】
＜県立図書館利用カードを持っている方＞
ID 取得申請は不要です。ID は利用カードの番号となります。
初期パスワードを生年月日として当館で登録します。
※情報流出防止のため，電子図書館サービス初回ログイン時にパスワードを変更
することをお勧めします。
＜県立図書館利用カードを持っていない方＞
ID 取得申請が必要です。県立図書館 HP から，広島県電子申請システムにログ
インし，申請書に必要事項を入力して申請してください。
当館で申請を受理した後，ID を附番，パスワードを設定し，申請のあった翌々
開館日までに，電子メールで通知します。

３＊ どのような電子書籍を借りることができるのですか
青少年向け書籍等（次の①~③）に加え，古典・近代文学の名作等を約 7000 点，
利用できるようにしています。
なお，点数については段階的に増やしていく予定です。
① これまで読書習慣のなかった子供も本に親しむきっかけとなる書籍
② 不安やストレス等を抱える子供の心に寄り添う書籍
③ 学校・家庭を問わず子供の学びを支える書籍

‐４‐

４＊ 一般向けの電子書籍はないのですか
このプロジェクトが，子供が本に親しむきっかけを提供することや，子供の心
のケアや学びの支援を目的とした事業であるため，青少年向けの書籍を中心に選
書しています。

５＊ 同じ電子書籍を同時に複数の人が借りることができますか
他の利用者へ貸出中の電子書籍は借りることができません。
（1 タイトル 1 点の
利用となります。）
借りたい本が貸出中の場合は，予約を活用してください。

６＊ スマートフォンでも利用できますか
閲覧可能な Web 環境を教えてください
Windows,Mac, iOS，Android のスマートフォン，パソコン，タブレットに対
応しています。
（１）Windows(PC)
OS：Windows10 / 8.1
ブラウザ：Microsoft Edge 最新バージョン / Internet Explorer 11 /
Chrome 最新バージョン
※Windows での Safari は動作保証外。
（２）Mac(PC)
OS：Mac OS X 10.11 以降
ブラウザ：Safari 9 以降
※｢プライベートブラウズ｣が設定されている場合は閲覧できない。
（３）iOS(iPad / iPhone)
OS：iOS 9 以降
ブラウザ：Safari 9 以降
※｢プライベートブラウズ｣が設定されている場合は閲覧できない。
（４）Android
OS：Android 4.1 以降
ブラウザ：Google Chrome 31 以降 / 端末搭載標準ブラウザ

７＊ 音声読み上げ機能は付いていますか
付いている書籍もあります。電子図書館サービスにログインし，読み上げ機能
の付いた書籍を選択してください。読み上げ場所や，読み上げ速度を指定して，
利用することができます。

‐５‐

【４】その他

１ このプロジェクトに参加した子供たちの声を届けることはできますか
当館から申請施設宛てに発送する図書貸出セットに同包する利用アンケートに
子供たちの読書の感想等を是非お寄せください。
寄せていただいた子供たちの感想等については，当館のホームページや Twitter
等で紹介させていただきます。

２ このプロジェクト以外で県立図書館から子供たちが本の貸出サービスを受ける
方法はありますか
個人で当館の図書利用カードを作成し事前予約していただき，来館して貸出が
できます。インターネット予約貸出サービスにより事前予約していただいた本は，
地域の市町立図書館等（以下「市町立図書館等」という。）でも貸出ができます。
また，市町立図書館等で相互貸借を申し込んで，当館の図書を市町立図書館等
で貸出することもできます。ただし，受取館となっている市町立図書館等での受
取りを希望される場合は，受取館が貸出・返却に対応している場合のみの発送と
なります。
詳細は，当館ホームページを確認いただくか当館へ直接お問い合わせください。

‐６‐

