
資料：文部科学省「学校図書館の現状に関する調査」（平成１４年度）
大竹市 吉和村
廿日市市 大野町
湯来町 佐伯町
宮島町 能美町
沖美町 大柿町
府中町 海田町
熊野町 坂町
音戸町 音戸倉橋組合

倉橋町 下蒲刈町
蒲刈町 黒瀬町
福富町 豊栄町
大和町 河内町 海田町 吉田町
川尻町 豊浜町 向島町 豊松村
豊町 三次市 吉和村 向原町
庄原市 上下町 沖美町 音戸町
総領町 甲奴町 君田村 三良坂町
君田村 布野村 大柿町 加計町
作木村 吉舎町 大崎町 美土里町
三良坂町 三和町 豊栄町 東広島市
西城町 東城町 江田島町 湯来町
口和町 高野町 音戸倉橋組合 吉和村 東野町 千代田町
比和村 内海町 宮島町 能美町 宮島町 口和町
沼隈町 神辺町 海田町 熊野町 神石郡三和町 内海町
新市町 三和町 広島市 倉橋町 河内町 双三郡三和町 豊町
神石三和組合 神石町 東広島市 佐伯町 黒瀬町 豊浜町 八千代町 木江町
油木町 豊松村 能美町 甲奴町 川尻町 総領町 福富町 府中町
加計町 筒賀村 海田町 黒瀬町 上下町 君田村 三次市 戸河内町
戸河内町 芸北町 河内町 川尻町 甲奴町 三良坂町 布野村 佐伯町
大朝町 千代田町 上下町 君田村 作木村 口和町 神石三和組合 芸北町
豊平町 吉田町 向原町 尾道市 双三郡三和町 芸北町 呉市 蒲刈町
八千代町 美土里町 廿日市市 熊野町 豊松村 因島市 世羅西町 熊野町 世羅町
高宮町 甲田町 三良坂町 大朝町 大朝町 東広島市 因島市 久井町 下蒲刈町 河内町
向原市 竹原市 安芸津町 府中市 瀬戸田町 佐伯町 東城町 三原市 総領町 本郷町
三原市 尾道市 美土里町 大野町 世羅町 大野町 君田村 西城町 甲奴町 沼隈町
因島市 安芸津町 口和町 油木町 安芸津町 西城町 上下町 三次市 高宮町 府中市
大崎町 大崎町 加計町 千代田町 廿日市市 竹原市 神辺町 湯来町 能美町 甲山町
東野町 木江町 下蒲刈町 久井町 世羅西町 三原市 大竹市 千代田町 豊浜町 吉舎町 西城町
瀬戸田町 御調町 君田村 総領町 世羅町 三原市 福富町 比和町 加計町 福富町 甲田町 東城町
久井町 向島町 沖美町 高宮町 甲山町 芸北町 大和町 油木町 佐伯町 音戸倉橋組合 宮島町 神石町 安浦町
甲山町 世羅町 福富町 蒲刈町 福山市 大竹市 庄原市 内海町 蒲刈町 音戸町 君田村 上下町 筒賀村 庄原市
世羅西町 福山市 口和町 上下町 呉市 神辺町 沼隈町 甲山町 海田町 府中町 木江町 向島町 上下町 豊平町
府中市 東広島市 加計町 内海町 豊平町 甲田町 高宮町 美土里町 沖美町 能美町 大野町 蒲刈町 坂町 黒瀬町
安浦町 江田島町 甲山町 安芸津町 竹原市 向島町 大崎町 福山市 呉市 東広島市 大崎町 神石三和組合 竹原市 広島市

全国，県
平均

広島県学校図書館の現状（小学校）

１　読書活動の状
況(1)全校一斉の
読書活動の実施状

況
全国77.8％，
県平均90.0％

１　読書活動の状況
(2)必読書・推薦図
書等を定めている学

校数の割合
全国33.5％
県平均9.6％

１　読書活動の状況(3)
ボランティア等の協力を
得ている学校数の割合

全 国31.5％
県平均50.5％

１　読書活動の状況(4)
公共図書館との連携を実
施している学校数の割合

全国46.4％
県平均28.3％

※市町村については順不同
※全国平均を上回っている市町村名を記載

（なお，学校図書館図書標準に達している状況については，すべての学
校において「学校図書館図書標準」に達している市町村名を記載。地方
交付税の積算額に対する市町村の学校図書館の図書購入に係る予算措置
状況については，１００％以上予算措置している市町村名を記載。）

地方交付税の積算額に
対する市町村の学校図
書館の図書購入に係る

予算措置状況

2　学校図書館を地域住
民に開放している状況

全国9.1％
県平均9.2％

3　学校図書館図書標準
に達している状況



資料：文部科学省「学校図書館の現状に関する調査」（平成１４年度）
大竹市
廿日市市 大野町
湯来町 佐伯町
吉和村 宮島町
東広島市 能美町
沖美町 大柿町
府中町 海田町
熊野町 江田島町
音戸町 倉橋町
音戸倉橋組合 下蒲刈町
蒲刈町 黒瀬町
福富町 豊栄町
大和町 河内町
川尻町 安浦町
豊町 豊浜町
庄原市 三次市 大崎町
総領町 上下町 総領町 江田島町
君田村 甲奴町 作木村 坂町
作木村 吉舎町 口和町 八千代町
三良坂町 双三郡三和町 豊栄町 上下町
西城町 東城町 君田村 呉市
口和町 高野町 神辺町 神石郡三和町

沼隈町 福山沼隈組合 沖美町 能美町
神石郡三和町 神石町 御調町 比和町
油木町 豊松村 甲奴町 音戸倉橋組合

加計町 筒賀村 戸河内町 安浦町
戸河内町 芸北町 海田町 本郷町
大朝町 千代田町 布野村 吉田町
豊平町 吉田町 西城町 久井町
八千代町 美土里町 大野町 倉橋町 双三郡三和町 加計町
高宮町 甲田町 佐伯町 沖美町 美土里町 芸北町
向原市 竹原市 海田町 熊野町 神石町 倉橋町
三原市 尾道市 音戸倉橋組合 大和町 筒賀村 音戸町
本郷町 安芸津町 河内町 上下町 東野町 高宮町
大崎町 東野町 海田町 三良坂町 双三郡三和町 大柿町 世羅西町
木江町 瀬戸田町 熊野町 大和町 口和町 福山沼隈組合 蒲刈町 豊松村
瀬戸田町 御調町 豊町 内海町 神石郡三和町 豊松村 宮島町 豊浜町
久井町 向島町 油木町 世羅西町 大朝町 甲田町 府中町 海田町 大野町 宮島町 甲山町 吉舎町
甲山町 世羅町 大竹市 湯来町 河内町 世羅町 廿日市市 大和町 上下町 豊栄町 加計町 下蒲刈町 大野町
世羅西町 因島市 沖美町 新市町 木江町 府中市 因島市 大竹市 沖美町 熊野町 三良坂町 上下町 三次市 福山沼隈組合

府中市 神辺町 神辺町 呉市 尾道市 神辺町 府中町 加計町 新市町 呉市 作木村 君田村 竹原市 内海町

全国，県
平均

広島県学校図書館の現状（中学校）

※市町村については順不同
※全国平均を上回っている市町村名を記載

1　読書活動の状況(1)
全校一斉の読書活動の

実施状況
全国60.5％，
県平均76.5％

1　読書活動の状況
(2)必読書・推薦図
書等を定めている学

校数の割合
全国26.0％

県平均13.9％

1　読書活動の状況(3)
ボランティア等の協力
を得ている学校数の割

合
全 国11.5％
県平均6.0％

1　読書活動の状況(4)公
共図書館との連携を実施
している学校数の割合

全国29.2％
県平均16.7％

（なお，学校図書館図書標準に達している状況については，すべて
の学校において「学校図書館図書標準」に達している市町村名を記
載。地方交付税の積算額に対する市町村の学校図書館の図書購入に
係る予算措置状況については，１００％以上予算措置している市町
村名を記載。）

地方交付税の積算額に
対する市町村の学校図
書館の図書購入に係る

予算措置状況

3　学校図書館図書標
準に達している状況

2　学校図書館を地域住
民に開放している状況

全国5.7％
県平均6.0％



広島県学校図書館の現状（高等学校）
資料：文部科学省「学校図書館の現状に関する調査」（平成１４年度）

広島皆実 御　調 福山明王台 ※各項目について，実施している学校名を記載

広島国泰寺 世　羅 高　陽 広島皆実 東　城
広（蒲刈） 松　永 広島井口 広島観音 瀬戸田 ※校名については順不同

呉三津田 沼　南 安　西 呉宮原 賀茂北
三　原 府　中 神辺旭 呉三津田 黒　瀬
三原東 油　木 廿日市西 三　原 江田島
尾道東 上　下 高陽東 尾道東 自　彊

福山誠之館 三　次 呉昭和 尾道北 安古市 広島観音 庄原格致
音　戸 庄原格致 高　宮 福山誠之館 高　陽 呉宮原 自　彊
大　竹 庄原格致（高野山） 安芸南 海　田 熊　野 呉三津田 大　門
大　柿 東　城 三次青陵 大　竹 広島井口 尾道東 熊　野

大柿（大君） 瀬戸田 宮島工業 加計（芸北） 神辺旭 福山誠之館 安芸府中
可　部 賀茂北 神　辺　 千代田（豊平） 廿日市西 廿日市 神辺旭

加計（芸北） 日彰館 西条農業 賀　茂 福山工業 加計（芸北） 大　和
千代田 黒　瀬 尾道商業 忠　海 尾道工業 向　原 高陽東

千代田（豊平） 自　彊 広島商業 沼　南 神　辺　 御　調 三次青陵 海　田 三　次
向　原 三　和 呉商業 油　木 西条農業 府　中 宮島工業 千代田 賀茂北
賀　茂 安　芸 西城紫水 上　下 呉商業 福山葦陽 瀬戸田 油　木 神　辺 御　調 安　西
竹　原 河　内 大崎海星 三　次 因　島 吉　田 賀茂北 上　下 呉商業 府　中 西城紫水
忠　海 大　門 因　島 庄原格致 御　調 西城紫水 三　次 因　島 油　木

２　読書活動の状況
（３）ボランティア
等の協力を得ている
学校数の割合
全国　２．５％
県平均　５．３％

２　学校図書館を地
域住民に開放してい
る状況
全国　５．２％
県平均９．５％

２　読書活動の状況
（４）公共図書館と
の連携を実施してい
る学校数の割合
全国　２５．４％
県平均２７．４％

２　読書活動の状況（１）全校
一斉の読書活動を実施状況
全国　２４．６％
県平均　６３．２％

全国，県
平均

※本校，分校，全日制，定時制，通信制

２　読書活動の状況
（２）必読書・推薦
図書等を定めている
学校数の割合
全国　２８．０％
県平均　３８．９％


