
家庭教育支援啓発用物品貸付要綱 

 

（趣 旨） 

第１条 この要綱は，県内における家庭教育支援の啓発に資するため，別紙に掲げる家庭教育支援啓発用物

品（以下「物品」という。）の貸付けに関して必要な事項を定めるものとする。 

 

（貸付の対象） 

第２条 物品の貸付けを受けることができる者は，県内の市町及び教育長が適当と認める生涯学習関連団体

とする。 

 

（貸付の承認） 

第３条 物品の貸付けを受けようとする者は，別記様式第 1号による貸付申込書を，貸付けを受けようとす

る日の３開庁日前までに広島県教育委員会事務局学びの変革推進部生涯学習課に提出しなければならない。 

２ 教育長は，物品の使用の目的又は方法が適当でないと認めたときは，貸付けを承認しないことができる。 

 

（物品預証の提出） 

第４条 物品の貸付けを受けた者（以下「借受者」という。）は，別記様式第２号による物品預証を提出しな

ければならない。 

 

（貸付期間） 

第５条 物品の貸付期間は，貸付日から１ヶ月以内とする。ただし，特別の理由があると認めるときは，こ

の限りではない。 

 

（貸付の条件） 

第６条 借受者に貸付けする場合の条件は，次の各号に定めるとおりとする。 

(1) 借受者は，貸付けを受けた物品を家庭教育支援の啓発に資する事業に使用するものとし，転貸し，

又は貸付けにより生じた権利を担保に供し，若しくは譲渡してはならない。 

(2) 借受者は，物品を常に良好な状態で保管しなければならない。 

(3) 借受者は，その責めに帰すべき理由により物品を亡失，汚損又は破損したときは，借用者の責任にお

いて原状に復し返却しなければならない。 

(4) この要綱の規定に違反したとき又は公用に供するため貸し付けた物品を必要とするときは，速やかに

物品を返還しなければならない。 

 

（貸付料の負担） 

第７条 物品の貸付料は無償とする。 

 



（貸付及び返却場所） 

第８条 生涯学習課とする。 

 

（使用状況の調査） 

第９条 貸し付けた物品の管理上必要があるときは，その使用状況について，借受者に報告を求め，又は立

入調査をすることができる。 

 

 

附 則 

この要綱は，平成 30年５月 21日から施行する。 

附 則 

この要綱は，令和２年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は，令和３年８月１日から施行する。 

 



別紙                 家庭教育支援啓発用物品一覧 

 

番号 １ ２ ３ 

名称 
バナー① 

「まるいものをさがそう」 

バナー② 

「おなじいろをさがそう」 

バナー③ 

「おおきい？ちいさい？」 

内容 親子で会話を楽しむ 親子で会話を楽しむ 親子で会話を楽しむ 

仕様 

ポリタンク      １個 

支柱         １本 

留め具        １個 

バナー(W85cm×H130cm) １枚 

ポリタンク      １個 

支柱         １本 

留め具        １個 

バナー(W85cm×H130cm) １枚 

ポリタンク      １個 

支柱         １本 

留め具        １個 

バナー(W85cm×H130cm) １枚 

写真 

   

 

番号 ４ ５ ６ 

名称 
バナー④ 

「にている？ちがう？」 

バナー⑤ 

「ねぇねぇ えほん よんで」 

バナー⑥ 

「スキンシップがいいらしい」 

内容 親子で会話を楽しむ 
読み聞かせの重要性を保護者に

伝える 

スキンシップによる愛着形成の

重要性を保護者に伝える 

仕様 

ポリタンク      １個 

支柱         １本 

留め具        １個 

バナー(W85cm×H130cm) １枚 

ポリタンク      １個 

支柱         １本 

留め具        １個 

バナー(W85cm×H100cm) １枚 

ポリタンク      １個 

支柱         １本 

留め具        １個 

バナー(W85cm×H100cm) １枚 

写真 

   

 



番号 ７ ８ ９ 

名称 
バナー⑦ 

「あかちゃんへことばのプレゼント」 

バナー⑧ 

「子供の『遊び』は『学び』そのものです」 

絵本セット 

内容 
読み聞かせや親の言葉かけの大

切さを保護者に伝える 

遊びを通して子供の様々な力が育

まれることを伝える。 

読み聞かせの重要性を保護者

に伝える際の見本のセット 

仕様 

ポリタンク      １個 

支柱         １本 

留め具        １個 

バナー(W85cm×H100cm) １枚 

ポリタンク      １個 

支柱         １本 

留め具        １個 

バナー(W85cm×H130cm)   １枚 

絵本       計 20冊 

詳細は別表のとおり 

写真 

   

 

 

 

 

※貸付は絵本のみ 

 

番号 １０ １１ １２ 

名称 バックパネル① バックパネル② テーブルクロス 

内容 
あそびのひろば会場装飾 

（注）県教委名入り 

遊びを通して子供の様々な力が育

まれることを伝える。 

あそびのひろば会場装飾 

（注）県教委名入り 

仕様 

イージーシステムパネル(専用バック付) １個 

ウェイト        ２個 

ウェイト台       ２個 

タペストリー      １枚 

 (W226.5cm×D29.5×H226.5cm)  

イージーシステムパネル(専用バック付) １個 

ウェイト         ２個 

ウェイト台        ２個 

タペストリー       １枚 

(W226.5cm×D29.5×H226.5cm)  

テーブルクロス   ２枚 

（W320cm×H150cm） 

写真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※タペストリー無しの状態 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※タペストリー無しの状態 

 

 

 

 

 

 

80cm 

60cm 

10cm 



番号 １３ １４ １５ 

名称 パイプ椅子カバー のぼり① のぼり② 

内容 
あそびのひろば会場装飾 

（注）県教委名入り 

あそびのひろば会場（コーナー）

の案内 

読み聞かせ会場（コーナー）の案

内 

仕様 

パイプ椅子カバー 30枚 

(W47cm×H60cm（背面 16cm）) 

注水台本体        １個 

注水台支柱        １個 

ポール（収納ケース付） １本 

のぼり旗(W60cm×H180cm) １枚 

注水台本体        １個 

注水台支柱        １個 

ポール（収納ケース付） １本 

のぼり旗(W60cm×H180cm) １枚 

写真 

   

 

 

 

 

番号 １６ １７ １８ 

名称 のぼり③ クッション マグネットシート 

内容 
ふれあいあそび会場（コーナー）

の案内 

絵本の配架や読み聞かせ会場

の装飾 

子供の遊び・発言等の内容や気付

き，親の喜び・悩み等の意見を出

してもらう際に活用 

仕様 

注水台本体       １個 

注水台支柱       １個 

ポール（収納ケース付） １本 

のぼり旗(W60cm×H180cm) １枚 

全長 20cm程度  計３個 マグネットシート  計７個 

記号ａ～ｄ（W15cm×H20cm） 

記号ｅ～ｇ（W20cm×W15cm） 

写真 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 記号ａ(ラッコ) 

記号ｂ(かめ) 

記号ａ 記号ｂ 記号ｃ 

記号ｄ 
記号ｅ 

記号ｆ 記号ｇ 

記号ｃ(カンガルー) 



 

番号 １９ ２０ 

名称 スタンプセット① スタンプセット② 

内容 
遊びの大切さを伝えるため，スタンプラリー等

で活用 

バナー①，④～⑦とセットで親子の関わりを促

すため，スタンプラリー等で活用 

仕様 
インク浸透印      計 12個 

（長柄 H11.8cm 丸型 30mm） 

インク浸透印       計 12個 

（長柄 H11.8cm 丸型 30mm） 

写真 

  

 

 

 

 

記号ａ 記号ｂ 記号ｃ 

記号ｄ 記号ｅ 記号ｆ 

記号ｇ 記号ｈ 記号ｉ 

 

記号ｊ 記号ｋ 記号ｌ 

記号ｈ 

記号ｊ 

記号ａ 記号ｂ 記号ｃ 

記号ｄ 記号ｅ 記号ｆ 

記号ｇ 記号ｈ 

記号ｊ 記号ｋ 記号ｌ 

記号ｉ 



 

別表 絵本リスト 

番号 年齢区分 資料名 著者 出版者 出版年 

1 0-1 あかちゃんのおと みやにしたつや／作絵 金の星社 2007 

2 0-1 あがりめさがりめ ましませつこ／絵 こぐま社 1994 

3 0-1 おつきさまこんばんは 林明子／さく 福音館書店 1986 

4 0-1 だるまさんが かがくいひろし／さく ブロンズ新社 2008 

5 0-1 でてこいでてこい はやしあきこ／さく 福音館書店 1998 

6 0-1 ねんね さえぐさひろこ／文，細川佳／デザイン アリス館 2004 

7 0-1 ぴょーん まつおかたつひで／作・絵 ポプラ社 2000 

8 0-1 まるくておいしいよ こにしえいこ／さく 福音館書店 1999 

9 2-4 がたんごとんがたんごとん 安西水丸／さく  福音館書店 1987 

10 2-4 しろくまちゃんのほっとけーき わかやまけん／[絵]，森比左志／[文]，わだよしおみ／[文]   こぐま社 1980 

11 2-4 たまごのあかちゃん かんざわとしこ／ぶん，やぎゅうげんいちろう／え   福音館書店 1991 

12 2-4 どうぞのいす 香山美子／作，柿本幸造／絵 ひさかたチャイルド 1981 

13 2-4 みんなうんち 五味太郎／さく 福音館書店 1981 

14 2-4 やさいのおなか きうちかつ／さく・え   福音館書店 1984 

15 2-4 わたしのワンピース にしまきかやこ／えとぶん  こぐま社 1969 

16 4-6 こいぬがうまれるよ 
ジョアンナ・コール／文，ジェローム・ウェクスラー／写

真，つぼいいくみ／訳   
福音館書店 1982 

17 4-6 しりとりあそびしろとくろ 星川ひろ子／著，星川治雄／著   小学館 2008 

18 4-6 はじめてのおつかい 筒井頼子／さく，林明子／え  福音館書店 1977 

19 4-6 ペレのあたらしいふく エルサ・ベスコフ／さく・え，おのでらゆりこ／やく  福音館書店 1978 

20 4-6 ラチとらいおん マレーク・ベロニカ／ぶん・え，とくながやすもと／やく  福音館書店 1965 

 

 


