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伊賀市子ども読書活動推進計画
事業（20～23年度）成果表　1P

活動単位：１．家庭・地域

基本的方針 方策 具体的方策 所管課 事業内容
事業(20～23年度）に対して

の自課評価 事業（20～23年度）の効果 事業（20～23年度）の課題 【備考】基本的方針や方策に対しての意見

こども家庭課
子育て支援センターで、本と親し
む機会を作ります。また、親子・
家族の交流の場を提供します。

Ａ

子育て支援センターではセンター職員やボ
ランティアが積極的に読み聞かせをし、絵本
の楽しさを知ったり絵本と親しむ機会を作
り、同時に親同士・子同士の交流の場を提
供しました。

本離れしている大人が多い中、家庭でいか
に保護者が子どもに絵本を読んであげるか
を促すことを事業に展開して実施していきま
す。

上野図書館 読み聞かせの会のPRをします。 A

広報へ毎月掲載しPRに努めました。おはな
しカレンダーやポスター、チラシを保育園・幼
稚園・子育て支援センターへ配布し案内しま
した。図書館内でもポスターを貼ったりチラ
シを置いています。

集客数が伸びないため、開催時間の変更や
出前でお話し会をするなどして積極的なPR
活動の展開が必要です。

いがまち公
民館図書室

読み聞かせの会を開催します。 A
親子のふれあいのなかで絵本に興味を持つ
取り組みができました。

島ヶ原公民
館図書室

読み聞かせの会を開催します。 Ａ 定期的な読み聞かせをしました。

阿山公民館
図書室

読み聞かせの会を開催します。 A
読み貸せボランティアグループ「はあと＆は
あと」により、月２回開催して子どもたちが本
に興味を持つような取組みができました。

読み聞かせの予定を広報いが市に掲載して
PRしているが、参加者が思うようにのびない
ことが課題です。

大山田公民
館図書室

読み聞かせ会を開催します。 Ａ
毎月１回計画通り実施し、子どもの読書活
動に家族ぐるみで取り組みことの大切さを呼
びかけることができました。

参加者が思うようにのびないことが課題で
す。

A
乳幼児（未就学児）をはじめ園児、児童、親
子が絵本の楽しさにふれることで読書への
関心のきっかけ作りに繋がりました。

児童書や絵本の新刊を増やすことが課題で
す。

A

読み聞かせグループによる催しや学校への
出張読み聞かせなどを行うことで、本の楽し
さに触れる機会の提供と交流の機会の提供
につながりました。

児童書や絵本の新刊を増やすことが課題で
す。

ブックスタート
事業の充実

本との出会いの場であるブックス
タート事業のさらなる充実と周知を
はかり、読み聞かせの大切さを伝
えていきます。

健康推進課
１歳６ヶ月児健診会場で、対象
者に絵本の読み聞かせを行い
情操教育を高めます。

B

ブックスタート事業は、1歳6ヶ月の健診時に
読み聞かせのボランティアによる「読み聞か
せの会」を行ってきたが、健診が主体である
ため、健診後の健康相談を受ける親子や健
診後すぐ帰る親子等が多く、効果的ではな
いと判断し、平成２１年度から保健師や助産
師による乳児訪問（こんにちは赤ちゃん訪問
事業）時、読み聞かせによる情操教育の効
果について説明しながら絵本を配布すること
としたため、配布率の向上とともにブックス
タート事業の効果について親子に周知・啓
発することができました。

保健師や助産師による乳児訪問（こんにち
は赤ちゃん訪問事業）時、読み聞かせによ
る情操教育の効果について説明しながら絵
本を配布することとしたため、家庭の事情等
によりブックスタート事業の説明などができ
ず、絵本を渡すだけの場合があり、その後
のフォローが必要である。

図書館・子育て支援センターなどと連携して
読み聞かせの会の開催の周知が必要で
す。

青山公民館
図書室

親子で本に接する機会を創出
し、本の楽しさを感じ、読書への
関心を高めます。

上野図書館や公民館図書室、子育
て支援センターなどで行っている読
み聞かせの会のPRにつとめるとと
もに、読書に関する催しに親子・家
族で参加し、交流のできる機会を作
ります。

読書に関する
催しの開催

読書の機会や場所
の整備・充実

評価基準
Ａ 計画通りに実行できた
Ｂ ほぼ計画通りに実行できた
Ｃ あまり計画通りに実行できなかった
Ｄ 計画通りに実行できなかった



伊賀市子ども読書活動推進計画
事業（20～23年度）成果表　2P

基本的方針 方策 具体的方策 所管課 事業内容
事業(20～23年度）に対して

の自課評価 事業（20～23年度）の効果 事業（20～23年度）の課題 【備考】基本的方針や方策に対しての意見

こども家庭課
子育て講座開催の機会を通して
情報提供を行います。

Ａ
「絵本の正しい選び方」と題した講演会を開
催し、絵本の大切さや楽しさを保護者に啓発
することができました。

読み聞かせ推進事業として取り上げ、講演
会の回数を増やします。

市民生活課
外国語版情報紙などを通じた広
報啓発活動を行います。

Ａ
伊賀市子ども読書活動推進計画を多言語で
情報提供することができました。

伊賀市子ども読書活動推進計画についての
認識度を深めていくことが課題です。

学校教育課
情報提供と広報啓発を行いま
す。

Ｂ
36校中32校で、学校だよりや学級通信等
で、児童・生徒の読書活動の様子等を知ら
せることができています。

図書担当の教職員が、図書館に携わる時間
が少ないため、読書に関する学校だよりや
学級通信等を作成する時間がとりにくい状
況にあります。

生涯学習課
広報いが市やケーブルテレビな
どを通じた広報啓発活動を行い
ます。

A

広報いが市等で「伊賀市子ども読書活動推
進計画」を策定し、家庭・地域・学校などの
あらゆる場所で読書活動を推進しているこ
と、日常の中で読書が生活習慣の一部とし
て定着するよう啓発しました。

読書の楽しさや重要性をさらに啓発していく
必要があります。

上野図書館
情報などを広報いが市で案内を
します。

A
広報いが市のほか図書館だよりの発行や
ケーブルテレビの文字放送などで新刊情報
を案内しました。

保護者などに直接働きかける取り組みが必
要です。

いがまち公
民館図書室

広報いが市の「図書館だより」に
掲載する他、子育て支援に関す
る事業時にも図書の情報を提供
します。

A
子育て支援センターによる読み聞かせ時に
図書室の本を貸出することにより利用者の
増加に繋がりました。

島ヶ原公民
館図書室

子育て支援「遊びの広場」の機
会を通じ情報を提供します。

Ａ
広報いが市の「図書だより」等に読み聞かせ
の会の情報を掲載しました。

阿山公民館
図書室

広報いが市の「図書館だより」に
掲載します。

A
広報いが市の「図書館だより」に読み聞かせ
の会等の情報を毎月１日号 終ページに掲
載して大変効果がありました。

読み聞かせの予定を広報いが市に掲載して
PRしているが、参加者が思うようにのびない
ことが課題です。

大山田公民
館図書室

広報いが市の「図書館だより」に
掲載します。

Ａ
毎月、広報いが市１日号に掲載しすること
で、読み聞かせの会の開催を周知すること
ができました。

青山公民館
図書室

催しや新しい図書の情報提供を
します。

A

広報いが市や防災放送をはじめ青山公民
館図書だより「ぶっくらんど」の発行により、
本の案内や研究会・講座の案内を行うこと
で、読書の重要性に触れる機会の提供に繋
がりました。

新刊図書の購入が課題です。

上野図書館
新刊案内及び図書館だよりの発
行をします。

A
図書館だよりの発行と新刊案内（児童用）を
児童コーナーに設置し自由に見られるように
しました。

館内へ図書館だよりを置いていますが、
ホームページにも掲載する必要があります。

いがまち公
民館図書室

催しや新しい図書の情報提供を
します。

A
絵本の時間などでの新刊紹介や館内に新
刊のカバー掲示により利用しやすくなりまし
た。

読書の楽しさや重要性を保護者に
認識してもらえるよう、健診・子育て
講座の機会や市の広報物などを通
じて呼びかけていきます。

親子で楽しめる本の紹介を図書館
だよりなどを通じて積極的に行いま
す。

情報提供と広報啓発
の拡充

家庭における
読書活動の啓
発

評価基準
Ａ 計画通りに実行できた
Ｂ ほぼ計画通りに実行できた
Ｃ あまり計画通りに実行できなかった
Ｄ 計画通りに実行できなかった



伊賀市子ども読書活動推進計画
事業（20～23年度）成果表　3P

基本的方針 方策 具体的方策 所管課 事業内容
事業(20～23年度）に対して

の自課評価 事業（20～23年度）の効果 事業（20～23年度）の課題 【備考】基本的方針や方策に対しての意見

大山田公民
館図書室

催しや新しい図書の情報提供を
します。

Ａ

「おはなしたいむ日記」で、おはなしたいむ
の紹介と、「ひだまりらいぶらりぃ」で新着図
書の紹介を行うことで親子で楽しめる本の
紹介ができた。

青山公民館
図書室

催しや新しい図書の情報提供を
します。

A

青山公民館図書だより「ぶっくらんど」にお勧
めの本の紹介や、おはなし会の催し物案内
などを行うことで、親子で楽しむ読書の機会
のお知らせと、機会の提供に繋がりました。

新刊図書の購入が課題です。

市民生活課
外国語版情報紙などを通じ広報
啓発活動をします。

 Ａ
家庭における読書時間の設定の重要性を
多言語で情報提供することができました。

家庭における読書時間の設定の重要性に
ついての理解度を深めていくことが課題で
す。

生涯学習課
広報いが市やケーブルテレビな
どを通じた広報啓発活動をしま
す。

A

広報いが市等で「伊賀市子ども読書活動推
進計画」を策定し、家庭・地域・学校などの
あらゆる場所で読書活動を推進しているこ
と、日常の中で読書が生活習慣の一部とし
て定着するよう啓発しました。

家庭における読書時間の設定の重要性に
ついてさらに啓発していく必要があります。

学校教育課
市民ボランティアとの連携活動
を推進します。

Ｂ
25校中22校の小学校において、地域の方や
保護者、読み聞かせボランティアによる読み
聞かせを行っています。

地域の方や保護者、読み聞かせボランティ
アと連携した読み聞かせ・ブックトーク等の
活動を実施している中学校が10校中５校で
少ない状況にあります。

上野図書館
市民ボランティアと連携し、読み
聞かせ会を開催します。

B
ボランティアによるおはなしの会は毎月２回
実施し、えほんの森は毎月１回開催しまし
た。

ブックトークやストーリーテリングなど新たな
取り組みが必要です。

いがまち公
民館図書室

読み聞かせの会を開催します。 A
ボランティアが本の紹介をするなどで貸出も
増え親子のふれあいが深まりました。

島ヶ原公民
館図書室

読み聞かせの会を開催します。 Ａ
読み聞かせボランティア（お話の会ネェ読ん
で）等と連携し、読み聞かせの会を開催しま
した。

阿山公民館
図書室

読み聞かせの会を開催します。 A
読み貸せボランティアグループ「はあと＆は
あと」により、月２回開催して子どもたちが本
に興味を持つような取組みができました。

読み聞かせの予定を広報いが市に掲載して
PRしているが、参加者が思うようにのびない
ことが課題です。

大山田公民
館図書室

読み聞かせ会を開催します。 Ａ

おはなしボランティアと連携し、読み聞かせ
会「おはなしたいむ」の開催を毎月実施しま
した。また、小学校と連携し、朝の読書推進
活動を実施しすることで読書の楽しさや読書
習慣を身につけるよう啓発ができました。

青山公民館
図書室

親子で本に接する機会を創出
し、本の楽しさを感じ、読書への
関心を高めます。

A

読み聞かせグループによる催しや学校への
出張読み聞かせなどを行うことで、本の楽し
さに触れる機会の提供と場の提供につなが
りました。

新刊図書の購入が課題です。

市民ボランティアと連携し読み聞か
せやブックトーク等、子どもが読書
に興味を持つような取り組みを展開
します。

家庭における読書時間の設定・啓
発を行います。

親子で楽しめる本の紹介を図書館
だよりなどを通じて積極的に行いま
す。

読書の機会や場所
の整備・充実

地域との連携

情報提供と広報啓発
の拡充

家庭における
読書活動の啓
発

評価基準
Ａ 計画通りに実行できた
Ｂ ほぼ計画通りに実行できた
Ｃ あまり計画通りに実行できなかった
Ｄ 計画通りに実行できなかった



伊賀市子ども読書活動推進計画
事業（20～23年度）成果表　4P

活動単位：２．保育所（園）・幼稚園

基本的方針 方策 具体的方策 所管課 事業内容
事業(20～23年度）に対して

の自課評価 事業（20～23年度）の効果 事業（20～23年度）の課題 【備考】基本的方針や方策に対しての意見

こども家庭課
保育の中で絵本に親しむよう読
み聞かせの時間を持ちます。

A

子どもたちが、絵本に興味や関心がもてる
よう目に入る位置に絵本を並べ替え環境を
工夫したので、読み聞かせしてもらった絵本
を手に取り友だちと見たり、保育士に気に
入った絵本をリクエストする姿が増えまし
た。

個人差があり、絵本に興味の持てない子に
対し出来る限り一人ひとりに読み聞かせをし
て絵本の楽しさを知らせていきたいです。

学校教育課
読み聞かせ活動の充実を図りま
す。

Ａ
子どもがイメージを広げて話を聞く楽しさを
味わうことができています。

深く話を楽しむことができる力をつけていくた
めに、さらに充実していく必要があります。

こども家庭課
保育士の資質の向上を図るた
め、講習会や研修会に参加をし
ます。

A
研修会に参加する中で、絵本の魅力やおも
しろさに保育士自身気づくことができました。

保育士の資質向上のため引続き講演会や
研修会にできるだけ参加していきたいです。
その一方で絵本に関しての研修会や講演会
が少ないです。

学校教育課
研修会等の案内を周知し、参加
を促します。

Ａ
研修会の案内をし、積極的に参加すること
ができています。

今後も、研修会等の案内の周知を徹底し、
継続して参加を促していきます。

こども家庭課
読み聞かせについての研修会
を開催します。

A
ブックドクターを招いて読み聞かせ方を学ん
だり、積極的に絵本に関する研修会が実施
できました。

予算の面でブックドクターを招きにくくなった
ので方法を考えます。

学校教育課
読み聞かせについての研修会
を開催します。

Ａ
研修会を開催し、読み聞かせの活動につい
て共通理解し、取り組むことができていま
す。

読み聞かせに関する資質の向上が必要で
す。

生涯学習課
読み聞かせについての研修会
を開催します。

A

子どもの読書活動に日常携わる機会の多い
教職員、読み聞かせ団体及び保護者を対象
として、読み聞かせについての研修会を開
催してきました。

今後、さらに効果的な研修会を開催するに
は、他の関係所管課と連携して進める必要
があると感じています。

こども家庭課
子どもや保護者のニーズに対応
した乳幼児向けの図書資料の
充実を図ります。

A

パンフレットや冊子等保護者が自由に閲覧
できるようにしたり、また、どんな絵本が新し
く購入されたかをたより等で知らせたので、
家庭で絵本を購入する時の参考になりまし
た。

絵本に対して興味のある保護者と全く関心
を示さない保護者がいるので啓発を考えま
す。

学校教育課
子どもや保護者のニーズに応じ
た図書資料の充実を図ります。

Ａ
子どもや保護者のニーズに対応した乳幼児
向けの図書資料の充実を図ることができて
います。

子どもや親子読書の状況をふまえて図書資
料の充実を図っていく必要があります。

自由に本に親しめるよう、外国語図
書の充実を図ります。

学校教育課 外国語図書の充実を図ります。 Ａ
外国語図書の購入をすすめることができて
います。

幼稚園において、外国語図書の情報を収集
する必要があります。

こども家庭課
外国の子どもたちが利用しやす
い図書環境を作ります。

B
外国語の絵本コーナーを作ったり、絵本を翻
訳して外国の子が利用しやすくしました。

外国語の絵本の冊数を増やしていきます。

学校教育課
外国の子どもたちが利用しやす
い図書環境を作ります。

Ａ
外国語支援の先生に日本語や外国語に訳
してもらい、それぞれの文化にふれることが
できています。

在籍している、していないにかかわらず、外
国の子どもたちを受け入れる体制を継続し
て作っていくことが大切です。

読み聞かせについての研修会を開
催します。

読書活動推進のための講習会や研
修会に積極的に参加できる環境を
整えます。

教諭、保育士による読み聞かせ活
動の一層の充実を図ります。

読書の機会や場所
の整備・充実

上野図書館・公民館
図書室・学校図書館
の連携と図書資料の
充実

子どもの読書に携わ
る人材の育成

読書の機会や場所
の整備・充実

子どもや保護者のニーズに対応し
た乳幼児向けの図書資料の充実を
図ります。

外国籍の子どもたちが利用しやす
い施設環境の整備に努めます。

読み聞かせ活
動の充実

読書活動の推
進情報交換や
研修への参加

図書資料の充
実

外国籍の子ど
もへの対応

評価基準
Ａ 計画通りに実行できた
Ｂ ほぼ計画通りに実行できた
Ｃ あまり計画通りに実行できなかった
Ｄ 計画通りに実行できなかった



伊賀市子ども読書活動推進計画
事業（20～23年度）成果表　5P

基本的方針 方策 具体的方策 所管課 事業内容
事業(20～23年度）に対して

の自課評価 事業（20～23年度）の効果 事業（20～23年度）の課題 【備考】基本的方針や方策に対しての意見

こども家庭課
図書コーナー等、利用しやすい
施設環境を整えます。

A
絵本コーナーで自主的に気に入った絵本が
手に出来るようになった。

絶えず、子どもや保護者の利用の仕方を見
て環境を整えていく必要があります。

学校教育課
図書コーナー等、利用しやすい
施設環境を整えます。

Ａ
すべての子どもが利用しやすいコーナーづく
りができています。

在籍している、していないにかかわらず、図
書コーナー等、利用しやすい施設環境を整
えていくことが必要です。

読書に関する相談窓口の充実を図
ります。

こども家庭課
保護者からの相談に対応しま
す。

A
保護者の絵本選びで、子どもの発達や年齢
にあったものを聞かれる回数が多くなりまし
た。

家庭での読み聞かせの啓発に努めます。

こども家庭課

保育の中で読書や読み聞かせ
などの機会を多く取り入れること
により、読書に対する興味を向
上させます。

A
日々時間を決めて読み聞かせをしていく中
で、絵本大好きな子が増えました。

引続き読み聞かせを実施します。

学校教育課 読み聞かせ活動を充実します。 Ａ
一人ひとりの子どもの発達や興味にあわせ
た読み聞かせを行うことができています。

読み聞かせに関する資質の向上が必要で
す。

こども家庭課
絵本の紹介や家庭への貸し出し
を行います。

A
貸し出しをする中で、保護者の絵本に対す
る意識が向上しました。

保護者や子どものニーズにあった絵本が選
べるよう貸出しコーナーを整理します。

学校教育課
情報提供と広報啓発を行いま
す。

Ａ
新刊案内や図書貸し出し情報の発信ができ
ています。

新刊案内や図書貸し出し情報の発信する機
会を増やしていくことが必要です。

こども家庭課
保護者から家庭での本の読み
聞かせ等の相談に対し、アドバ
イス等を実施します。

B
保護者からの相談やアドバイスには快く答
えられるようし、相談にも応じました。

引続き相談がしやすい環境や雰囲気を作り
ます。

学校教育課
保護者から家庭での本の読み
聞かせ等の相談に対し、アドバ
イス等を実施します。

Ａ
絵本を読み聞かせることの意義と楽しさを伝
えることができています。

相談件数が増えるよう働きかけることが必
要です。

こども家庭課

様々な機会を捉えて、保護者に
対し本の楽しさ或いはこどもへ
の読み聞かせの重要性につい
て啓発を行います。

A
絵本は、子どものイメージや想像力が培わ
れることをアピールしました。

今後、絵本の楽しさや絵本からイメージを膨
らませることの大切さを啓発していきます。

学校教育課 情報提供と広報啓発をします。 Ａ
園だよりで発信するなどして、家庭での読み
聞かせの大切さを伝えることができていま
す。

読み聞かせの意味をさらに保護者に伝えて
いく必要があります。特に自分自身で読める
ようになった子どもの保護者に対して読み聞
かせの意義を伝える必要があります。

こども家庭課

ボランティアと連携し読み聞か
せ会等の開催や、乳幼児が本
に対し興味を持てるような保育
内容の実施をします。

B
ボランティアの方の絵本読み聞かせを実施
したり、大型絵本を作りました。

ボランティアの方との交流計画を実施してい
きたいです。

学校教育課
市民ボランティアとの連携活動
を推進します。

Ａ
保護者が読み聞かせをしているので、子ど
もたちは読書に大変親しみを持つことができ
ています。

市民ボランティアとの連携を充実させていく
事が必要です。

市民ボランティアと連携し読み聞か
せやブックトーク等、乳幼児が読書
に興味を持つような取り組みを保育
所（園）・幼稚園において展開しま
す。

読書の楽しさや重要性を保護者に
認識してもらえるよう、子どもへの
読み聞かせの重要性について啓発
します。

自主的に読書活動を行うことができ
るよう、読書に対する興味を引き出
すよう努めます。

障がいに応じた蔵書や利用しやす
い施設環境整備に努めます。

本の紹介や貸出案内など、保護者
への情報提供に努めます。

保護者からの相談に応じて本のア
ドバイスができる体制を整えます。

障がいのある
子どもへの対
応

読書の機会や場所
の整備・充実

家庭における
読書活動の啓
発

地域との連携
読書の機会や場所
の整備・充実

情報提供と広報啓発
の拡充

保護者への情
報提供の充実

評価基準
Ａ 計画通りに実行できた
Ｂ ほぼ計画通りに実行できた
Ｃ あまり計画通りに実行できなかった
Ｄ 計画通りに実行できなかった



伊賀市子ども読書活動推進計画
事業（20～23年度）成果表　6P

活動単位：３．学校

基本的方針 方策 具体的方策 所管課 事業内容
事業(20～23年度）に対して

の自課評価 事業（20～23年度）の効果 事業（20～23年度）の課題 【備考】基本的方針や方策に対しての意見

読書の機会や場所
の整備・充実

児童・生徒の多様な興味や関心、
要望に応える図書資料の整備・充
実を計画的に進めます。

学校教育課
希望図書の調査と購入を行いま
す。

Ｂ
36校中32校で、児童・生徒の読みたい本や
希望図書を調査して購入しています。

児童・生徒の読みたい本や希望図書の調査
をして購入することができていない学校があ
ります。

情報提供と広報啓発
の拡充

本の紹介など読書に関係する情報
の提供を行います。

学校教育課
情報提供と広報啓発を行いま
す。

Ａ
36校中32校で、学校だよりや学級通信等
で、児童・生徒の読書活動の様子等を知ら
せることができています。

図書担当の教職員が、図書館に携わる時間
が少ないため、読書に関する学校だよりや
学級通信等を作成する時間がとりにくい状
況にあります。

読書の機会や場所
の整備・充実

学校における
読書時間の充
実

朝の読書活動等を推進し、学校に
おける読書時間の充実を図ります。

学校教育課
朝の読書活動の充実を図りま
す。

Ａ
36校中35校で、朝の読書活動等を推進し、
学校における読書時間の充実を図っていま
す。

朝の読書活動が定着している中、学校にお
ける読書活動をどのように充実させるかが
課題です。

上野図書館・公民館
図書室・学校図書館
の連携と図書資料の
充実

学校図書館図
書標準の達成

学校図書館図書標準を達成できる
よう、図書資料の整備を計画的に
進めます。

学校教育課
図書資料の計画的整備を行い
ます。

Ｂ
36校中31校で、計画的に図書資料を整備す
ることができています。

図書資料の整備を計画的に進めています
が、学校図書館図書標準を達成できている
学校は半数以下となっています。

図書業務に携
わる職員の充
実

司書教諭の配置に努め、全教職員
が連携し、子どもがいつでも利用で
きるような学校図書館を目指しま
す。

学校教育課 司書教諭の配置に努めます。 Ｂ

12学級以上のすべての学校に司書教諭を
配置しました。（必須）
11学級以下の26校中18校の学校において、
司書教諭の配置ができています。

司書教諭の配置に努めていますが、司書教
諭の有資格者が少ないため、教職員に司書
教諭の資格をとる研修を受講するよう継続
的に働きかけをしています。

読書活動推進のための研修会を開
催します。

学校教育課
読書活動推進のための研修会
を行います。

Ａ
36校中28校で、読書活動推進のための校内
研修会を開催しています。

「読書活動」をテーマとした研修会を実施し
ていない学校が8校あります。

項目を下のものと合わせて一つに。

読書活動推進に関する研修会や情
報交換会に積極的に参加できる環
境を整え、教職員の指導力向上を
目指します。

学校教育課
研修会等の案内を全職員に周
知し、参加を促します。

Ｂ
36校中31校で、研修会等の案内を全職員に
周知し、研修会に参加しています。

自ら積極的に図書館教育に関する研修会に
参加できる体制づくりに、今後も努める必要
があります。

項目を上のものと合わせて一つに。

自由に本に親しめるよう、外国語図
書の充実を図ります。

学校教育課 外国語図書の充実を図ります。 Ｃ
以前に比べ、外国語図書を購入したり、上
野図書館等で借用したりして、外国籍の子
どもへの対応を充実させています。

外国籍の子どもが在籍する学校が広域化し
ている中、在籍を問わず充実していくことが
必要です。

項目を下のものと合わせて一つに。

外国籍の子どもたちが利用しやす
い施設環境の整備に努めます。

学校教育課
外国籍の子どもたちが利用しや
すい図書環境作りに努めます。

Ｃ
外国籍の子どもが在籍する学校を中心に、
学校図書室等に外国語図書のコーナーを設
けています。

外国籍の子どもが在籍する学校が広域化し
ている中、まずは在籍を問わず外国語図書
を充実させることが必要です。

項目を上のものと合わせて一つに。

障がいに応じた蔵書や利用しやす
い施設環境整備に努めます。

学校教育課
利用しやすい施設環境を整えま
す。

Ａ
36校中35校の学校で、障がのある子どもが
すぐ読めるように利用しやすい読書コーナー
を設置、整備ができています。

特別支援学級に在籍する子どもが増えてい
る中、さらに工夫が必要です。

読書に関する相談窓口の充実を図
ります。

学校教育課
読書に関する相談の充実を図り
ます。

Ａ
障がいのある子どもへの読書についてのア
ドバイザー担当の設置校が年々増えていま
す。

特別支援学級設置校すべてに、読書につい
てのアドバイザー担当が必要です。

子どもの読書に携わ
る人材の育成

読書の機会や場所
の整備・充実

子どもが行き
たい学校図書
館づくり

読書活動推進
に関する情報
交換会や研修
への参加・開
催

障がいのある
子どもへの対
応

外国籍のこど
もへの対応

評価基準
Ａ 計画通りに実行できた
Ｂ ほぼ計画通りに実行できた
Ｃ あまり計画通りに実行できなかった
Ｄ 計画通りに実行できなかった



伊賀市子ども読書活動推進計画
事業（20～23年度）成果表　7P

基本的方針 方策 具体的方策 所管課 事業内容
事業(20～23年度）に対して

の自課評価 事業（20～23年度）の効果 事業（20～23年度）の課題 【備考】基本的方針や方策に対しての意見

読書の機会や場所
の整備充実

障がいのある
子どもへの対
応

自主的に読書活動を行うことができ
るよう、読書に対する興味を引き出
すよう努めます。

学校教育課
興味を持たせる読書活動を実施
します。

Ａ
特別支援学級設置校すべての学校で、読書
の時間を確保し、読み聞かせや紙芝居を
行っています。

自主的に読書活動を行うことができるよう、
さらに、工夫して読書に対する興味を引き出
すよう努める必要があります。

情報提供と広報啓発
の拡充

家庭における
読書活動の啓
発

読書の楽しさや重要性を保護者に
認識してもらえるよう、子どもの読
書活動について啓発します。

学校教育課
情報提供と広報啓発を行いま
す。

Ａ

特別支援学級設置校すべての学校で、学校
だよりや学級通信等で、児童・生徒の読書
活動の様子等を知らせることができていま
す。

学校だよりや学級通信等で、読書の楽しさ
や重要性を保護者に認識してもらえるよう、
子どもの読書活動についてさらに啓発する
必要があります。

上野図書館・公民館
図書室・学校図書館
の連携と図書資料の
充実

家庭や地域にある図書資料の有効
活用をはかり、本を大切にする心を
育みます。

学校教育課
家庭にある図書資料の有効活
用を図ります。

Ｂ
36校中24校で、家庭にある本（読み終えた）
の寄贈を呼びかけ、学級文庫等に活用して
います。

地域にある図書資料の有効活用を強化する
必要があります。

基本方針の内容に近い具体的方策に変更
すべき。（例：上野図書館や公民館図書室と
学校図書館の連携を図っている学校数）

情報提供と広報啓発
の拡充

市民ボランティアと連携し読み聞か
せやブックトーク等、児童・生徒が
読書に興味を持つような取り組みを
学校において展開します。

学校教育課
市民ボランティアとの連携活動
を推進します。

Ｂ
25校中22校の小学校において、地域の方や
保護者、読み聞かせボランティアによる読み
聞かせを行っています。

地域の方や保護者、読み聞かせボランティ
アと連携した読み聞かせ・ブックトーク等の
活動を実施している中学校が10校中５校で
少ない状況にあります。

　

地域との連携

評価基準
Ａ 計画通りに実行できた
Ｂ ほぼ計画通りに実行できた
Ｃ あまり計画通りに実行できなかった
Ｄ 計画通りに実行できなかった



伊賀市子ども読書活動推進計画
事業（20～23年度）成果表　8P

活動単位：４．上野図書館・公民館図書室

基本的方針 方策 具体的方策 所管課 事業内容
事業(20～23年度）に対して

の自課評価 事業（20～23年度）の効果 事業（20～23年度）の課題 【備考】基本的方針や方策に対しての意見

上野図書館
多様な資料の収集と保存を行
い、児童コーナーの充実を図り
ます。

B
２０年度末　児童図書　35,910冊　23年度末
児童図書　40,366冊と一般図書に比較して
伸び率は高くなっています。

児童コーナーが狭く、書庫へ保管する図書
が多数あります。一般開架スペースとの区
切りがないことや読み聞かせの部屋がない
ことが課題です。

いがまち公
民館図書室

児童図書の充実を行います。 B
読書感想文の課題図書購入など図書の充
実に努めました。

図書室のスペース問題で児童コーナーの整
備等に支障があります。

島ヶ原公民
館図書室

児童図書の充実を行います。 Ｄ
絵本や児童図書コーナーの整備を行いまし
た。

図書を充実させていくことが課題です。

阿山公民館
図書室

児童図書の充実を行います。 B
基本計画の下、子どもたちが本に興味を持
つように児童図書(絵本）の購入を行いまし
た。

年々図書購入予算の減額が行われて、思う
ように新規図書の購入ができないことが課
題です。

大山田公民
館図書室

児童図書の充実を行います。 Ａ
予算の範囲内で、計画的に購入すると共
に、寄贈について市民に呼びかけを行い寄
贈いただきました。

図書購入予算の増額が見込まれないため、
思うように新規図書の購入ができないことが
課題です。

A
季節や時期に応じたコーナーの設置を行う
ことで児童をはじめ利用者が親しみやすい
整備に繋がりました。

新刊図書の購入が課題です。

A

図書室を利用した公開講座を開催し、地域
の歴史や文学についての講座を行うことで、
歴史や文学に親しみ、読書にふれる機会を
提供することに繋がりました。

新刊図書の購入が課題です。

上野図書館

上野図書館と各公民館図書室と
のネットワーク構築及び利用し
やすい図書システムの構築を行
います。

B
20年度に青山図書室と接続したことで３つの
公民館図書室と連携しました。

いがまちと島ヶ原は未接続であり、現在、図
書資料のデータ化を行っています。

いがまち公
民館図書室

上野図書館と各公民館図書室と
のネットワーク構築を目指しま
す。

B
所有図書の整理及びネットワーク構築に向
けてデータ登録を進めています。

ネットワーク化に向けた図書室の整備を進
めます。

島ヶ原公民
館図書室

上野図書館と各公民館図書室と
のネットワーク構築を行います。

―
２５年度の図書情報システムの構築に向け
本の整理を行い、図書マーク化（データー
化）を完了させます。

―

阿山公民館
図書室

上野図書館や各公民館図書室
とのネットワークによる図書シス
テムの構築を行います。

A
図書検索のネットワークシステムにより上野
図書館等の本の状況が迅速に把握でき、大
変効果がありました。

ネットワーク化されてない「いがまち」・「島ヶ
原」公民館図書室の本の状況把握ができな
いことが課題です。

特集やコーナーを開設します。
青山公民館
図書室

児童コーナーの整備・充実をはかる
とともに、大人の読書機会の拡大を
はかるため、多様な資料の収集と
保存に努めます。

読書の機会や場所
の整備・充実

資料とサービ
スの充実

上野図書館・公民館
図書室・学校図書館
の連携と図書資料の
充実

資料とサービ
スの充実

上野図書館と各公民館図書室を
ネットワークで結び、家庭からイン
ターネットによる検索を可能にする
など、市民にとって利用しやすい図
書システムの構築を図ります。

評価基準
Ａ 計画通りに実行できた
Ｂ ほぼ計画通りに実行できた
Ｃ あまり計画通りに実行できなかった
Ｄ 計画通りに実行できなかった



伊賀市子ども読書活動推進計画
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基本的方針 方策 具体的方策 所管課 事業内容
事業(20～23年度）に対して

の自課評価 事業（20～23年度）の効果 事業（20～23年度）の課題 【備考】基本的方針や方策に対しての意見

大山田公民
館図書室

伊賀市図書館情報システムの
活用を行います。

Ａ
インターネット蔵書検索等の情報を市民に
発信し、上野図書館・公民館図書室におけ
る図書配送システムの活用ができました。

伊賀市図書館情報システムの
構築を行います。

A

構築済みの市図書館情報システムを利用し
てネットワーク間での図書配送システムの構
築と実施を行い充実を図ることでサービス向
上に繋がりました。

未ネットワーク箇所のネットワーク化が課題
です。

伊賀市図書館情報システムの
活用を行います。

A
図書室だより「ぶっくらんど」で市図書館情報
システムの利用案内を行うことで利用の促
進に繋がりました。

システムの能力を一層活用する

上野図書館
他の公立図書館との連携強化
や相互貸借等の推進を行いま
す。

A
相互貸借は、県内外を含め年間で　貸出は
500冊～600冊、借受は600冊～700冊程度と
なっています。

相互貸借は、県立図書館を経由していま
す。県立の図書の活用を含め制度のPRが
必要です。

いがまち公
民館図書室

県立図書館との連携を行いま
す。 ― ― ― 計画に無かったが24年度実施。

大山田公民
館図書室

伊賀市図書館情報システムによ
る連携及び県立図書館との連
携を行います。

Ａ
県立図書館の図書配送サービス（ｅブッキン
グ制度）の情報提供ができました。

伊賀市図書館情報システムの
構築を行います。 A

構築済みの市システムを利用し、県立図書
館との連携を行うことでサービスの充実に繋
がりました。

県立図書館との連携を行いま
す。 A

図書だより「ぶっくらんど」で県立図書館
e-booking制度を紹介し、県立図書館の配送
サービスを利用した連携を行うことで、サー
ビスの充実に繋がりました。

上野図書館
本の相談窓口の充実を図りま
す。

A
図書検索のOPACの活用と気軽に相談でき
る窓口に努めました。

検索OPACの機能向上と職員が少しのヒント
でも探し出す技能を向上させることが必要で
す。

いがまち公
民館図書室

本の相談窓口の充実を図りま
す。

A
リクエスト用紙を設置するなどで気軽に相談
をしてもらえるようになりました。

データ化されていないので本を探すのに時
間がかかることが問題です。

島ヶ原公民
館図書室

相談窓口の充実を図ります。 Ａ 図書室内に相談窓口の明示を行いました。

阿山公民館
図書室

相談窓口の充実を図ります。 A
図書室入口カウンターに相談窓口を設け、
各種図書に関する相談を行いました。

大山田公民
館図書室

相談窓口の充実を図ります。 Ａ
図書室内へ相談窓口の明示を行い充実が
図れました。

上野図書館・公民館
図書室・学校図書館
の連携と図書資料の
充実

資料とサービ
スの充実

上野図書館と各公民館図書室を
ネットワークで結び、家庭からイン
ターネットによる検索を可能にする
など、市民にとって利用しやすい図
書システムの構築を図ります。

上野図書館・公民館
図書室・学校図書館
の連携と図書資料の
充実

資料とサービ
スの充実

読みたい本探しの相談窓口の充実
を図ります。

青山公民館
図書室

青山公民館
図書室

他の公立図書館との連携を強化
し、相互貸借等の推進を図ります。

読書の機会や場所
の整備・充実

資料とサービ
スの充実

評価基準
Ａ 計画通りに実行できた
Ｂ ほぼ計画通りに実行できた
Ｃ あまり計画通りに実行できなかった
Ｄ 計画通りに実行できなかった
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基本的方針 方策 具体的方策 所管課 事業内容
事業(20～23年度）に対して

の自課評価 事業（20～23年度）の効果 事業（20～23年度）の課題 【備考】基本的方針や方策に対しての意見

読みたい本探しの相談窓口の充実
を図ります。

青山公民館
図書室

相談窓口の充実を図ります。 A
窓口サインの掲示を行い、地域の歴史等、
問合せに対応し、必要な資料の提供を行う
ことで、サービスの充実に繋がりました。

利用者ニーズに応えるための資料・図書費
の充実が必要です。

上野図書館
リクエストや予約制度の普及を
行います。

A
20年度　5,646件に対して23年度　6,519件と
制度が利用されてきています。

いろいろなニーズに応える姿勢を示し、さら
に制度の普及に努めます。

いがまち公
民館図書室

リクエストや予約制度の普及を
行います。

A
リクエストによる本の購入に努め貸出の増
加に繋がりました。

高価な本については、リクエストに対応する
ことが難しいです。

島ヶ原公民
館図書室

予約制度を実施します。 Ｂ 予約制度の普及等に努めました。

阿山公民館
図書室

リクエストや予約制度の普及を
行います。

A
図書購入リクエストや貸出予約を行い、２３
年度から他館との配送サービスを実施して
効果がありました。

配送サービスの１回あたりの予約本の冊数
が少ないことが課題です。

大山田公民
館図書室

リクエストや予約制度の普及を
行います。

Ａ
図書室内にリクエスト票・予約票を２箇所に
設置することで、制度の普及を図ることがで
きました。

A

リクエストや予約、配送サービスの要望に応
えるなど（20～23年度実績767件）、利用者
のニーズに応え制度の普及に繋がりまし
た。

リクエストに応えるための図書費の充実が
必要です。

A
予約配送サービスの充実をはかるため
「ぶっくらんど」の発行や掲示で周知を行い
利用の普及に繋がりました。

リクエストに応えるための図書費の充実が
必要です。

上野図書館
利用者へ利便性の高いサービ
スの提供を行います。

A
利用者自身が簡単に迅速に検索できる
OPACの設置と館内案内チラシの設置を行
いました。

インターネットの活用と配送サービスの充実
が必要です。

いがまち公
民館図書室

利用しやすいよう、表示の充実
を図ります。

A
作者別、ジャンル別に配置することで希望す
る本を早く見つけられるようになりました。

図書室が狭いことが課題です。

島ヶ原公民
館図書室

図書室内の表示の充実を図りま
す。

Ｄ
図書の配架を表示し、利用しやすい環境づく
りに努めました。

図書の充実と図書室の整備が課題です。

阿山公民館
図書室

図書分類のサイン掲示の充実
を図ります。

A
図書の配架を表示し、来館者が利用しやす
い環境を整備しました。

大山田公民
館図書室

書架の配置と図書の分類のサ
イン掲示を行います。

Ａ
図書の配架を表示し、来館者が利用し易い
環境を整えました。

資料とサービ
スの充実

上野図書館・公民館
図書室・学校図書館
の連携と図書資料の
充実

資料とサービ
スの充実

リクエストや予約制度の普及を図り
ます。

読書の機会や場所
の整備・充実

施設の利用者にとって利便性の高
いサービスを図ります。

リクエストや予約制度の普及を
行います。

青山公民館
図書室

評価基準
Ａ 計画通りに実行できた
Ｂ ほぼ計画通りに実行できた
Ｃ あまり計画通りに実行できなかった
Ｄ 計画通りに実行できなかった
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基本的方針 方策 具体的方策 所管課 事業内容
事業(20～23年度）に対して

の自課評価 事業（20～23年度）の効果 事業（20～23年度）の課題 【備考】基本的方針や方策に対しての意見

施設の利用者にとって利便性の高
いサービスを図ります。

青山公民館
図書室

図書室内の表示の充実を図りま
す。 A

室内表示の充実を図ることにより、利用しや
すい環境を整えることによりサービスの充実
に繋がりました。

移動図書車の効率的な利用を図り
ます。

いがまち公
民館図書室

いがまち公民館図書室独自の
移動図書車(ブックン)で管内を
巡回します。

A
放課後児童クラブ、保育園などで貸出の促
進に繋がりました。

天候に影響を受けることが問題です。

上野図書館
研修会や情報交換会等へ参加
をします。

A
三重県図書館協会などが実施する研修へ
参加しました。

いがまち公
民館図書室

図書館（室）担当者会議等へ参
加をします。

A
情報交換等により図書の選定、配置、チラシ
作成等に反映できました。

島ヶ原公民
館図書室

図書館（室）担当者会議等へ参
加をします。

Ａ 図書館（室）担当者会議等に出席しました。

阿山公民館
図書室

情報交換会・研修会へ参加をし
ます。

A
図書館(室)担当者会議を開催して情報交換
をしました。また、読み聞かせの研修会に参
加しました。

大山田公民
館図書室

情報交換会・研修会へ参加をし
ます。

Ａ
図書館（室）担当者会議や研修会へ出席し
情報交換ができました。

A

担当者会議や研修会に出席することで他館
室との連携を図ることができ、配送サービス
をはじめ連携したサービスに繋げることがで
きました。

情報交換の回数を増やす必要があります。

上野図書館
読み聞かせボランティア等へ研
修会の開催を行います。

B
22年度は講演会を、23年度はボランティア
養成講座を開催しました。

ボランティア自身が勉強会を自主的に行う
形態も検討していく必要があります。

いがまち公
民館図書室

読み聞かせボランティア等へ研
修会の開催を行います。

A
ボランティアの情報交換もできレベルアップ
に繋がりました。

参加者が増加しないことが課題です。

阿山公民館
図書室

読み聞かせボランティア等へ研
修会の開催を行います。

A
いがまち公民館との合同で読み聞かせボラ
ンティア研修会を開催して今後の参考にしま
した。

伊賀市全体(上野図書館）で研修会や講演
会を開催したほうが効果があると考えます。

大山田公民
館図書室

読み聞かせボランティア等へ研
修会の開催を行います。

Ａ
読み聞かせボランティア等へ研修会開催の
後援等を行うことができました。

 

読書活動推進に関する研修会や情
報交換会等に積極的に参加しま
す。

保護者や図書業務に携わる職員、
教諭、保育士、読み聞かせボラン
ティア等を対象にした読み聞かせ
等の研修を開催します。

子どもの読書に携わ
る人材の育成

図書業務に携
わる人材の育
成

読書の機会や場所
の整備・充実

資料とサービ
スの充実

図書館（室）担当者会議や研修
会・情報交換会へ参加をしま
す。

青山公民館
図書室

評価基準
Ａ 計画通りに実行できた
Ｂ ほぼ計画通りに実行できた
Ｃ あまり計画通りに実行できなかった
Ｄ 計画通りに実行できなかった
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子どもの読書に携わ
る人材の育成

図書業務に携
わる人材の育
成

保護者や図書業務に携わる職員、
教諭、保育士、読み聞かせボラン
ティア等を対象にした読み聞かせ
等の研修を開催します。

青山公民館
図書室

読み聞かせボランティアの育成
を行います。 A

読み聞かせ事業「楽しいおはなしがやってく
る」の実施時に、ボランティアを活用した、活
動の場として保育園・幼稚園での実施の機
会の提供を行うことで、実践を通した研修の
機会を提供することやボランティアグループ
の育成につなげることができました。また、
保育園や幼稚園の先生に対する研修にも
繋がりました。

上野図書館
学校団体等への貸出しを推進し
ます。

B
22年度に団体貸出の制度を定め、毎年　校
園長会等で周知を図りました。

学校訪問などでさらに周知に努める必要が
あります。

学校図書館との連携を行いま
す。

Ａ
学校図書館の読書活動に関する情報交換
や朝の読書推進活動により、読み聞かせ会
を行うことで連携が図れました。

学校団体等への貸出を推進しま
す。

Ａ
保育所、小中学校の関係団体へ情報提供と
貸出を行うことができました。

学校での読み聞かせ会を実施し
ます。 A

青山小学校での読み聞かせを行うことで児
童の読書活動の促進に繋がり公民館図書
室の活用に繋がりました。

学校団体等への貸出の推進を
行います。 A

子育て支援センターや放課後児童クラブな
どで活動する職員やボランティアに貸出しを
行うことで子どもへの読書習慣へと繋がりま
した。

上野図書館
読み聞かせや読書活動に関す
る研修や講演会を開催します。

B
22年度は講演会を、23年度はボランティア
養成講座を開催しました。

いがまち公
民館図書室

朗読勉強会の発表会や読み書
かせボランティアの研修会を開
催します。

A
ボランティアの情報交換もできレベルアップ
に繋がりました。

島ヶ原公民
館図書室

読み聞かせや読書活動に関す
る研修や講演会を開催します。

Ｃ
読み聞かせや読書活動等に関する研修や
講演会の開催・後援・共催に努めました。

阿山公民館
図書室

読み聞かせや読書活動に関す
る研修や講演会を開催します。

A
いがまち公民館との合同で読み聞かせボラ
ンティア研修会を開催して今後の参考としま
した。効果がありました。

伊賀市全体(上野図書館）で研修会や講演
会を開催したほうが効果があると考えます。

大山田公民
館図書室

読み聞かせや読書活動に関す
る研修や講演会を開催します。

Ａ

読み聞かせボランティア「きらきら」の後援
や、なつやすみ子ども教室として「おはなしく
らぶ」の開催、講談社「おはなし隊」などの共
催を行いました。

読み聞かせや読書活動に関する研
修や講演会を開催します。

学校図書館と
の連携

学校団体等への貸出しや読書活動
に関する情報交換を積極的に行い
ます。

上野図書館・公民館
図書室・学校図書館
の連携と図書資料の
充実

情報提供と広報啓発
の拡充

読書活動推進
のための行事
の充実

青山公民館
図書室

大山田公民
館図書室

評価基準
Ａ 計画通りに実行できた
Ｂ ほぼ計画通りに実行できた
Ｃ あまり計画通りに実行できなかった
Ｄ 計画通りに実行できなかった



伊賀市子ども読書活動推進計画
事業（20～23年度）成果表　13P

基本的方針 方策 具体的方策 所管課 事業内容
事業(20～23年度）に対して

の自課評価 事業（20～23年度）の効果 事業（20～23年度）の課題 【備考】基本的方針や方策に対しての意見

読み聞かせや読書活動に関する研
修や講演会を開催します。

青山公民館
図書室

読み聞かせや読書活動に関す
る研修や講演会を開催します。 A

読み聞かせ会を開催し、ボランティアの研修
の場の提供をしました。また、読書活動に関
する研修会等の案内を行うことでボランティ
アの研修に役立ちました。

上野図書館
「子ども読書の日」「秋の読書週
間」を周知し、読書活動の啓発
をします。

A
館内にポスター等を掲示し啓発しました。ま
た、読書感想文コンクールを実施し読書活
動の啓発をしました。

応募件数の増加が課題です。

いがまち公
民館図書室

「子ども読書の日」「秋の読書週
間」を周知し、読書活動の啓発
をします。

A
ポスターの掲示や図書だよりに掲載し周知
できました。

島ヶ原公民
館図書室

「子ども読書の日」「秋の読書週
間」を市民へ周知します。

Ａ ポスター等の掲示を行いました。

阿山公民館
図書室

「子ども読書の日」「秋の読書週
間」を市民へ周知します。

A
「子ども読書の日」「秋の読書週間」の周知
のため、チラシをつくり図書室に掲示しまし
た。

管内に各戸配布して啓発する必要がありま
す。

大山田公民
館図書室

「子ども読書の日」「秋の読書週
間」を市民へ周知します。

Ａ
図書室内でコーナー展開し、サインの掲示
を行い、「子ども読書の日」「秋の読書週間」
を来館者に周知できました。

青山公民館
図書室

「子ども読書の日」「秋の読書週
間」を市民へ周知します。 A

特設コーナーに「おすすめの本のコーナー」
を設置し、また図書だより「ぶっくらんど」、放
送を行うなどにより周知することで、読書活
動の啓発と周知に繋がりました。

図書費の充実が課題です。

上野図書館
職場体験学習や社会見学等の
受け入れをします。

A
社会見学は延べ１５校４３５人、職場体験は
延べ２２校３７人で、申し出は、すべて受け
入れるよう努めています。

業務へ支障がないよう日程の調整を行いま
すが、受け入れ人数は限られます。

いがまち公
民館図書室

社会見学等の受け入れをしま
す。

Ｂ
社会見学、職場体験の申し出があればすべ
て受け入れるよう勤めています。

阿山公民館
図書室

児童の図書室見学（生徒の体験
学習）受入れをします。

A
阿山中学校２年生の職場体験学習を受け入
れ、子どもたちの図書に対する理解を深め
ていただくことができました。

大山田公民
館図書室

図書室の仕事を体験し、図書室
を身近に感じる子どもを増やし
ます。

Ａ

図書室の仕事を体験し、図書室を身近に感
じるために、小学生の職場体験の受け入れ
を行うことで、図書室に対する子どもたちの
理解を深めてもらえました。

情報提供と広報啓発
の拡充

図書館に親しんでもらうため、小学
生の社会見学の受け入れ等を通
じ、図書館に対する子どもたちの理
解を深めます。

読書活動推進
のための行事
の充実

「子ども読書の日」「秋の読書週間」
を周知させ、読書活動の啓発を行
います。

評価基準
Ａ 計画通りに実行できた
Ｂ ほぼ計画通りに実行できた
Ｃ あまり計画通りに実行できなかった
Ｄ 計画通りに実行できなかった



伊賀市子ども読書活動推進計画
事業（20～23年度）成果表　14P

基本的方針 方策 具体的方策 所管課 事業内容
事業(20～23年度）に対して

の自課評価 事業（20～23年度）の効果 事業（20～23年度）の課題 【備考】基本的方針や方策に対しての意見

情報提供と広報啓発
の拡充

読書活動推進
のための行事
の充実

図書館に親しんでもらうため、小学
生の社会見学の受け入れ等を通
じ、図書館に対する子どもたちの理
解を深めます。

青山公民館
図書室

図書室の仕事を体験し、図書室
を身近に感じる子どもを増やし
ます。

A

小学校児童の地域学習の受入れや、中学
生職場体験の受入れを行うことで図書館に
対する子どもたちの理解を深めることができ
ました。

自由に本に親しめるよう、外国語図
書の充実をはかります。

上野図書館 外国語図書を充実します。 C
県立図書館の利用を促し、取り寄せを行っ
ています。

ニーズの把握と外国語図書の寄贈を募るこ
とが必要です。

上野図書館
外国籍の子どもが利用しやすい
施設環境の整備を行います。

C
外国語表記の利用者のしおりを作成し置い
ています。

外国籍の子どもが図書館を利用するきっか
けづくりをする必要があります

阿山公民館
図書室

外国語による図書の検索をしま
す。

A
図書室窓口に設置した２台の端末機から英
語による図書検索を提供しました。

大山田公民
館図書室

外国語による図書の検索をしま
す。

Ａ
図書室の端末機から英語による図書検索を
提供しました。

青山公民館
図書室

外国語のサイン掲示をします。 A

外国語の図書の購入を行ったり、図書室の
端末機から英語による検索の提供をするこ
とにより、外国語の利用者の環境整備をしま
した。

上野図書館
窓口における障がいのある人へ
の対応を行います。

A
エレベーターの使用の案内や筆談対応の案
内を行いました。

施設環境は利用しやすい状況ではないた
め、人的対応となります。

いがまち公
民館図書室

障がいのある人への対応を行
います。

A
誰もが利用しやすいようサポート体制に努
めました。

図書室が狭いので車椅子が利用しづらいこ
とが問題です。

島ヶ原公民
館図書室

障がいのある人への対応を行
います。

Ａ
誰もが利用しやすい環境づくりに努めまし
た。

阿山公民館
図書室

障がいのある子どもに対する環
境整備を行います。

A
障がいのある子どもの来館に際し、車いす
専用駐車場の利用の他、読書のための環
境を整えました。

大山田公民
館図書室

利用しやすい環境整備を行いま
す。

Ａ
車椅子での利用がスムーズにできるよう、常
に図書室の入り口を開放しサポート体制を
整えました。

青山公民館
図書室

誰もが心地よく利用できる環境
をつくります。 A

上野点字図書館の案内掲示をはじめ、車椅
子での利用を容易にするスペースを確保す
ることで車椅子での利用者が増えました。

読書の機会や場所
の整備・充実

外国籍のこど
もへの対応

障がいに応じた蔵書や利用しやす
い施設環境整備に努めます。

外国籍の子どもたちが利用しやす
い施設環境の整備に努めます。

障がいのある
子どもへの対
応

評価基準
Ａ 計画通りに実行できた
Ｂ ほぼ計画通りに実行できた
Ｃ あまり計画通りに実行できなかった
Ｄ 計画通りに実行できなかった



伊賀市子ども読書活動推進計画
事業（20～23年度）成果表　15P

基本的方針 方策 具体的方策 所管課 事業内容
事業(20～23年度）に対して

の自課評価 事業（20～23年度）の効果 事業（20～23年度）の課題 【備考】基本的方針や方策に対しての意見

上野図書館
読書に関する相談窓口の充実
を図ります。

A
読書や調べものについて気軽に相談できる
よう努めました。

いがまち公
民館図書室

読書に関する相談窓口を充実を
図ります。

A
常時図書担当がいないので、チャイムで事
務所に通知することで気軽に相談をしてもら
えるようになりました。

データ化されていないので本を探すのに時
間がかかることが問題です。

阿山公民館
図書室

障がいのある子どもに対する相
談窓口の充実を図ります。

A
障がいのある子どもの読書相談に対し、上
野点字図書館の資料の提供など、読書機会
の拡大を図りました。

大山田公民
館図書室

相談窓口のサイン掲示を行いま
す。

Ａ
図書室内に相談窓口の明示を行い、読書に
関する相談窓口の充実を図りました。

青山公民館
図書室

気軽に相談できる環境づくりを
行います。 A

窓口のサインの明示を継続し、あわせて気
軽に相談できる窓口対応を心がけることに
より、障がいのある子どもの利用しやすさに
繋がりました。

上野図書館
点字図書館の照会と情報提供
を行います。

A
上野点字図書館の利用方法などの情報を
提供しました。

いがまち公
民館図書室

上野点字図書館の情報提供を
行います。

A 上野点字図書館の情報提供に努めました。

阿山公民館
図書室

上野点字図書館の情報提供を
行います。

A 上野点字図書館の情報提供を行いました。

大山田公民
館図書室

上野点字図書館の情報提供を
行います。

Ａ
上野点字図書館の利用方法など情報提供
に努めました。

島ヶ原公民
館図書室

上野点字図書館の情報提供を
行います。

Ａ 上野点字図書館の情報提供を行いました。

青山公民館
図書室

上野点字図書館の情報提供を
行います。 A

上野点字図書館の利用方法や場所など情
報提供を行うことで障がいのある子どもへの
対応に繋がりました。

上野点字図書館との交流の機会がないの
で、今後、情報共有をしていくことが必要で
す。

点字図書館との情報交換に努めま
す。

読書の機会や場所
の整備・充実

障がいのある
子どもへの対
応

読書に関する相談窓口の充実を図
ります。

評価基準
Ａ 計画通りに実行できた
Ｂ ほぼ計画通りに実行できた
Ｃ あまり計画通りに実行できなかった
Ｄ 計画通りに実行できなかった



伊賀市子ども読書活動推進計画
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基本的方針 方策 具体的方策 所管課 事業内容
事業(20～23年度）に対して

の自課評価 事業（20～23年度）の効果 事業（20～23年度）の課題 【備考】基本的方針や方策に対しての意見

上野図書館
施設整備時にはユニバーサル
デザインを採用します。

新規施設整備の予定はありません。 新規施設整備の時点で対応します。

阿山公民館
図書室

図書室利用者に対するバリアフ
リーを行います。

A
障がいのある人の来館に際し、車いす専用
駐車場の利用の他、読書のための環境を整
えました。

大山田公民
館図書室

バリアフリー対策を行います。 Ａ
常に入り口を解放し、車椅子が通りやすいよ
うに書架間の間取りを確保しました。

青山公民館
図書室

バリアフリー対策を行います。 A
障がいのある子どもが利用しやすいように
車椅子での利用のしやすい環境を整えるこ
とにより車椅子での来客が増えました。

上野図書館 図書館利用の啓発を行います。 A
図書館だよりの発行をしました。また、児童
図書のコーナーに新刊案内ファイルを設置
しました。

ホームページを活用して家族に情報発信を
行う必要があります。

いがまち公
民館図書室

図書館利用の啓発を行います。 A
防災行政無線や図書だよりを発行すること
により啓発しました。

島ヶ原公民
館図書室

図書館利用の啓発を行います。 Ａ
学校などを通じて子どもや保護者への周知
や防災行政無線での啓発を行いました。

阿山公民館
図書室

家庭における子どもの読書機会
の拡大を図ります。

A
子どもの読書機会の拡大を目指し、家庭で
実践するためのチラシを作成し図書室に掲
示しました。

大山田公民
館図書室

図書室利用の啓発を行います。 Ａ
図書室だより「ひだまりらいぶらりぃ」や防災
行政無線を利用して、図書室利用の啓発を
しました。

青山公民館
図書室

絵本の読み聞かせ会等の情報
提供をします。 A

防災行政放送や図書だより「ぶっくらんど」を
利用し、親子参加の読み聞かせ会開催の案
内や図書の大切さをPRすることにより親子
での利用を促進しました。

児童書や絵本の新刊を増やすことが課題で
す。

上野図書館
子どもにむけた図書館情報の発
信を行います。

A
行政チャンネルの文字放送で新刊図書の案
内をしました。

ホームページを活用して子どもに向けて情
報発信を行う必要があります。

いがまち公
民館図書室

新刊図書と絵本の情報提供を
行います。

A
図書だより、新刊コーナーの設置、新刊ブッ
クカバーの掲示により利用促進を行いまし
た。

情報提供と広報啓発
の拡充

情報発信と広
報啓発の充実

市のホームページや広報誌、図書
館だよりなどを通じ、子どもたちに
むけた図書館情報の発信に努めま
す。

読書の機会や場所
の整備・充実

障がいのある
子どもへの対
応

既存の施設についてはバリアフリー
化に努め、新規に施設整備を行う
場合はユニバーサルデザインを採
用します。

子どもが気軽に図書館を訪れること
ができるよう、家族の協力を求める
啓発を行います。

評価基準
Ａ 計画通りに実行できた
Ｂ ほぼ計画通りに実行できた
Ｃ あまり計画通りに実行できなかった
Ｄ 計画通りに実行できなかった
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基本的方針 方策 具体的方策 所管課 事業内容
事業(20～23年度）に対して

の自課評価 事業（20～23年度）の効果 事業（20～23年度）の課題 【備考】基本的方針や方策に対しての意見

島ヶ原公民
館図書室

絵本の読み聞かせ会等の情報
提供を行います。

Ａ
広報誌のお知らせと、防災行政無線を利用
した広報を実施しました。

阿山公民館
図書室

新刊図書と絵本の情報提供を
行います。

A
新刊図書コーナーと絵本紹介コーナーを図
書室に設置して情報提供に努めました。

大山田公民
館図書室

新刊図書と絵本の情報提供を
行います。

Ａ
図書室だより「ひだまりらいぶらりぃ」や「お
はなしたいむ日記」の発行、防災行政無線
を利用して情報の発信に努めました。

青山公民館
図書室

絵本の読み聞かせ会等の情報
提供を行います。 A

防災行政放送や図書だより「ぶっくらんど」
により絵本の読み聞かせ会の案内をするこ
とや「おすすめの絵本」を案内することで情
報を発信したことにより利用の促進に繋がり
ました。

市のホームページによる図書室関係の案内
を充実することが必要です。

生涯学習課
子ども読書活動推進計画の広
報を行います。

A
市ホームページや広報いが市で、
子ども読書活動推進計画の広報を行いまし
た。

伊賀市子ども読書活動推進計画についての
認識度をさらに深めていくことが課題です。

上野図書館 保護者への啓発を行います。 A
広報いが市に読み聞かせの開催案内を掲
載しました。また、開催当日は館内放送など
で案内しました。

いがまち公
民館図書室

親子で楽しめる児童書の紹介と
啓発を行います。

A
絵本の時間などへ出向いたり、図書だより
に購入図書の掲載をすることで親子の利用
促進を行いました。

島ヶ原公民
館図書室

保護者への啓発を行います。 Ａ
読み聞かせの会開催案内の掲示をしまし
た。また、保護者等へのお知らせと放送で啓
発を行いました。

阿山公民館
図書室

身近な読書機会の拡充を図りま
す。

A
図書利用カードの発行の他、読み聞かせの
会の情報提供をしました。

大山田公民
館図書室

市の計画のおしらせをします。 Ａ
子ども読書計画に基づき、子ども読書の応
援を毎月、明示することで、読書活動の重要
性について啓発できました。

青山公民館
図書室

市の計画のおしらせをします。 A

防災行政放送や図書だより「ぶっくらんど」を
利用し、市の読書推進計画や読書週間をは
じめ、読書の重要性を啓発することにより、
利用の促進に繋がりました。

児童書や絵本の新刊を増やすことが課題で
す。

情報提供と広報啓発
の拡充

情報発信と広
報啓発の充実

子どもの読書活動の意義や重要性
を保護者に認識してもらえるよう、
啓発に努めます。

市のホームページや広報誌、図書
館だよりなどを通じ、子どもたちに
むけた図書館情報の発信に努めま
す。

評価基準
Ａ 計画通りに実行できた
Ｂ ほぼ計画通りに実行できた
Ｃ あまり計画通りに実行できなかった
Ｄ 計画通りに実行できなかった
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基本的方針 方策 具体的方策 所管課 事業内容
事業(20～23年度）に対して

の自課評価 事業（20～23年度）の効果 事業（20～23年度）の課題 【備考】基本的方針や方策に対しての意見

上野図書館
市民ボランティアグループへ活
動支援を行います。

A
市民ボランティアグループの学習の場の提
供及び民間団体へ会場の提供や後援を行
いました。

情報交換の機会を設ける必要があります。

いがまち公
民館図書室

「読み聞かせボランテイア」「朗
読ボランティア」の活動支援を行
います。

A
会場の開放や研修会の開催によりボラン
ティアのレベルアップに繋がりました。

島ヶ原公民
館図書室

読み聞かせの会への活動支援
を行います。

Ａ
定期的な打合せや読み聞かせボランティア
グループへの入会案内の掲示等をしまし
た。

阿山公民館
図書室

読み聞かせの会への活動支援
を行います。

A
市民ボランティアの強化を図るため、読み聞
かせの会の入会案内や開催案内等情報提
供を行いました。

大山田公民
館図書室

読み聞かせの会への活動支援
を行います。

Ａ
市民ボランティアの定期的な打ち合わせや
会議の開催について、場所の提供や情報提
供を行いました。

青山公民館
図書室

市民ボランティアグループの育
成や活動支援を行います。 A

ボランティアグループによる読み聞かせ会
を、幼稚園・保育園・学童・図書室で開催し、
活動の場の提供をすることで、活動の支援
を行いました。

人材の育成と交流会の開催が課題です。

上野図書館 市民ボランティアと連携します。 A
広報いが市やホームページ、館内掲示、館
内放送、開催案内など連携をとりました。

ブックトークなどを取り組む必要があります。

いがまち公
民館図書室

読み聞かせボランティアとの連
携を密にし、また関係機関との
連携、協力をしていきます。

A
定期的に開催することで参加者が定着して
きました。

阿山公民館
図書室

「読み聞かせの会」に使用する
場所の提供をします。

A
読み聞かせボランティアグループ「はあと＆
はあと｣に図書室の１室を提供し，月２回読
み聞かせを実施しました。

大山田公民
館図書室

読み聞かせ会を実施します。 Ａ

読書に興味を持ってもらうため、読み聞かせ
ボランティアと連携し、読み聞かせ会「おは
なしたいむ」の開催や、学校での読み聞か
せ会の開催、夏休み子ども教室の開催をし
ました。

青山公民館
図書室

ボランティアと連携しておはなし
会を実施します。 A

ボランティアグループによる読み聞かせ会
を、幼稚園・保育園・学童・図書室で開催す
ることで、地域とボランティアの交流の場を
提供しました。

子どもの読書に携わ
る人材の育成

読み聞かせ会等を実施している市
民のボランティアグループや民間団
体の活動を支援し、情報交換の機
会を設けます。

地域との連携

読書の機会や場所
の整備・充実

地域との連携

市民ボランティアと連携し読み聞か
せやブックトーク等、子どもが読書
に興味を持つような取り組みを展開
します。

評価基準
Ａ 計画通りに実行できた
Ｂ ほぼ計画通りに実行できた
Ｃ あまり計画通りに実行できなかった
Ｄ 計画通りに実行できなかった
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基本的方針 方策 具体的方策 所管課 事業内容
事業(20～23年度）に対して

の自課評価 事業（20～23年度）の効果 事業（20～23年度）の課題 【備考】基本的方針や方策に対しての意見

上野図書館 図書資料を有効活用します。 A
廃棄用図書の有効利用を図るため、無償譲
渡の案内を広報いが市へ掲載し実施しまし
た。

郷土資料の寄贈は受けていますが、書庫の
スペースが限られています。

いがまち公
民館図書室

本を有効に活用するため、古い
本のリユースを行い、図書室で
不要になった本を市民に提供し
ます。

A 廃棄する本を有効利用できました。

大山田公民
館図書室

家庭・地域の図書資料を有効活
用します。

Ａ

地域住民に絵本・児童書などの寄贈してもら
うため、ポスターの掲示や、チラシの配布に
より呼びかけを行うことで有効活用が図れま
した。

青山公民館
図書室

資料の有効活用に努めます。 A

市民から提供された図書や図書室の廃棄図
書を市民に無償提供することで有効利用を
し、市民に本の大切さをPRすることに繋がり
ました。

読書の機会や場所
の整備・充実

地域との連携
家庭や地域にある図書資料の有効
活用をはかり、本を大切にする心を
育みます。

評価基準
Ａ 計画通りに実行できた
Ｂ ほぼ計画通りに実行できた
Ｃ あまり計画通りに実行できなかった
Ｄ 計画通りに実行できなかった


