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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



４．上野図書館・公民館図書室 ・・・・10Ｐ

目次

１．家庭・地域　     ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ １Ｐ

２．保育所（園）・幼稚園    ・ ・ ・ ・ ・  ５Ｐ

３．学校　 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・    ８Ｐ

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

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



第二次　伊賀市子ども読書活動推進計画
前計画との対比表　1P

（１）家庭での方策

第二次計画
基本的方針

前計画
方策◎　具体的方策◆

第二次計画
方策◎　具体的方策■

◎読書に関する催しの開催

◆上野図書館や公民館図書室、子育て支援セ
ンター等の読み聞かせの会のPRに努めるととも
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る

◎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
組みを展開する

◎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図り、読み聞かせの大
切さを伝える

◎読書を始めるきっかけをつくる

■子どもが乳幼児から読み聞かせやブックス
タートなどを通じて、読書を始めるきっかけづくり
に努める

―

◎読書の習慣をつける

■家庭においても、読書の時間を設け、子ども
といっしょに本を読んだり、図書館に出かけたり
するなど、子どもが読書の習慣を身につけるよ
う働きかける

◎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図り、読み聞かせの大
切さを伝える

◎読書を始めるきっかけをつくる

■子どもが乳幼児から読み聞かせやブックス
タートなどを通じて、読書を始めるきっかけづくり
に努める

―

◎読書の習慣をつける

■家庭においても、読書の時間を設け、子ども
といっしょに本を読んだり、図書館に出かけたり
するなど、子どもが読書の習慣を身につけるよ
う働きかける

●読書機会の提供

●読書環境の整備

◎読書活動の理解を深める

■保護者に子どもの読書活動の大切さや乳幼
児からの読み聞かせ等の必要性について理解
してもらうため、上野図書館・公民館図書室、子
育て支援センター、読み聞かせボランティアグ
ループ等は、読書活動推進のための講演会や
読み聞かせの会などを実施し、保護者へ参加し
てもらうよう働きかける

前計画　基本的方針
　●読書の機会や場所の整備・充実
　●子どもの読書に携わる人材の育成
　●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

前計画　活動単位
　１．家庭・地域
　２．保育所（園）・幼稚園
　３．学校
　４．上野図書館・公民館図書室

第二次計画　基本的方針
　●読書環境の整備
　●読書機会の提供
　●読書活動の啓発

第二次計画　活動単位
　（１）家庭
　（２）地域
　　　①上野図書館・公民館図書室
　　　②市民館、児童館等
　（３）学校等
　　　①幼稚園・保育所（園）
　　　②小学校・中学校
　　　③高校



第二次　伊賀市子ども読書活動推進計画
前計画との対比表　2P

第二次計画
基本的方針

前計画
方策◎　具体的方策◆

第二次計画
方策◎　具体的方策■

◎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、健診・子育て講座の機会や市の広
報物等を通じ呼びかける

◎家庭における読書活動の啓発

◆親子で楽しめる本の紹介を図書館だより等を
通じ積極的に行う

◎家庭における読書活動の啓発

◆家庭における読書時間の設定・啓発を行う

●読書活動の啓発

◎　読書活動の啓発

■ 「子ども読書の日」、「文字・活字文化の日」、
「読書週間」、「家庭の日」等の機会に子どもの
読書活動の意義や大切さについてポスターや
リーフレットなどを活用し啓発を行い、市内で行
う行事を紹介し、家庭における読書活動を勧め
る



第二次　伊賀市子ども読書活動推進計画
前計画との対比表　3P

（２）地域での方策

第二次計画
基本的方針

前計画
方策◎　具体的方策◆

第二次計画
方策◎　具体的方策■

―

◎上野図書館・公民館図書室の施設整備と
サービスの充実

■上野図書館、公民館図書室の施設改善を図
り、書庫・開架・閲覧・読み聞かせ室の増設やユ
ニバーサルデザインへの対応に努める

◎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る

◎上野図書館・公民館図書室の施設整備と
サービスの充実

■図書館情報システムの更新に合わせ、未接
続施設とのシステムを接続・連携し、市全域の
図書資料が閲覧、貸出しできるようにする

◎資料とサービスの充実

◆他の公立図書館との連携を強化し、相互貸
借等の推進を図る

◎上野図書館・公民館図書室の施設整備と
サービスの充実

■上野図書館と全ての公民館図書室の間で図
書資料の配送サービスを行い、本の貸出し、返
却ができるようにする

―

◎上野図書館・公民館図書室の施設整備と
サービスの充実

■各施設でそれぞれ行っていた運営形態を一
体的なものにし、市全域の図書館として機能さ
せるため、公民館図書室を充実させるとともに
図書館の分館として、組織改変を図る

◎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る

◎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る

◎資料とサービスの充実

◆移動図書車の効率的な利用を図る

◎上野図書館・公民館図書室の施設整備と
サービスの充実

■移動図書車のさらなる効率的な利用を図る

◎資料とサービスの充実

◆施設の利用者にとって利便性の高いサービ
スを図る

―

●読書環境の整備

◎上野図書館・公民館図書室の施設整備と
サービスの充実

■利用者から寄せられる読書相談・調べ物への
的確な対応に努め、リクエストや予約制度のさら
なる普及に努める

　　①上野図書館・各公民館図書室



第二次　伊賀市子ども読書活動推進計画
前計画との対比表　4P

第二次計画
基本的方針

前計画
方策◎　具体的方策◆

第二次計画
方策◎　具体的方策■

◎資料とサービスの充実

◆児童コーナーの整備・充実を図るとともに、大
人の読書機会の拡大を図るため、多様な資料
の収集と保存に努める

◎図書資料の充実

■子どものさまざまな興味や関心に応えるた
め、児童コーナーの整備・充実を図るとともに、
魅力ある児童書や多様なジャンルの資料収集
に努める

◎図書業務に携わる人材の育成

◆読書活動推進に関する研修会や情報交換会
等に積極的に参加する

◎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する

―

◎ネットワークの仕組みづくり

■子どもの読書活動を推進する取組を充実させ
るため、地域や学校が情報を共有し、それぞれ
の取組に関する意見の交換を行うなどネット
ワークの構築を図る

◎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う

◎学校や学校図書館との連携

■学校や学校図書館等からの要請に応じた貸
出し、レファレンスサービスの提供、読書活動に
関する情報交換を積極的に行う

◎外国籍の子どもへの対応

◆外国籍の子どもたちが利用しやすい施設環
境の整備に努める

◎外国語を母語とする子どもへの対応

■外国語を母語とする子どもが利用しやすい施
設環境の整備に努める

◎外国籍の子どもへの対応

◆自由に本に親しめるよう、外国語図書の充実
を図る

◎外国語を母語とする子どもへの対応

■外国語を母語とする子どもが図書館を気軽に
利用し読書に親しむことができるよう、外国語の
図書資料の充実を図る

◎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
デザインを採用する

◎障がいのある子どもへの対応

■障がいのある子どもが利用しやすい施設環
境の整備に努め、新規に施設整備を行う場合
はユニバーサルデザインを取り入れる

◎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る

◎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る

◎障がいのある子どもへの対応

◆点字図書館との情報交換に努める

◎障がいのある子どもへの対応

■上野点字図書館との情報交換に努める

◎職員の配置と資質向上

■各公民館図書室に職員を配置し、専門的な
知識、技術の向上を目的とした研修会へ参加で
きる環境を整え、質の高いサービスを継続的に
提供できるよう努める

●読書環境の整備



第二次　伊賀市子ども読書活動推進計画
前計画との対比表　5P

第二次計画
基本的方針

前計画
方策◎　具体的方策◆

第二次計画
方策◎　具体的方策■

◎読書活動推進のための行事の充実

◆読み聞かせや読書活動に関する研修や講演
会を開催する

◎読書に親しむ機会の提供

■子どもに読書の楽しさを伝える読み聞かせ
や、子どもと大人がいっしょに参加できる講演会
など読書に親しむ機会の提供を積極的に行う

◎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う

◎読書に親しむ機会の提供

■季節や時の話題にあわせたお話し会、「子ど
も読書の日」、「文字・活字文化の日」、「読書週
間」などの周知と、読書活動の気運を盛り上げ
る行事等を行う

◎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む

◎読書に親しむ機会の提供

■家庭や地域にある図書資料の有効活用を図
り、本を大切にする心を育む

◎情報発信と広報啓発の充実

◆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う

◎情報発信と広報啓発の充実

◆市のホームページや広報誌、図書館だより等
を通じ、子どもたちにむけた図書館情報の発信
に努める

◎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、啓発に努める

◎地域との連携

◆読み聞かせ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る

◎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
組みを展開する

―

◎優れた取組の紹介

■学校、公民館図書室、読み聞かせボランティ
アグループの特徴ある取組や読書感想文コン
クールなど、優れた取組を広報することで、読書
活動について市民の関心と理解を高める

◎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
見学の受入れ等を通じ、図書館に対する子ども
たちの理解を深める

◎小学生・中学生・高校生向け読書活動の充実

■小学生・中学生・高校生を対象にした本の紹
介や行事の実施、学校からの職場体験学習の
受入れ等を行うことで、小学生・中学生・高校生
の読書に対する興味や関心を高める

●読書機会の提供

◎図書館だよりの発行等による情報提供

■市のホームページや広報誌を活用した情報
提供や図書館だよりの発行などを計画的に行
い、子どもや保護者に読書活動の楽しさや大切
さをを伝えていく

◎読み聞かせボランティアグループとの連携

■読み聞かせボランティアグループが地域にお
いて継続して活動ができるように支援し、情報交
換会等を通じた交流を深めるなど、連携を強化
する

●読書活動の啓発



第二次　伊賀市子ども読書活動推進計画
前計画との対比表　6P

第二次計画
基本的方針

前計画
方策◎　具体的方策◆

第二次計画
方策◎　具体的方策■

―

◎図書室等の充実

■図書資料の整備や配架の工夫を図るなど、
図書室や図書コーナーの充実を促す

―

◎研修会等への参加

■市や市教育委員会が実施する読書活動推進
のための講演会や研修会等に参加するよう働
きかける

●読書環境の啓発 ―

◎啓発活動の充実

■「子ども読書の日」、「文字・活字文化の日」、
「読書週間」、「家庭の日」等の機会に子どもの
読書活動の意義や大切さについてポスターや
リーフレットなどを活用し啓発を図る

●読書環境の整備

　　②市民館、児童館等



第二次　伊賀市子ども読書活動推進計画
前計画との対比表　7P

（２）学校等での方策

第二次計画
基本的方針

前計画
方策◎　具体的方策◆

第二次計画
方策◎　具体的方策■

◎読書活動の推進情報交換や研修への参加

◆読書活動推進の講習会、研修会に積極的に
参加できる環境を整える

◎研修会等の実施・参加

■県や市・市教育委員会等が行う子どもの読書
活動推進に関する研修会等に積極的に参加で
きる環境を整える

◎読書活動の推進情報交換や研修への参加

◆読み聞かせについての研修会を開催する

◎研修会等の実施・参加

■読み聞かせ等についての研修会や情報交換
会を行う

◎図書資料の充実

◆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る

◎図書資料の充実

■子どものさまざまな興味や関心に応えられる
よう、読書スペースや絵本コーナーを整備し、図
書資料の充実を図る

◎外国籍への子どもへの対応

◆自由に本に親しめるよう、外国語図書の充実
を図る

◎外国籍への子どもへの対応

◆外国籍の子どもたちが利用しやすい施設環
境の整備に努める

◎障がいのある子どもへの対応

◆障がいに応じた蔵書や利用しやすい施設環
境整備に努める

◎障がいのある子どもへの対応

■障がいのある子どもが利用しやすい施設環
境の整備に努める

◎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る

◎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る

◎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る

―

　　①幼稚園、保育所（園）

◎外国語を母語とする子どもへの対応

■外国語を母語とする子どもが図書館を気軽に
利用し読書に親しむことができるよう、子どもが
利用しやすい施設環境の整備に努めるととも
に、外国語の図書資料の充実を図る

●読書環境の整備



第二次　伊賀市子ども読書活動推進計画
前計画との対比表　8P

第二次計画
基本的方針

前計画
方策◎　具体的方策◆

第二次計画
方策◎　具体的方策■

●読書機会の提供

◎読み聞かせ活動の充実

◆教諭、保育士による読み聞かせ活動の一層
の充実を図る

◎読書活動の充実

■読み聞かせやパネルシアターなどさまざまな
題材や手法を用い、子どもが想像力豊かに楽し
みながら読書活動に親しむことができるような取
組を行う

◎保護者への情報提供の充実

◆本の紹介や貸出案内等、保護者への情報提
供に努める

◎保護者への情報提供の充実

◆保護者からの相談に応じて本のアドバイスが
できる体制を整える

◎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、子どもへの読み聞かせの重要性に
ついて啓発する

◎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、乳幼児が読書に興味を持つような取り
組み保育所（園）・幼稚園において展開する

―

◎保護者との情報交換等

■保護者が読書活動の大切さを理解し、家庭に
おいて積極的に読書活動が行えるように絵本の
紹介や貸出、情報交換、アドバイス等を行う

●読書活動の啓発



第二次　伊賀市子ども読書活動推進計画
前計画との対比表　9P

第二次計画
基本的方針

前計画
方策◎　具体的方策◆

第二次計画
方策◎　具体的方策■

◎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る

◎学校図書館資料の整備

■　学校図書館図書標準の達成をめざして、各
学校の実情に応じた図書館資料を整備する。市
教育委員会では、地方財政措置「学校図書館
図書整備5か年計画」（平成24年度から29年度）
を活用し、小・中学校の図書館資料の整備を計
画的に進めるとともに、子ども一人ひとりが望む
図書の提供に努めるよう働きかける

◎読書活動推進に関する情報交換会や研修へ
の参加・開催

◆読書活動推進のための研修会を開催する

◎読書活動推進に関する情報交換会や研修へ
の参加・開催

◆読書活動推進の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
を目指す

◎司書教諭の配置の拡充

■学校図書館の計画的な運営と子どもの読書
活動の指導を促進するために、12学級未満の
学校へも司書教諭の配置に努める

◎子どもが行きたい学校図書館づくり

◆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る

―

◎子どもが行きたい学校図書館づくり

◆本の紹介など読書に関係する情報の提供を
行う

―

◎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、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する

◎地域との連携

◆市民ボランティアの活用を積極的に進め、地
域で活動する団体等と連携協力を図る

◎読み聞かせボランティアグループとの連携

■読書活動の充実と学校図書館の効果的な活
用を図るため、読み聞かせボランティアグルー
プと積極的に連携を図る

●読書環境の整備

　　②小学校・中学校

◎研修会等への参加・実施

■読書活動の推進に関する研修会等を行い、
県や市・市教育委員会が行う読書活動の推進
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
す



第二次　伊賀市子ども読書活動推進計画
前計画との対比表　10P

第二次計画
基本的方針

前計画
方策◎　具体的方策◆

第二次計画
方策◎　具体的方策■

◎外国籍の子どもへの対応

◆自由に本に親しめるよう、外国語図書の充実
を図る

◎外国籍の子どもへの対応

◆外国籍の子どもたちが利用しやすい施設環
境の整備に努める

◎障がいのある子どもへの対応

◆障がいに応じた蔵書や利用しやすい施設環
境整備に努める

◎障がいのある子どもへの対応

■障がいのある子どもが利用しやすい施設環
境の整備に努める

◎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る

◎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る

◎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る

―

◎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
時間の充実を図る

◎読書に対する興味や意識の向上

■一斉読書活動等を推進し、学校における読書
時間の充実を図る

◎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する

◎読書に対する興味や意識の向上

■子どもの読書活動の意義や大切さについて
の啓発を図る

―

◎読書に対する興味や意識の向上

■図書館における職場体験活動への参加を促
す

◎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む

―

●読書機会の提供
●読書活動の啓発

●読書環境の整備

◎外国語を母語とする子どもへの対応

■外国語を母語とする子どもが図書館を気軽に
利用し読書に親しむことができるよう、子どもが
利用しやすい施設環境の整備に努めるととも
に、外国語の図書資料の充実を図る



第二次　伊賀市子ども読書活動推進計画
前計画との対比表　11P

第二次計画
基本的方針

前計画
方策◎　具体的方策◆

第二次計画
方策◎　具体的方策■

●読書環境の整備 ―

◎研修会等への参加

■県や市・市教育委員会が実施する読書活動
推進のための講演会や研修会等に参加するよ
う働きかける

●読書活動の啓発 ―

◎読書に対する興味や意識の向上

■子どもの読書活動の意義や大切さについて
の啓発を図る

　　③高校


