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第二次伊賀市子ども読書活動推進計画

平成2５年度実績



　１　取り組みができなかった　　　（達成度　８０％未満）

目次

（１）家庭・・・・・・・・・・・・・・・・　１Ｐ

（２）地域 ①上野図書館・公民館図書室・・・  ５Ｐ

　　　　　 ②隣保館、児童館等・・・・・・・１７Ｐ

（３）学校等 ①幼稚園、保育所(園)・・・・・ １８Ｐ

　　　　　　 ②小学校・中学校・・・・・・・２０Ｐ

　　　　　　 ③高等学校・・・・・・・・・・２１Ｐ

【評価基準】

　５　十分に取り組みができた　　　（達成度１２０％以上）

　４　かなり取り組みができた　　　（達成度１０５％以上～１２０％未満）

　３　取り組みができた　　　　　　（達成度　９５％以上～１０５％未満）

　２　あまり取り組みができなかった（達成度　８０％以上～　９５％未満）



第二次　伊賀市子ども読書活動推進計画25年度実績　1P

活動単位：（１）家庭

◎方策 ■具体的方策 ●基本的な方針 担当課 事業内容 2５年度事業予定 2５年度実施内容 指標
25年

度
目標値

25年度
実績値

自課評価
（１～
５）

１・２評価
の

理由を記載

29年度
までの

[累計]又
は29年
度目標値

委員か
らの意
見等

担当課
からの
今後の
対応

備考

こども家庭課
子育て支援センターで、交流広
場や事業等で読み聞かせの会を
開催します。

ボランティアによる読み聞かせ
会や読み聞かせ講座等を開催し
ます。

ボランティアや子育て支援セン
ター職員が講座や交流の場で読
み聞かせを実施しました。回数
316回、参加人数5,026人（１
月末現在）

箇所
数

9 9 3 9

上野図書館

読み聞かせ会の開催や新刊図書
の案内を広報やホームページな
どで周知し、参加や図書館の利
用を働きかけます。

ボランティアと連携して読み聞
かせ会を開催します。幼児や児
童が楽しみながら参加できるよ
うスタンプラリーを引き続きし
ます。

乳幼児連れの保護者が気兼ねな
く図書館を利用できるよう「赤
ちゃんタイム」を実施しまし
た。その中で「おひざでだっこ
のおはなし会」をボランティア
との連携で実施しました。スタ
ンプラリーも引き続き実施しま
した。

回数 37
46

（予定）
5 40

読み聞
かせ開
催回数

いがまち公民館
図書室

読み聞かせボランティアの協力
により、読み聞かせ会を開催し
ます。

読み聞かせボランティア「お話
の国アリス」「ぶらんこ」子育
て支援センターの「ミニサロン
ひまわり」と連携し、読み聞か
せ会を開催します。

読み聞かせボランティア「お話
の国アリス」「ぶらんこ」子育
て支援センターの「ミニサロン
ひまわり」と連携し、読み聞か
せ会を32回開催しました。

回数 33 32 3 [156]

島ヶ原公民館図
書室

読み聞かせボランティアによる
読み聞かせ会を開催します。

読み聞かせボランティアによっ
て読み聞かせの会を開催しま
す。

ボランティアグループ「ネェ よ
んで」による読み聞かせの会に
よる子育て支援センター、小学
校、保育所、区公民館、いろい
ろ場所を変えて開催しました。

回数 12 23 4 [ 60 ]

阿山公民館図書
室

読み聞かせボランティアによる
読み聞かせ会を開催します。

読み聞かせボランティアグルー
プ「はあと＆はあと」による読
み聞かせ会を開催します。

読み聞かせの会を公民館図書室
で月2回開催しました。

回数 24 24 3 [120]

ボランティアグループ「きらきら」
による読み聞かせ会「おはなしたい
む」を毎月公民館で開催します。ま
た、「おはなしくらぶ」「あかちゃ
んたいむ」などの読み聞かせ会を開
催します。

ボランティアグループによる読み聞
かせ会を毎月開催しました。
・おはなしたいむ12回
・おはなしくらぶ夏休み2回、冬休
み1回
・あかちゃんたいむ3回

回数 15 18 4 17

ボランティアグループが小学校に出
かけ、始業時間前の「朝読」や休み
時間を利用した「きらきらたいむ」
を実施し、読書活動の継続化を推進
します。

ボランティアグループが小学校に出
向き読書活動の推進をしました。
・朝読３6回
・きらきらたいむ10回

回数 46 46 3 46

小さなお子さんと家族を対象に
図書室で定期的におはなし会を
開催します。

小さなお子さんと家族を対象に
おはなし会を実施しました。
（22回 570人）

回数 12 22 5 12

小学校をはじめ、保育園や幼稚
園に出かけておはなし会をボラ
ンティアの協力も受けて実施し
ます。

小学校や保育園に出かけておは
なし会を開催しました。
（小学校・保育園　21回 419
人）

回数 20 21 4 20

家庭や地域とともに読書推進に
取り組むため、読書ボランティ
アの新規養成の講座を開催しま
す。

地域との連携を深め読書推進の
取り組みを理解し、参加する人
材の育成のため、新たなボラン
ティア養成講座と研修会を開催
し、新しいグループを育成し、
実践の場を提供できました。（9
回 15名）

回数 3 5 5 3

●読書環境の整備

■　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
ターは、読み聞かせボランティ
アグループ等の協力も受け、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
かけます。

◎読書活動の理解を
深める

読み聞かせ会や読書に関する講
座などを開催します。

青山公民館図書
室

大山田公民館図書
室

読み聞かせボランティアによる読み
聞かせ会を開催します。

 【評価基準】
５　十分に取り組みができた　　　（達成率120％以上）
４　かなり取り組みができた　　　（達成率105％以上～120％未満）
３　取り組みができた　　　　　　（達成率95％以上～105％未満）
２　あまり取り組みができなかった（達成率80％以上～95％未満）
１　取り組みができなかった　　　（達成率８０％未満）  



第二次　伊賀市子ども読書活動推進計画25年度実績　2P

◎方策 ■具体的方策 ●基本的な方針 担当課 事業内容 2５年度事業予定 2５年度実施内容 指標
25年

度
目標値

25年度
実績値

自課評価
（１～
５）

１・２評価
の

理由を記載

29年度
までの

[累計]又
は29年
度目標値

委員か
らの意
見等

担当課
からの
今後の
対応

備考

こども家庭課
子育て支援センターで親子で絵
本と親しむ機会を作ります。

子育て支援センターで、交流広
場へ絵本を設置したり、読み聞
かせをしたり、講座等を開催し
たりして読書の機会を作りま
す。

交流広場へ絵本を設置したり、
貸し出しをしたり、毎月「ねえ
ねえよみっこ」「絵本の読み聞
かせ」と題した講座を開催し
て、読書の機会を作りました。

箇所数 9 9 3 9

健康推進課

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しま
す。

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しま
す。
外国籍家庭には、通訳が同行し、読
み聞かせの大切さを伝えます。

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しまし
た。
外国籍家庭には、通訳が同行し、絵
本を見て親子で触れ合う大切さや読
み聞かせの大切さを伝えました。

乳児訪問率 95 96.5 3 95.5
１月末訪
問 件 数
620件

上野図書館

乳幼児から読書に親しむきっか
けづくりとなるよう、読み聞か
せの案内「おはなしカレン
ダー」を配布して情報発信をし
ます。

「おはなしカレンダー」を子育
て支援センターへ設置し、赤
ちゃん検診や訪問時に配布しま
す。子育て支援センターへ出前
の読み聞かせ会を実施します。

「おはなしカレンダー」を子育
て支援センターへ設置し、赤
ちゃん検診や訪問時に配布しま
した。子育て支援センターへ出
前の読み聞かせ会をボランティ
アの協力で実施しました。

回数 60
64

(予定）
3 65

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。

読み聞かせボランティアと連携
し、読み聞かせ会を開催しま
す。また、子育て支援事業の
「お話の会」にも出向き、絵本
の読み聞かせや絵本の貸し出し
を行います。

読み聞かせボランティアと連携
し、読み聞かせ会を32回開催し
ました。また、子育て支援事業
の「お話の会」にも7回出向き、
絵本の読み聞かせや絵本の貸し
出しを行いました。

回数 33 39 4 [163]

島ヶ原公民館図
書室

読み聞かせボランティア等と連
携し、読み聞かせ教室などの開
催情報を提供します。

読み聞かせボランティア「お話
の会ネェよんで」及び子育て支
援センター等と連携すると共に
各機会を通じて絵本の読み聞か
せ教室の開催と情報の提供を行
います。

読み聞かせボランティア「お話
の会ネェよんで」及び子育て支
援センター等と連携すると共に
各機会を通じて絵本の読み聞か
せ教室の開催と情報の提供を行
いました。

回数 20 23 3 [ 80 ]

阿山公民館図書
室

読み聞かせボランティアによる
読み聞かせ会を開催します。

読み聞かせボランティアグルー
プ「はあと＆はあと」による読
み聞かせ会を開催します。

読み聞かせの会を公民館図書室
で月2回開催しました。

回数 24 24 3 [120]

大山田公民館図書
室

乳幼児を対象とした絵本の読み聞か
せ会を開催し、本に触れ合う機会を
提供します。

ボランティアグループ「きらきら」
による読み聞かせ会「おはなしたい
む」を毎月公民館で開催します。ま
た、「おはなしくらぶ」「あかちゃ
んたいむ」などの読み聞かせ会を開
催します。

ボランティアグループによる読
み聞かせ会を開催しました。
・おはなしたいむ12回
・おはなしくらぶ夏休み2回、冬
休み1回
・あかちゃんたいむ3回

回数 15 18 4 17

青山公民館図書
室

乳幼児を対象とした絵本の読み
聞かせ会を開催し、本に触れ合
う機会を提供します。

図書室での読み聞かせに保育園
や幼稚園を招待して開催すると
ともに、各園に出かけて開催す
るなど絵本にふれあう場をつく
り、読書へのきっかけづくりと
なる事業を行い、その情報提供
を行います。

読書を始めるきっかけ作りとし
て、図書室に保育園や幼稚園の
園児を招待してのおはなし会は
じめ人形劇を開催しました。
また、講談社のおはなしキャラ
バン隊の招致を行い、園児や小
さなお子さんと家族に楽しみな
がら本とふれあう機会を提供し
ました。
（保育園4回、幼稚園2回、図書
室等570人）

回数 17 22 5 17

●読書環境の整備
●読書機会の提供

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

◎読書を始めるきっ
かけをつくる

 【評価基準】
５　十分に取り組みができた　　　（達成率120％以上）
４　かなり取り組みができた　　　（達成率105％以上～120％未満）
３　取り組みができた　　　　　　（達成率95％以上～105％未満）
２　あまり取り組みができなかった（達成率80％以上～95％未満）
１　取り組みができなかった　　　（達成率８０％未満）  



第二次　伊賀市子ども読書活動推進計画25年度実績　3P

◎方策 ■具体的方策 ●基本的な方針 担当課 事業内容 2５年度事業予定 2５年度実施内容 指標
25年

度
目標値

25年度
実績値

自課評価
（１～
５）

１・２評価
の

理由を記載

29年度
までの

[累計]又
は29年
度目標値

委員か
らの意
見等

担当課
からの
今後の
対応

備考

市民生活課
多言語情報紙などを通じて広報
啓発活動に努めます。

子どもの読書機会の提供の必要
性をポルトガル語、スペイン
語、中国語、英語の多言語で情
報提供します。

子どもの読書機会の提供の必要
性をポルトガル語、スペイン
語、中国語、英語の多言語で情
報提供しました。

回数 1 1 3 [１]

こども家庭課
子育て支援センターで交流広場
や事業の機会を通じて情報を提
供します。

子育て支援センターで、交流広
場や事業に読み聞かせを取り入
れたり、読書に関する情報を提
供します。

子育て事業や食育事業・交流広
場で読み聞かせを実施しまし
た。

箇所
数

9 9 3 9

学校教育課 情報提供を行います。

学級・学年懇談会などの学校行
事で、「いがっ子家庭学習のす
すめ」などを活用し、家庭での
読書習慣の大切さを働きかけま
す。

「いがっ子家庭学習のすすめ」
や学校独自のチェックシートな
どを活用して、読書週間の大切
さについて働きかけました。

箇所数 35 35 3 35

生涯学習課 情報提供を行います。
広報いが市やウィークリー伊賀
市において、家庭での読書習慣
の大切さを働きかけます。

広報いが市やウィークリー伊賀
市において、「子ども読書の
日」や「秋の読書週間」を周知
する折に家庭での読書習慣の大
切さを働きかけました。

回数 2 3 4 [ 10 ]

上野図書館

「としょかんだより」を発行し
て親子で楽しめる本の紹介をし
て、幼児期から本に親しむよう
働きかけます。

赤ちゃんを連れていても気兼ね
なく図書館が利用できる「赤
ちゃんタイム」を設け、おひざ
でだっこのおはなし会を実施し
ます。

赤ちゃんを連れていても気兼ね
なく図書館が利用できる「赤
ちゃんタイム」を設け、利用者
に協力を求めました。おひざで
だっこのおはなし会では、赤
ちゃんが楽しめる本の紹介や読
み方などを指導しました。

回数 6
6

（予定）
3 12

いがまち公民館
図書室

図書館利用の啓発を行います。

広報いが市の「図書館だより」
や公民館発行の「図書室だよ
り」に情報の提供をするととも
に、行政防災放送を利用して、
図書室の利用や、催し物への参
加の呼びかけを行い、子どもの
読書習慣への働きかけをしま
す。

広報いが市の「図書館だより」
や公民館発行の「図書室だよ
り」「おはなしカレンダー」に
情報の提供をするとともに、行
政防災放送を利用して、図書室
の利用や、催し物への参加の呼
びかけを行い、子どもの読書習
慣への働きかけをしました。

回数 24 24 3 [120]

島ヶ原公民館図
書室

図書館利用の啓発を行います。

広報いが市の「図書館だより」
等に読み聞かせの会の情報の提
供をするとともに、防災無線で
の利用を実施していきます。

広報いが市の「図書館だより」
等に読み聞かせの会の情報の提
供をするとともに、防災無線で
の利用を実施しました。

回数 24 23 3 [120]

阿山公民館図書
室

図書館利用の啓発を行います。
広報いが市の「図書館だより」
等に読み聞かせの会の情報を掲
載します。

広報いが市の「図書館だより」
に読み聞かせ会の情報を12回掲
載しました。

回数 12 12 3 ［ 60 ]

大山田公民館図書
室

読書に親しむための催しや新しい図
書の情報提供をします。

図書だより「ひだまりらいぶら
りぃ」「おはなしたいむ日記」を発
行し、催し物や新刊図書の紹介をし
ます。また、防災行政無線放送を利
用して、読み聞かせ会の開催など図
書情報の提供をします。

公民館図書室や広報いが市の図書だ
よりで図書情報の提供をしました。
・「ひだまりらいぶらりぃ」6回発
行・「おはなしたいむ日記」12回
発行・「広報いが市」12回・ 行政
無線放送 2回

回数 25 32 5 [125]

青山公民館図書
室

市広報や図書だより、放送を通
じて図書室の利用促進を行うこ
とで、家庭での読書習慣を身に
つける働きかけをします。

図書だより「ぶっくらんど」や
行政防災放送を利用して、図書
室の利用や、催し物への参加の
呼びかけを行い、子どもの読書
習慣への働きかけをします。
家庭での読み聞かせを支援する
ため「おすすめの本のコー
ナー」を設置し、家庭での読書
の手助けをします。

市広報や図書室だより「ぶっく
らんど」、防災用行政無線で図
書室の利用促進や催し物参加の
呼びかけを行いました。また、
「おすすめの本のコーナー」を
設置し、家庭での読み聞かせを
支援しました。
・図書室だより「ぶっくらん
ど」の発行　12回
・広報いが市の掲載　18回
・おはなし会開催の案内を防災
用行政無線での放送や市ホーム
ページで掲載　35回
・「おすすめの本のコーナー」
の設置　9回

回数 27 74 5 [209]

◎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ま
す

●読書環境の整備
●読書機会の提供

 【評価基準】
５　十分に取り組みができた　　　（達成率120％以上）
４　かなり取り組みができた　　　（達成率105％以上～120％未満）
３　取り組みができた　　　　　　（達成率95％以上～105％未満）
２　あまり取り組みができなかった（達成率80％以上～95％未満）
１　取り組みができなかった　　　（達成率８０％未満）  



第二次　伊賀市子ども読書活動推進計画25年度実績　4P

◎方策 ■具体的方策 ●基本的な方針 担当課 事業内容 2５年度事業予定 2５年度実施内容 指標
25年

度
目標値

25年度
実績値

自課評価
（１～
５）

１・２評価
の

理由を記載

29年度
までの

[累計]又
は29年
度目標値

委員か
らの意
見等

担当課
からの
今後の
対応

備考

市民生活課
多言語情報紙などを通じて広報
啓発活動に努めます。

家庭における読書活動の必要性
をポルトガル語、スペイン語、
中国語、英語の多言語で情報提
供します。

家庭における読書活動の必要性
をポルトガル語、スペイン語、
中国語、英語の多言語で情報提
供しました。

回数 1 1 3 [１]

こども家庭課
子育て支援センターで情報提供
や広報活動を行います。

図書館の情報誌を配布したり、
読み聞かせ事業を子育て情報誌
やホームページ・広報・行政文
字放送等で掲載します。

図書館の情報誌を設置したり、
読み聞かせ事業をホームペー
ジ・広報・行政文字放送や子育
て情報誌に掲載しました。

箇所
数

9 9 3 9

健康推進課
各種保健事業の中で、読書の大切さ
について普及活動に取り組みます。

母子保健の各種事業で、図書館で実
施する取組などを広報啓発します。

母子保健の各種事業で、子ども家庭
課と連携し図書館が実施する「読み
聞かせの会」などの取組を周知しま
した。

１歳
6ヶ月
健診率

95 96.5 3 96.5

学校教育課 情報提供を行います。

「子ども読書の日」や「こども
読書週間」などの機会をとら
え、学校・学年だよりや図書だ
よりを通して、家庭における読
書活動の啓発を行います。

学校・学年だよりを利用して、
家庭における読書活動の啓発を
行いました。

箇所数 35 35 3 35

生涯学習課

 「子ども読書の日」、「文字・
活字文化の日」、「読書週
間」、「家庭の日」を周知し、
読書活動の啓発をします。

広報いが市やウィークリー伊賀
市において周知し、読書活動の
啓発をします。

広報いが市やウィークリー伊賀
市において「子ども読書の
日」、「読書週間」を周知し、
読書活動の啓発をしました。

回数 3 3 3 [ 15 ]

上野図書館

 「子ども読書の日」、「文字・
活字文化の日」、「読書週
間」、「家庭の日」を周知し、
読書活動の啓発をします。

それぞれの日にちなんだ特設
コーナーを設けて、おすすめの
本リストを発行します。

「児童文学賞受賞作品」や「秋
の夜長のミステリー」など特集
コーナーで本の紹介やリストを
配布しました。

回数 4 2 1

今年度はシス
テム更新作業
を10月から
11月に行った
ため啓発が十
分できなかっ
た。

4

いがまち公民館
図書室

 「子ども読書の日」、「文字・
活字文化の日」、「読書週
間」、「家庭の日」を周知し、
読書活動の啓発をします。

「子ども読書の日」「秋の読書
週間」に「図書室だより」にお
いて周知し、図書室にポス
ター・チラシを掲示します。

「子ども読書の日」「秋の読書
週間」に「図書室だより」にお
いて周知し、図書室にポス
ター・チラシを掲示しました。

回数 4 4 3 [ 20 ]

島ヶ原公民館図
書室

 「子ども読書の日」、「文字・
活字文化の日」、「読書週
間」、「家庭の日」を周知し、
読書活動の啓発をします。

「子ども読書の日」「秋の読書
週間」に図書室にポスター、チ
ラシを掲示します。

読書活動の意義や大切さを時期
に合わせて、図書室にポスター
等掲示しました。

回数 2 2 3 [ 10 ]

阿山公民館図書
室

 「子ども読書の日」、「文字・
活字文化の日」、「読書週
間」、「家庭の日」を周知し、
読書活動の啓発をします。

読書活動の意義や大切さを時期
に合わせて、図書室にポスター
等掲示します。

読書活動の意義や大切さを時期
に合わせて、図書室にポスター
等掲示しました。

回数 4 4 3 [ 20 ]

大山田公民館図書
室

 「子ども読書の日」、「文字・活
字文化の日」、「読書週間」、「家
庭の日」を周知し、読書活動の啓発
をします。

ポスター、リーフレットなどの掲示
及び公民館図書室で行う読み聞かせ
会などを通じて情報の提供を行い、
読書活動の推進をします。また、大
山田公民館図書室だより「ひだまり
らいぶらりぃ」や防災行政無線を活
用して周知します。

読書活動の推進のために、ポス
ター、リーフレット等の掲示や、読
み聞かせ会の際、情報提供をし啓発
を行いました。
・ポスター・リーフレット2回
・ひだまりらいぶらりぃ 6回

回数 8 8 3 [ 40 ]

青山公民館図書
室

 「子ども読書の日」、「文字・
活字文化の日」、「読書週
間」、「家庭の日」を周知し、
読書活動の啓発をします。

それぞれの日にちなんだ広報い
が市や青山公民館図書だより
「ぶっくらんど」を始め防災行
政放送やケーブルテレビを活用
して情報を提供します。

ポスター掲示をはじめ図書室だより
「ぶっくらんど」や防災用行政無線
での放送を活用して家庭での読書活
動の啓発を行いました。
・「ぶっくらんど」への掲載　3回
・防災用行政無線放送　3回
・ポスター掲示　2回

回数 8 8 3 [ 40 ]

◎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ま
す。

●読書活動の啓発

 【評価基準】
５　十分に取り組みができた　　　（達成率120％以上）
４　かなり取り組みができた　　　（達成率105％以上～120％未満）
３　取り組みができた　　　　　　（達成率95％以上～105％未満）
２　あまり取り組みができなかった（達成率80％以上～95％未満）
１　取り組みができなかった　　　（達成率８０％未満）  



第二次　伊賀市子ども読書活動推進計画25年度実績　5P

活動単位：（２）地域　①上野図書館・公民館図書室

◎方策 ■具体的方策 ●基本的な方針 担当課 事業内容 2５年度事業予定 2５年度実施内容 指標 25年度
目標値

25年度
実績値

自課評価
（１～
５）

１・２評価
の

理由を記載

29年度
までの

[累計]又
は29年
度目標値

委員か
らの意
見等

担当課
からの
今後の
対応

備考

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。

児童図書の購入を行います。
資料収集基本方針を定め、多種
多様な児童書の購入をしまし
た。

冊数 1,500
1,800
(予定）

5 1,600
1月末
1,571
冊

いがまち公民館
図書室

児童図書の充実を行います。
児童図書の購入を行います。ま
た、絵本や児童図書コーナーの
整備を行います。

児童図書を102冊購入しまし
た。また、絵本や児童図書コー
ナーのディスプレイを工夫し、
楽しく絵本に親しめるよう整備
を行いました。

冊数 60 102 5 [500]

島ヶ原公民館図
書室

児童図書の充実を行います。
上野図書館より協力を受けるな
どの方策により、児童図書の充
実を行います。

上野図書館より協力を受けるな
どの方策により、児童図書の充
実を行いました。（11月より上
野図書館より協力受けまし
た。）

冊数 50 124 5 [150]

阿山公民館図書
室

児童図書の充実を行います。
児童図書の購入を行います。ま
た、絵本や児童図書コーナーの
整備を行います。

児童図書の購入を行いました。
また、絵本や児童図書コーナー
の整備を行いました。（現76＋
24）

冊数 100 100 3 [500]

大山田公民館図書
室

児童図書の充実を行います。
児童図書の購入を行います。また、
寄贈図書の選定をし、より充実した
児童コーナーの整備に努めます。

子どもが読書に親しむために児
童図書の購入や読書環境を整え
ました。
・児童図書の購入 121冊(1月
末)
・児童書の寄贈 15冊(1月末)

冊数 160
160

(3月末)
3 [800]

青山公民館図書
室

子どもに関心のある図書や子ど
もに読んであげたい図書などの
充実に努めます。

リクエストを受けることで、子
どもの興味に応えるとともに、
子どもに読んでほしい図書など
を選び、季節に応じたコーナー
を設けて興味ある図書室づくり
に努めます。

リクエストの要望に応えるとと
もに、子どもが関心を持つよう
な本のコーナーなど工夫をした
図書室づくりに努めました。
（リクエスト　140冊）

冊数 150 140 2

予算の都
合と配送
サービス
充実によ
るリクエ
ストの減

[890]

上野図書館
新図書館建設時にはユニバーサ
ルデザインを採用します。

幼児も障がいのある子どもも安
全に利用しやすいサインやゆと
りあるスペース等について検討
します。

新図書館基本計画の中でサイン
やスペースなどの検討をしまし
た。なお、現施設のサインを子
どもにわかりやすい「やさしい
日本語」にしました。

達成
率

100 100 3 100

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。

図書の配架を表示し、来館者が
利用し易い環境を整えます。読
み聞かせ室をくつろぎやすく落
ち着くディスプレイにします。

図書の配架を著者別に表示し、
利用し易い環境を整えました。
読み聞かせ室をくつろぎやすく
落ち着くディスプレイにしまし
た。

達成
率

100 100 3 100

島ヶ原公民館図
書室

利用しやすいよう、表示の充実
を図ります。

図書の配架を表示し、利用しや
すい環境を整えます。

図書の配架を表示し、利用しや
すい環境を整えました。

達成
率

100 100 3 100

阿山公民館図書
室

利用しやすいよう、表示の充実
を図ります。

図書の配架を表示し、利用しや
すい環境を整えます。

図書の配架を表示し、利用しや
すい環境を整えました。

達成
率

100 100 3 100

大山田公民館図書
室

ユニバーサルデザインの対応に努め
ます。

図書の配架や表示を考慮し、車椅子
による来館や筆談ボードによる応対
など、来館者が利用しやすい読書環
境の整備に努めます。

図書室を利用する来館者のため
に、図書の配架や表示などを見
直し、利用しやすい読書環境の
整備に努めました。

達成率 100 100 3 100

青山公民館図書
室

ユニバーサルデザインの対応に
努めます。

車椅子での来館に対応した室内
配置を行い、点字図書館施設の
掲示をします。

車椅子での来館がスムーズに行
なえる配置を行っています。
また、点字図書館施設の案内の
掲示を行っています。

達成
率

100 100 3 100

◎図書資料の充実

■　子どものさまざまな興味や
関心に応え、子どもの成長を促
すため、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
収集に努めます。

●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

■　上野図書館、公民館図書室
の施設改善とともに、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
応に努めます。

●読書環境の整備

 【評価基準】
５　十分に取り組みができた　　　（達成率120％以上）
４　かなり取り組みができた　　　（達成率105％以上～120％未満）
３　取り組みができた　　　　　　（達成率95％以上～105％未満）
２　あまり取り組みができなかった（達成率80％以上～95％未満）
１　取り組みができなかった　　　（達成率８０％未満）



第二次　伊賀市子ども読書活動推進計画25年度実績　6P

◎方策 ■具体的方策 ●基本的な方針 担当課 事業内容 2５年度事業予定 2５年度実施内容 指標 25年度
目標値

25年度
実績値

自課評価
（１～
５）

１・２評価
の

理由を記載

29年度
までの

[累計]又
は29年
度目標値

委員か
らの意
見等

担当課
からの
今後の
対応

備考

上野図書館

上野図書館・公民館図書室のシ
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
るようにします。

いがまち公民館図書室・島ヶ原
公民館図書室をシステムに接続
し、インターネット予約を行う
予定です

いがまち公民館図書室・島ヶ原
公民館図書室をシステムに接続
し、配送サービスを実施しまし
た。どこででも閲覧・検索・貸
出・返却ができるようになりま
した。また、インターネットで
貸出中の本の予約ができるよう
にしました。

達成
率

100 100 3 100

いがまち公民館
図書室

２５年度図書館情報システムの
構築に向け図書のマーク化を
行ったので、市全域の図書資料
の閲覧貸し出しを行います。

図書館情報システムを活用し、
市全域の図書資料の閲覧貸し出
しを行います。

伊賀市図書システムに接続し、
11月からインターネット予約を
開始しました。図書館情報シス
テムを活用し、市全域の図書資
料の閲覧貸し出しを行いまし
た。

達成
率

100 100 3 100

島ヶ原公民館図
書室

２５年度図書館情報システムの
構築に向け図書のマーク化を
行ったので、市全域の図書資料
の閲覧貸し出しを行います。

図書館情報システムを活用し、
市全域の図書資料の閲覧貸し出
しを行います。

図書館情報システムを活用し、
市全域の図書資料の閲覧貸し出
しを行いました。

達成
率

100 100 3 100

阿山公民館図書
室

図書館情報システムにより、図
書館・各公民館図書室と連携し
サービスの充実を図ります。

上野図書館と各公民館図書室と
のネットワークによる図書の検
索及び配送サービスを実施しま
す。

上野図書館と各公民館図書室と
のネットワークによる図書の検
索及び配送サービスを実施しま
した。

達成
率

100 100 3 100

大山田公民館図書
室

図書館情報システムにより、図書
館・各公民館図書室と連携しサービ
スの充実を図ります。

システム更新に協力して取り組み、
ネットワークの充実を図ります。

図書館情報システムが更新さ
れ、上野図書館と各公民館図書
室とのネットワークの充実が図
られました。

達成率 100 100 3 100

青山公民館図書
室

図書館情報システムにより、図
書館・各公民館図書室と連携し
サービスの充実を図ります。

システム更新に協力して取り組
み、ネットワークの充実を図り
ます。

図書館・図書室が連携を行って
ネットワークの更新充実を図り
ました。

達成
率

100 100 3 100

上野図書館

上野図書館・５つの公民館図書
室の間で図書資料の配送サービ
スを行い、どこででも本の貸出
し、返却ができるようにしま
す。

上野図書館・５つの公民館図書
室の間で図書資料の配送サービ
スを行い、どこででも本の貸出
し、返却ができるようにしま
す。

上野図書館・５つの公民館図書
室の間で図書資料の配送サービ
スを行い、どこででも本の貸出
し、返却ができるようにしまし
た。

達成
率

100 100 3 100

いがまち公民館
図書室

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
できるようにします。

上野図書館と各公民館図書室と
のネットワークによる図書の検
索及び配送サービスを実施しま
す。

伊賀市図書システムに接続し、
11月から上野図書館と各公民館
図書室とのネットワークによる
図書の検索及び配送サービスを
実施しました。

達成
率

100 100 3 100

島ヶ原公民館図
書室

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
できるようにします。

上野図書館と各公民館図書室と
のネットワークによる図書の検
索及び配送サービスを実施しま
す。

上野図書館と各公民館図書室と
のネットワークによる図書の検
索及び配送サービスを実施しま
した。

達成
率

100 100 3 100

阿山公民館図書
室

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
できるようにします。

上野図書館と各公民館図書室と
のネットワークによる図書の検
索及び配送サービスを実施しま
す。

上野図書館と各公民館図書室と
のネットワークによる図書の検
索及び配送サービスを実施しま
した。

達成
率

100 100 3 100

大山田公民館図書
室

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
にします。

上野図書館と各公民館図書室との
ネットワークによる図書の検索及び
配送サービスを実施します。

システム更新により上野図書館と、
各公民館図書室とのネットワークシ
ステムが整ったため、図書の検索及
び配送サービスの充実が図られまし
た。

達成率 100 100 3 100

青山公民館図書
室

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
できるようにします。

図書館・各公民館図書室のネッ
トワークシステムの検索及び配
送サービスを行います。。

上野図書館と各公民館図書室と
のネットワークシステムによる
検索及び配送サービスの充実に
努めました。

達成
率

100 100 3 100

◎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
ようにします。

●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

■　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します。

●読書環境の整備

 【評価基準】
５　十分に取り組みができた　　　（達成率120％以上）
４　かなり取り組みができた　　　（達成率105％以上～120％未満）
３　取り組みができた　　　　　　（達成率95％以上～105％未満）
２　あまり取り組みができなかった（達成率80％以上～95％未満）
１　取り組みができなかった　　　（達成率８０％未満）



第二次　伊賀市子ども読書活動推進計画25年度実績　7P

◎方策 ■具体的方策 ●基本的な方針 担当課 事業内容 2５年度事業予定 2５年度実施内容 指標 25年度
目標値

25年度
実績値

自課評価
（１～
５）

１・２評価
の

理由を記載

29年度
までの

[累計]又
は29年
度目標値

委員か
らの意
見等

担当課
からの
今後の
対応

備考

上野図書館

市全域の中核的な図書館として
機能させるため、公民館図書室
を分館とする組織改変を検討し
ます。

分館での読書活動推進事業はそ
のままとし、各窓口での対応を
統一して市民サービスの向上を
図ります。

市全域の中核的な図書館として
機能させるため、公民館図書室
を上野図書館の分館に位置づけ
ました。

達成
率

70 100 3 100

いがまち公民館
図書室

上野図書館の分館としての整備
を図ります。

図書館の分館として、組織改変
を図ります。

公民館図書室を上野図書館の分
館として位置付ける条例改正が
されました。

達成
率

50 100 3 100

島ヶ原公民館図
書室

上野図書館の分館としての整備
を図ります。

図書館の分館として、組織改変
を図ります。

公民館図書室を上野図書館の分
館として位置付ける条例改正が
されました。

達成
率

50 100 3 100

阿山公民館図書
室

上野図書館の分館としての整備
を図ります。

図書館の分館として、組織改変
を図ります。

公民館図書室を上野図書館の分
館として位置付ける条例改正が
されました。

達成
率

50 100 3 100

大山田公民館図
書室

上野図書館の分館としての整備
を図ります。

図書館の分館として、組織改変
を図ります。

公民館図書室を上野図書館の分
館として位置付ける条例改正が
されました。

達成
率

50 100 3 100

青山公民館図書
室

上野図書館の分館としての整備
を図ります。

図書館の分館として、組織改変
を図ります。

公民館図書室を上野図書館の分
館として位置付ける条例改正が
されました。

達成
率

100 100 3 100

上野図書館
読書相談・調べ物への的確な対
応に努め、予約制度を充実させ
ます。

自宅などのパソコンから読みた
い本の予約ができるようにしま
す。

読みたい本が貸出中の場合は、
自宅などのパソコンや携帯電話
などから予約ができるようにな
りました。また、受け取りの連
絡をメールで始めました。

達成
率

100 100 3 100

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。

図書の購入リクエストと自館貸
出予約と他館からの配送貸出予
約の受付をします。

図書の購入リクエストと自館貸
出予約と11月から他館からの配
送貸出予約の受付をしました。

達成
率

100 100 3 100

島ヶ原公民館図
書室

予約制度を実施して、利便性を
図ります。

自館貸出予約と他館からの配送
貸出予約の受付をします。

自館貸出予約と他館からの配送
貸出予約の受付をしました。

達成
率

100 100 3 100

阿山公民館図書
室

予約制度を実施して、利便性を
図ります。

図書の購入リクエストと自館貸
出予約と他館からの配送貸出予
約の受付をします。

図書の購入リクエストと自館貸
出予約と他館からの配送貸出予
約の受付をしました。

達成
率

100 100 3 100

大山田公民館図書
室

本についての知識を深め、読書相談
に応じます。またリクエスト・予約
制度の充実を図ります。

リクエストや予約による利便性を大
山田公民館図書室だより「ひだまり
らいぶらりぃ」に掲載します。ま
た、利用者からの相談に的確に対応
できるようにします。

利用方法等について図書室や「ひだ
まりらいぶらりぃ」に掲載しまし
た。また、来館者に説明したり、利
用者からの相談にも対応しました。
・リクエスト数５６冊(1月末)
・予約数678冊(1月末)

達成率 100 100 3 100

青山公民館図書
室

相談窓口の表示やリクエストや
予約の表示の充実を図ります。

相談窓口やリクエスト、予約制
度について、わかりやすい表示
に心がけ他館からの配送貸し出
し予約の受付を行います。図書
だより「ぶっくらんど」での利
用の促進と読書相談の対応に努
めます。

リクエストや予約及び配送の
サービスのわかりやすい説明に
心がけ、普及に努めました。
また調べ物への対応に努めまし
た。

達成
率

100 100 3 100

◎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、組織改変を図ります。

●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ます。

●読書環境の整備

 【評価基準】
５　十分に取り組みができた　　　（達成率120％以上）
４　かなり取り組みができた　　　（達成率105％以上～120％未満）
３　取り組みができた　　　　　　（達成率95％以上～105％未満）
２　あまり取り組みができなかった（達成率80％以上～95％未満）
１　取り組みができなかった　　　（達成率８０％未満）
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◎方策 ■具体的方策 ●基本的な方針 担当課 事業内容 2５年度事業予定 2５年度実施内容 指標 25年度
目標値

25年度
実績値

自課評価
（１～
５）

１・２評価
の

理由を記載

29年度
までの

[累計]又
は29年
度目標値

委員か
らの意
見等

担当課
からの
今後の
対応

備考

◎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
的な利用を図ります。

●読書環境の整備
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。

地区集議所、保育園等へ毎月３
日間定期的に巡回し、利用者の
拡大に努めていきます。

地区集議所、保育園等へ毎月３
日間11月から6日間定期的に巡
回し、利用者の拡大に努めまし
た。

日数 36 51 5 [100]

いがまち公民館
図書室

情報交換会・研修会へ参加しま
す。

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。

図書館（室）担当者会議や研修
会・情報交換会へ参加をしまし
た。
伊賀市図書館（室）調整会議等
４回、9/3に図書館図書室関係
職員研修会、10/3に子育てサ
ポーター養成講座、11/10～
13に東海北陸地区図書館地 区別
研修、7/24・2/5にボランティ
ア交流＆研修事業、2/19に三重
県図書館協会視察研修に参加し
ました。

回数 6 13 5 [ 30 ]

島ヶ原公民館図
書室

情報交換会・研修会へ参加しま
す。

図書館（室）担当者会議や研修
会へ参加します。

図書館（室）担当者会議や研修
会へ参加しました。

回数 3 7 5 [ 15 ]

阿山公民館図書
室

情報交換会・研修会へ参加しま
す。

図書館（室）担当者会議や研修
会へ参加します。

図書館（室）担当者会議や研修
会へ参加しました。

回数 6 6 3 [ 30 ]

大山田公民館図
書室

情報交換会・研修会へ参加しま
す。

図書館(室)担当者会議や研修会に
出席し専門的な知識、技術の向
上を図り、より質の高いサービ
スの提供をしていきます。

図書館（室）担当者会議や研修
会へ参加しました。
・担当者会議  3回
・研修会　　  3回

回数 6 6 3 [ 30 ]

青山公民館図書
室

研修会等に参加します。
専門的な知識や技術の向上を目
的とした研修会に参加し、サー
ビスの提供に努めます。

図書館（室）の担当者会議や研
修会に出席し、サービスの提供
に努めました。

回数 2 4 5 2

上野図書館
地域・学校・図書館が情報共有
し、意見交換できるような組織
を検討します。

保育園・幼稚園・学校へ読み聞
かせボランティアグループの紹
介一覧を配布し、活用を図りま
す。

保育所（園）・幼稚園・学校へ
読み聞かせボランティアグルー
プの紹介一覧を配布し、活用を
促しました。

達成
率

50 100 3 100

いがまち公民館
図書室

各地区市民センターと管内保育
園、小中学校に図書室だよりを
配布し、意見を集約します。

管内校長会、住民自治協議会連
絡会、管内保育園長会議に意見
の交換会を行います。

管内校長会3回、住民自治協議会
連絡会5回、図書だより配布12
回を行いました。

回数 5 20 5 [100]

島ヶ原公民館図
書室

地域や学校と情報を共有しま
す。

学校などを通じて子ども保護者
への周知や防災行政無線での啓
発を行います。

島ヶ原図書だよりや防災行政無
線等での啓発を行いました。

回数 12 15 3 [ 60 ]

阿山公民館図書
室

地域や学校が情報を共有しま
す。

それぞれの取組に関する意見の
交換を行います。

それぞれの取組に関する意見の
交換を行いました。

達成
率

100 100 3 100

大山田公民館図書
室

地域や学校と情報共有し、意見交換
会・研修会を実施します。

各地域で活動する読み聞かせボラン
ティアとの意見交換会や研修会を開
催します。また、今後も学校と連携
し、意見交換や情報の共有をしてい
きます。

他地域の読み聞かせボランティ
アとの意見交換会・研修会に参
加をしたり、小学校への読み聞
かせ会を通して連携し、情報の
共有を行いました。

達成率 100 100 3 100

青山公民館図書
室

地域と連携し、情報共有を行い
ネットワークの構築を図りま
す。

全館室が連携して、地域で活動
する読書ボランティアと意見交
換会や研修会を開催するなど
ネットワークを深め、学校等に
情報の提供を行います。

市内の読書ボランティアの意見
交換会や研修会を開催し、ネッ
トワークを深めました。
また学校や保育園などに読書ボ
ランティアの情報提供を行いま
した。

達成
率

100 100 3 100

●読書環境の整備

■　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
努めます。

◎職員の配置と資質
向上

◎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
図ります。

●読書環境の整備

 【評価基準】
５　十分に取り組みができた　　　（達成率120％以上）
４　かなり取り組みができた　　　（達成率105％以上～120％未満）
３　取り組みができた　　　　　　（達成率95％以上～105％未満）
２　あまり取り組みができなかった（達成率80％以上～95％未満）
１　取り組みができなかった　　　（達成率８０％未満）
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◎方策 ■具体的方策 ●基本的な方針 担当課 事業内容 2５年度事業予定 2５年度実施内容 指標 25年度
目標値

25年度
実績値

自課評価
（１～
５）

１・２評価
の

理由を記載

29年度
までの

[累計]又
は29年
度目標値

委員か
らの意
見等

担当課
からの
今後の
対応

備考

上野図書館 団体貸出の普及に努めます。 団体貸出の登録学校を増やします。
団体貸出の登録団体数を増やし
ました。

校数 12 15 5 20

小学校
25
中学校
10

いがまち公民館
図書室

図書室だよりの配布とホーム
ページを活用し、情報交換を行
います。

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
サービスが提供できるよう、管
内校長会に啓発します。

11月から放課後児童クラブ２箇
所に団体貸出実施しました。図
書室だより毎月発行管内組回覧
し、ホームページに毎月図書室
だより・お話カレンダー・ぶら
んこからのおしらせを掲載し、
管内校長会に啓発しました。

達成
率

100 100 3 100

島ヶ原公民館図
書室

学校や関係団体等との連携を行
います。

学校などを通じて子ども保護者
への周知や防災行政無線での啓
発を行います。

学校などを通じて子ども保護者
へチラシや防災行政無線での啓
発を行いました。

達成
率

100 100 3 100

阿山公民館図書
室

学校図書館との連携を行いま
す。

読書活動に関する情報交換を行
います。

読書活動に関する情報交換を行
いました。

達成
率

100 100 3 100

大山田公民館図書
室

学校からの貸出しや、読書活動に関
する情報交換を行います。

学校図書館と連携し、学校からの貸
出しを推進します。また、「朝読」
「きらきらたいむ」を継続していく
とともに、情報提供・情報交換を積
極的に行います。

小学校に出向いて実施している
読書活動の推進事業「朝読」、
「きらきらたいむ」を通して学
校との連携をし、情報提供や情
報交換を行いました。・朝読36
回、きらきらたいむ10回

達成率 100 100 3 100

青山公民館図書
室

学校や関係団体等との連携を行
います。

学校と連携して、学校図書室で
の読み聞かせ会を開催します。
また、読書活動に関する情報を
提供するため図書だより「ぶっ
くらんど」を学校に配布しま
す。

小学校図書室で定期的に読み聞
かせ会を行いました。
また小学校に図書室だより
「ぶっくらんど」を配布しまし
た。
（小学校読み聞かせ　20回）
（「ぶっくらんど」　12回）

回数 30 32 4 30

◎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
います。

●読書環境の整備

 【評価基準】
５　十分に取り組みができた　　　（達成率120％以上）
４　かなり取り組みができた　　　（達成率105％以上～120％未満）
３　取り組みができた　　　　　　（達成率95％以上～105％未満）
２　あまり取り組みができなかった（達成率80％以上～95％未満）
１　取り組みができなかった　　　（達成率８０％未満）



第二次　伊賀市子ども読書活動推進計画25年度実績　10P

◎方策 ■具体的方策 ●基本的な方針 担当課 事業内容 2５年度事業予定 2５年度実施内容 指標 25年度
目標値

25年度
実績値

自課評価
（１～
５）

１・２評価
の

理由を記載

29年度
までの

[累計]又
は29年
度目標値

委員か
らの意
見等

担当課
からの
今後の
対応

備考

上野図書館
外国語を母語とする子どもが利
用しやすい施設環境の改善に努
めます。

「多文化共生型図書館で夢をは
ぐくむ事業」に取り組みます。

「多文化共生型図書館で夢をは
ぐくむ事業」に取り組みまし
た。外国語による読み聞かせの
実施や外国人による図書館ツ
アーで外国人の利用者登録も増
加しました。

達成
率

100 100 3 100

いがまち公民館
図書室

上野図書館の情報と県立図書館
の図書配送サービス（ｅブッキ
ング制度）の情報提供を行いま
す。

上野図書館と県立図書館の図書
配送サービス（ｅブッキング制
度）の情報提供を行いサービス
を実施します。

11月から伊賀市図書館（室）と
配送サービスを開始しました。
図書室だよりにｅブッキング制
度の案内を掲載しました。

達成
率

100 100 3 100

島ヶ原公民館図
書室

上野図書館の情報と県立図書館
の図書配送サービス（ｅブッキ
ング制度）の情報提供を行いま
す。

上野図書館と県立図書館の図書
配送サービス（ｅブッキング制
度）の情報提供を行いサービス
を実施します。

上野図書館と県立図書館の図書
配送サービス（ｅブッキング制
度）の情報提供を行いサービス
を実施しました。

達成
率

100 100 3 100

阿山公民館図書
室

上野図書館の情報と県立図書館
の図書配送サービス（ｅブッキ
ング制度）の情報提供を行いま
す。

上野図書館と県立図書館の図書
配送サービス（ｅブッキング制
度）の情報提供を行いサービス
を実施します。

上野図書館と県立図書館の図書
配送サービス（ｅブッキング制
度）の情報提供を行いサービス
を実施しました。

達成
率

100 100 3 100

大山田公民館図書
室

外国語による図書の検索をします。
図書室の端末機から外国語による図
書検索の提供をします。

外国語による図書検索の提供を
しました。また、公民館教室
「親と子の英語であそぼう」の
講座の中で、図書室にある英語
の絵本の紹介や貸し出しを行い
ました。

達成率 100 100 3 100

青山公民館図書
室

外国語による図書の検索を可能
にします。

図書室内のシステムで英語によ
る資料検索を提供します。

ネットワークシステムで英語に
よる資料検索を提供しました。

達成
率

100 100 3 100

上野図書館
外国語の図書資料の充実を図り
ます。

外国語図書の寄贈を広報誌など
で依頼します。

外国語図書の寄贈を広報誌など
で依頼しました。約200冊の外
国語の児童図書を寄贈を受けま
した。

冊数 30
209

（予定）
5 100

外国語
図書増
加冊数

いがまち公民館
図書室

上野図書館と県立図書館の図書
配送サービス（ｅブッキング制
度）の情報により、外国語の図
書を提供します。

上野図書館と県立図書館の図書
配送サービス（ｅブッキング制
度）の情報提供を行い、外国語
の図書資料を提供します。

11月から伊賀市図書館（室）と
配送サービス開始しました。
図書室だよりにｅブッキング制
度の案内を掲載しました。

達成
率

100 100 3 100

島ヶ原公民館図
書室

上野図書館と県立図書館の図書
配送サービス（ｅブッキング制
度）の情報により、外国語の図
書を提供します。

上野図書館と県立図書館の図書
配送サービス（ｅブッキング制
度）の情報提供を行い、外国語
の図書資料を提供します。

上野図書館と県立図書館の図書
配送サービス（ｅブッキング制
度）の情報提供を行い、外国語
の図書資料を提供しました。

達成
率

100 100 3 100

阿山公民館図書
室

上野図書館と県立図書館の図書
配送サービス（ｅブッキング制
度）の情報により、外国語の図
書を提供します。

上野図書館と県立図書館の図書
配送サービス（ｅブッキング制
度）の情報提供を行い、外国語
の図書資料を提供します。

上野図書館と県立図書館の図書
配送サービス（ｅブッキング制
度）の情報提供を行い、外国語
の図書資料を提供しました。

達成
率

100 100 3 100

大山田公民館図書
室

上野図書館と県立図書館の図書配送
サービス（ｅブッキング制度）の情
報により、外国語の図書を提供しま
す。

上野図書館と県立図書館の図書配送
サービス（ｅブッキング制度）の情
報提供を行い、外国語の図書資料を
提供します。

上野図書館と県立図書館の図書
配送サービスの情報提供を行い
ました。また、公民館教室「親
と子の英語であそぼう」の講座
の中で図書室にある外国語の絵
本の紹介、貸し出しをしまし
た。

達成率 100 100 3 100

青山公民館図書
室

上野図書館と県立図書館の図書
配送サービス（ｅブッキング制
度）の情報により、外国語の図
書を提供します。

上野図書館と県立図書館の図書
配送サービス（ｅブッキング制
度）の情報提供を行い、外国語
の図書資料を提供します。

上野図書館と県立図書館の配送
サービスの情報提供を行い、外
国語図書資料の情報提供を行い
ました。

達成
率

100 100 3 100

◎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改善
に努めます。

●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、外国
語の図書資料の充実を図りま
す。

●読書環境の整備

 【評価基準】
５　十分に取り組みができた　　　（達成率120％以上）
４　かなり取り組みができた　　　（達成率105％以上～120％未満）
３　取り組みができた　　　　　　（達成率95％以上～105％未満）
２　あまり取り組みができなかった（達成率80％以上～95％未満）
１　取り組みができなかった　　　（達成率８０％未満）



第二次　伊賀市子ども読書活動推進計画25年度実績　11P

◎方策 ■具体的方策 ●基本的な方針 担当課 事業内容 2５年度事業予定 2５年度実施内容 指標 25年度
目標値

25年度
実績値

自課評価
（１～
５）

１・２評価
の

理由を記載

29年度
までの

[累計]又
は29年
度目標値

委員か
らの意
見等

担当課
からの
今後の
対応

備考

上野図書館
障がいのある子どもが利用しや
すい施設の環境づくりについて
検討します。

障がいのある子どもも楽しめる
布の絵本の作成に取り組みま
す。

障がいのある子どもも楽しめる
布の絵本の作成に取り組みまし
た。布絵本作成のボランティア
グループを立ち上げました。

達成
率

50 100 5 100

いがまち公民館
図書室

車椅子での利用がスムーズにで
きるようサポートを行います。
図書を購入します。

仮設のスロープや車椅子を設置
し、利用者がスムーズにできる
ようサポートします。
点字絵本や図書を購入します。

プレハブを図書室として利用し
なかった為、既存図書室のス
ロープは設置済みです。
点字絵本を２冊購入しました。

達成
率

100 100 3 100

島ヶ原公民館図
書室

障がいのある子どもに対する環
境整備を行います。

車椅子での利用がスムーズにで
きるようサポートを行います。

誰もが利用しやすい環境に努め
ました。

達成
率

100 100 3 100

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。

車椅子での利用がスムーズにで
きるようサポートを行います。

車椅子での利用がスムーズにで
きるようサポートを行いまし
た。

達成
率

100 100 3 100

大山田公民館図
書室

障がいのある子どもに対する環
境整備を行います。

ユニバーサルデザインに配慮
し、車椅子での利用がスムーズ
にできるようサポートします。
また、筆談ボードを設置し、障
がい者が利用しやすいよう環境
づくりをします。

車椅子での図書室の利用がス
ムーズにできるか点検するとと
もに、障がい者が利用しやすい
環境に努めました。

達成
率

100 100 3 100

青山公民館図書
室

誰もが心地よく利用できる環境
づくりに努めます。

点字絵本や図書を購入します。
ユニバーサルデザインに配慮
し、車椅子の利用がスムーズに
するとともに筆談ボードの設置
など障害に応じたサポートを行
います。

点字絵本の購入を行いました。
また、車椅子での利用がスムー
ズに行える配置にしています。

達成
率

100 100 3 100

上野図書館
読書に関する相談業務の充実を
図ります。

筆談ボードの設置や相談窓口の
明示をします。

筆談ボードの設置や相談窓口の
明示をしました。

達成
率

100 100 3 100

いがまち公民館
図書室

読書に関する相談業務の充実を
図ります。

筆談ボードの設置や相談窓口の
明示をします。

筆談ボードの設置や相談窓口の
明示をしました。

達成
率

100 100 3 100

島ヶ原公民館図
書室

読書に関する相談業務の充実を
図ります。

筆談ボードの設置や相談窓口の
明示をします。

相談しやすい環境づくりに努め
ました。

達成
率

100 100 3 100

阿山公民館図書
室

読書に関する相談業務の充実を
図ります。

筆談ボードの設置や相談窓口の
明示をします。

筆談ボードの設置や相談窓口の
明示をしました。

達成
率

100 100 3 100

大山田公民館図
書室

読書に関する相談業務の充実を
図ります。

筆談ボードの設置や相談窓口の
明示をします。

筆談ボードの設置や相談窓口の
明示をしました。

達成
率

100 100 3 100

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。

筆談ボードの設置や相談窓口の
明示をします。

筆談ボードの設置を行い、相談
窓口の明示をしました。

達成
率

100 100 3 100

◎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
しやすい施設の環境づくりに努
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
入れます。

●読書環境の整備

◎障がいのある子ど
もへの対応

■　読書に関する相談業務の充
実を図ります。

●読書環境の整備

 【評価基準】
５　十分に取り組みができた　　　（達成率120％以上）
４　かなり取り組みができた　　　（達成率105％以上～120％未満）
３　取り組みができた　　　　　　（達成率95％以上～105％未満）
２　あまり取り組みができなかった（達成率80％以上～95％未満）
１　取り組みができなかった　　　（達成率８０％未満）



第二次　伊賀市子ども読書活動推進計画25年度実績　12P

◎方策 ■具体的方策 ●基本的な方針 担当課 事業内容 2５年度事業予定 2５年度実施内容 指標 25年度
目標値

25年度
実績値

自課評価
（１～
５）

１・２評価
の

理由を記載

29年度
までの

[累計]又
は29年
度目標値

委員か
らの意
見等

担当課
からの
今後の
対応

備考

上野図書館
上野点字図書館との情報交換に
努めます。

上野点字図書館の利用方法など
情報提供します。

上野点字図書館の利用方法など
情報提供しました。

達成
率

100 100 3 100

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。

上野点字図書館の利用方法など
情報提供を行います。

上野点字図書館の利用方法など
情報提供を行いました。

達成
率

100 100 3 100

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。

上野点字図書館の利用方法など
情報提供を行います。

上野点字図書館の利用方法など
情報提供を行いました。

達成
率

100 100 3 100

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。

上野点字図書館の利用方法など
情報提供を行います。

上野点字図書館の利用方法など
情報提供を行いました。

達成
率

100 100 3 100

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。

上野点字図書館の利用方法など
についての情報提供を行いま
す。

上野点字図書館の利用方法など
についての情報提供を行いまし
た。

達成
率

100 100 3 100

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。

上野点字図書館の利用方法など
の情報提供を行います。

上野点字図書館の利用案内を掲
示し、情報提供を行いました。

達成
率

100 100 3 100

上野図書館
子どもに読書の楽しさを伝える
読み聞かせなど読書に親しむ機
会の提供を積極的に行います。

ストーリーテリング講習会を実
施し、ストーリーテリングを広
めるとともにボランティアの養
成をします。

ストーリーテリングを広めるた
め、実演会や講習会を実施しま
した。

達成
率

100 100 3 100

いがまち公民館
図書室

読み聞かせ会など読書に親しむ
機会を提供します。

読み聞かせボランティア「お話
の国アリス」「ぶらんこ」子育
て支援センターの「ミニサロン
ひまわり」と連携し、読み聞か
せ会を開催することにより、読
書に親しむ機会を提供します。

読み聞かせボランティア「お話
の国アリス」「ぶらんこ」子育
て支援センターの「ミニサロン
ひまわり」と連携し、読み聞か
せ会を32回開催し、読書に親し
む機会を提供しました。

回数 33 32 3 [160]

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。

詠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・
共催をします。

詠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・
共催をしました。

回数 1 2 3 ［ 5 ］

阿山公民館図書
室

読書活動に関する研修や講演会
を開催します。

読み聞かせや読書活動に関する
研修や講演会の開催・後援・共
催をします。

読み聞かせや読書活動に関する
研修や講演会の開催・後援・共
催をしました。

回数 2 2 3 [ 10 ]

大山田公民館図
書室

読み聞かせ会など読書に親しむ
機会の提供を行います。

大山田公民館で行う読み聞かせ
会「おはなしたいむ」「おはな
しくらぶ」「あかちゃんたい
む」を開催し、小さな子どもか
ら大人まで読書に親しむ機会を
提供します。

読み聞かせ会を開催し、読書に
親しむ機会を提供しました。
・おはなしたいむ12回
・おはなしくらぶ3回
・あかちゃんたいむ　３回

回数 15 18 4 [ 75 ]

青山公民館図書
室

おはなし会の開催をします。

小さな子どもから大人まで絵本
にふれる機会を提供するため、
積極的に「おはなし会」を開催
します。

様々な年齢に応じた「おはなし
会」や講座を開催しました。

回数 17 33 5 [118]

◎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
換に努めます。

●読書環境の整備

◎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
を積極的に行います。

●読書機会の提供

 【評価基準】
５　十分に取り組みができた　　　（達成率120％以上）
４　かなり取り組みができた　　　（達成率105％以上～120％未満）
３　取り組みができた　　　　　　（達成率95％以上～105％未満）
２　あまり取り組みができなかった（達成率80％以上～95％未満）
１　取り組みができなかった　　　（達成率８０％未満）



第二次　伊賀市子ども読書活動推進計画25年度実績　13P

◎方策 ■具体的方策 ●基本的な方針 担当課 事業内容 2５年度事業予定 2５年度実施内容 指標 25年度
目標値

25年度
実績値

自課評価
（１～
５）

１・２評価
の

理由を記載

29年度
までの

[累計]又
は29年
度目標値

委員か
らの意
見等

担当課
からの
今後の
対応

備考

上野図書館
読書活動の気運を盛り上げる行
事等を行います。

読書感想文コンクールを実施
し、読書活動の啓発をします。

伊賀市第9回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
数

350 303 3 360

いがまち公民館
図書室

読み聞かせボランティアと連携
し、季節にふさわしいお話会を
開催します。

季節にふさわしいお話会を行
い、あわせて「子ども読書の
日」、「文字・活字文化の
日」、「読書週間」などの事業
を周知します。

読み聞かせボランティアとの連
携により、毎回季節にふさわし
いお話会を行い、あわせて「子
ども読書の日」、「文字・活字
文化の日」、「読書週間」など
の事業を周知しました。

回数 8 24 5 [ 10 ]

島ヶ原公民館図
書室

読書に親しみ又楽しめるよう、
場所と機会づくりに務め、読み
聞かせ教室等の情報提供と啓発
を行います。

絵本の読み聞かせ教室等を市民
に周知すると共に各施設で開催
し、読書に親しむ気運を高めま
す。又、読み聞かせを中心とし
た行事を行います。

定期的な読み聞かせ教室を開催
と各区のクラブ、島ヶ原会館等
で読み聞かせ教室を中心とした
行事を行いました。

回数 2 3 3 [ 10 ]

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。

周知のためのチラシを作成し、
該当する時期に合わせて、図書
室に掲示します。

周知のためのチラシを作成し、
該当する時期に合わせて、図書
室に掲示しました。

回数 2 2 3 [ 10 ]

大山田公民館図
書室

読書に親しむ機会の催し物につ
いての情報提供をします。

ポスター、リーフレットの掲示
及び公民館図書室で行う催し物
の機会を通じて情報の提供を行
い、読書活動の推進をします。

ポスター、リーフレットの掲示
や、読み聞かせ会などの機会に
情報提供をして、読書活動の推
進をしました。12回

回数 8 12 5 40

青山公民館図書
室

季節にふさわしいおはなし会を
開催します。

季節にふさわしいおはなし会を
行うことで、事業の周知と読書
に親しむ機会を提供します。ま
た、季節に応じたコーナーを設
置することで読書への関心を高
めます。

読書週間にあわせたコーナーの
設置や季節にあった絵本や紙芝
居の開催を行いました。
また事業周知に努めました。
・おはなし会　22回
・コーナー　9回
・おはなし広場　11回

回数 26 42 5 [172]

上野図書館
図書館の資料の有効活用を図り
ます。

寄贈の受け入れや廃棄図書を市
民へ提供するなど資料の有効活
用をします。

外国語児童図書の寄贈を受け入
れました。また、廃棄図書等を
市民へ提供し、資料の有効活用
をしました。

達成
率

100 100 3 100

いがまち公民館
図書室

図書資料を有効活用します。
廃棄図書を市民に提供し、有効
活用に努めます。

廃棄図書を市民に提供し、寄贈
本の受け入れを行い有効活用に
努めました。

回数 1 5 5 ［25］

島ヶ原公民館図
書室

家庭・地域の図書資料を有効活
用します。

絵本・児童書などの寄贈しても
らうためのサイン掲示を実施し
ます。

絵本、児童書など寄贈してもら
うようサイン提示に努めまし
た。

回数 1 1 3 ［ 5 ］

阿山公民館図書
室

図書資料を有効活用します。 廃棄図書を市民に提供します。
廃棄図書を市民に提供しまし
た。

回数 1 1 3 ［ 5 ］

大山田公民館図
書室

家庭や地域からの図書資料の有
効活用をしていきます。

家庭や地域からの寄贈本の受入
れを行ない図書の有効活用をし
ていきます。

寄贈本の受入や廃棄本の有効活
用に努めました。(1月末)
・寄贈本　一般図書123冊、児
童本15冊　・廃棄本　他施設に
34冊。

冊数 250
240

(3月末
定)

3 [1,250]

青山公民館図書
室

図書資料の有効活用に努めま
す。

廃棄図書を市民に提供し、有効
活用に努めます。

廃棄図書を市民にリサイクル本
として提供し、有効活用しまし
た。

回数 1 1 3 [ 6 ]

◎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
る行事等を行います。

●読書機会の提供

●読書機会の提供
◎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
する心を育みます。

 【評価基準】
５　十分に取り組みができた　　　（達成率120％以上）
４　かなり取り組みができた　　　（達成率105％以上～120％未満）
３　取り組みができた　　　　　　（達成率95％以上～105％未満）
２　あまり取り組みができなかった（達成率80％以上～95％未満）
１　取り組みができなかった　　　（達成率８０％未満）



第二次　伊賀市子ども読書活動推進計画25年度実績　14P

◎方策 ■具体的方策 ●基本的な方針 担当課 事業内容 2５年度事業予定 2５年度実施内容 指標 25年度
目標値

25年度
実績値

自課評価
（１～
５）

１・２評価
の

理由を記載

29年度
までの

[累計]又
は29年
度目標値

委員か
らの意
見等

担当課
からの
今後の
対応

備考

上野図書館
子どもや保護者に読書活動の楽
しさや大切さを定期的に情報発
信します。

いろいろな媒体を通して新刊・
行事・読み聞かせ会などの情報
発信をします。

広報いが市の1ページを図書館・
図書室だよりとしてまとめ、公
民館図書室の事業等も一緒に情
報発信しました。

回数 55
52

（予定）
3 60

広報・
HP・文
字放送

いがまち公民館
図書室

ホームページや図書館だよりで
情報の提供を行います。

広報いが市の「図書館だより」
に掲載する他、公民館の「図書
室だより」や子育て支援セン
ターが行なう事業時にも図書の
情報を提供します。

広報いが市の「図書館だより」
に掲載する他、公民館の「図書
室だより」や10月まで子育て支
援センターが行なう事業時にも
図書の情報を提供しました。

回数 36 36 3 [127]

島ヶ原公民館図
書室

ホームページや図書館だよりで
情報の提供を行います。

市のホームページや図書館だよ
りで情報提供を行います。

市のホームページや図書館だよ
りや子育て支援センターでの行
事等に図書の情報提供を行いま
した。

回数 24 23 3 [120]

阿山公民館図書
室

ホームページや図書館だよりで
情報の提供を行います。

市のホームページや広報誌によ
り情報提供を行います。

市のホームページや広報誌によ
り情報提供を行いました。

回数 16 16 3 [ 80 ]

大山田公民館図書
室

ホームページや図書館だよりで情報
の提供を行います。

市のホームページや図書館だよりま
た、大山田公民館の図書室だより
「ひだまりらいぶらりぃ」「おはな
したいむ日記」で情報提供を行いま
す。また、防災行政無線・ケーブル
テレビを利用をして読書活動を推進
していきます。

市のホームページや市・公民館図書
室からの図書だより等で情報提供を
しました。
・「ひだまりらいぶらりぃ」6回発
行・「おはなしたいむ日記」12回発
行・市のホームページ、市広報（図
書館だより）12回・行政無線、ケー
ブルテレビの放送3回

回数 30 33 4 [150]

青山公民館図書
室

様々な方法で情報提供を行い、
読書の楽しさを伝えていきま
す。

市のホームページや広報いが市
への掲載や青山公民館図書だよ
り「ぶっくらんど」の発行、防
災行政放送やケーブルテレビな
どを利用して読書に関する催し
や読書活動の大切さなどを伝え
ていきます。

読書の楽しさを伝えるために、
様々な方法で情報の提供を行い
ました。
・広報いが市　18回
・市ホームページ、防災用行政
無線放送　35回

回数 50 53 4 [425]

上野図書館
読み聞かせボランティアグルー
プ活動を支援し、情報交換会な
ど連携を強化します。

読み聞かせボランティアグルー
プの研修会や情報交換会を実施
します。

読み聞かせボランティアグルー
プの研修会や情報交換会を実施
しました。

回数 4 3 3 5

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。

読み聞かせボランティア等へ研
修会等を行います。

読み聞かせボランティアに研修
会の案内をしました。
2/5伊賀市おはなしボランティ
ア交流＆研修を実施しました。
県主催の研修等に参加しまし
た。

回数 2 8 5 [ 5 ]

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。

定期的な打ち合わせや読み聞か
せボランティアグループへの入
会案内の掲示等をします。

ボランティアグループと提携
し、伊賀市全体の読み聞かせグ
ループの交流会の提示と定例会
が開催できる場所を提供しまし
た。

回数 12 12 3 [ 60 ]

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。

読み聞かせボランティアに研修
会の案内を行うと共に実践の機
会を提供します。

読み聞かせボランティアに研修
会の案内を行うと共に実践の機
会を提供しました。

回数 4 4 3 [ 20 ]

大山田公民館図書
室

おはなしボランティアとの連携と支
援を行います。

読み聞かせボランティアグループ
「きらきら」の研修会や伊賀市全体
でのおはなしボランティアグループ
の交流会を開催し、読み聞かせの技
術の向上を図るとともにグループ間
同士の情報交換の機会を提供しま
す。

市内や市外の読み聞かせボランティ
アグループとの研修会や情報交換会
に参加しました。
・交流会、研修会 8回
・ボランティアグループ「きらき
ら」の会議・研修会 30回

回数 13 38 3 [ 65 ]

青山公民館図書
室

おはなしボランティアとの連携
と支援を行います。

ボランティアと連携したおはなし会
を開催することで、ボランティアの
活動の場を提供します。また、新た
にボランティアを始めたい方の発掘
を行う講座を開講し、ボランティア
の活動が継続していけるよう取り組
みます。

ボランティアと連携したおはな
し会を開催しました。
また、新たなボランティアの発
掘と育成のための講座の開催に
より新しいグループを作ること
ができました。

回数 5 11 5 [ 36 ]

◎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伝えていき
ます。

●読書活動の啓発

◎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、連携を強化します。

●読書活動の啓発

 【評価基準】
５　十分に取り組みができた　　　（達成率120％以上）
４　かなり取り組みができた　　　（達成率105％以上～120％未満）
３　取り組みができた　　　　　　（達成率95％以上～105％未満）
２　あまり取り組みができなかった（達成率80％以上～95％未満）
１　取り組みができなかった　　　（達成率８０％未満）



第二次　伊賀市子ども読書活動推進計画25年度実績　15P

◎方策 ■具体的方策 ●基本的な方針 担当課 事業内容 2５年度事業予定 2５年度実施内容 指標 25年度
目標値

25年度
実績値

自課評価
（１～
５）

１・２評価
の

理由を記載

29年度
までの

[累計]又
は29年
度目標値

委員か
らの意
見等

担当課
からの
今後の
対応

備考

上野図書館

読書感想文コンクールなど、優
れた読書活動について広報する
ことで、市民の関心と理解を高
めるよう努めます。

読書感想文コンクール表彰式や
優秀作品の文集作成で読書活動
をPRします。

読書感想文コンクールの優秀作
品を展示コーナーで展示しまし
た。また、文集を作成して読書
活動をPRしました。

回数 1 1 3 1

いがまち公民館
図書室

読書活動について市民の関心と
理解を高めます。

公民館図書室、読み聞かせボラ
ンティアグループの取組を広報
します。

公民館図書室、読み聞かせボラ
ンティアグループの取組を広報
しました。
「ぶらんこ」の読み聞かせ案内
チラシをホームページに掲載し
ました。

回数 2 23 5 [115]

島ヶ原公民館図
書室

読書活動について市民の関心と
理解を高めます。

公民館図書室、読み聞かせボラ
ンティアグループの取組を広報
します。

公民館教室の案内、図書便りの
「ねぇ よんで」の活動、うきう
きカーニバルでの活動を広報し
ました。

回数 2 3 3 [ 10 ]

阿山公民館図書
室

読書活動について市民の関心と
理解を高めます。

公民館図書室、読み聞かせボラ
ンティアグループの取組を広報
します。

公民館図書室、読み聞かせボラ
ンティアグループの取組を広報
しました。

回数 2 2 3 [ 10 ]

大山田公民館図書
室

「図書室だより」などで活動を紹介
し、市民の関心と理解を高めます。

大山田公民館図書室だより「ひだま
りらいぶらりぃ」に紹介します。

図書だよりで読み聞かせボラン
ティアの活動や、図書に関わる
ことを掲載し、読書への関心を
高めるための取組みをしまし
た。
・「ひだまりらいぶらりぃ」6回
発行

回数 6 6 3 [ 30 ]

青山公民館図書
室

活動の紹介に努めます。

青山公民館だより「ぶっくらん
ど」に活動を紹介することで、
市民への関心と理解を深めま
す。

図書室だより「ぶっくらんど」
や室内掲示板に感想文コンクー
ルなどの取り組みを掲載し、興
味を持ってもらい参加を呼びか
けました。

回数 15 15 3 [ 90 ]

上野図書館

職場体験や社会見学などを積極
的に受け入れて、小学生・中学
生・高校生の読書に対する興味
や関心を高めます。

職場体験や社会見学などを積極
的に受け入れて、小学生・中学
生・高校生に読書に対して興味
や関心を持ってもらいます。

職場体験や社会見学などを積極
的に受け入れました。特集コー
ナーでは課題図書や話題作を紹
介し、小学生・中学生・高校生
に読書に対して興味や関心を
持ってもらいました。

達成
率

100 95 3 100

申し込
み数に
対する
受入

いがまち公民館
図書室

小学生等の社会見学や中学生の
職場体験の受け入れをします。

小学生等の社会見学や中学生の
職場体験の受け入れをします。

5/14～5/16日霊峰中学校生1
名の職場体験学習を受け入れま
した。

達成
率

100 100 3 100

島ヶ原公民館図
書室

図書館に対する理解を深めま
す。

児童の図書室見学や体験学習等
受け入れをします。

児童の図書室見学や体験学習等
受け入れに努めました。

達成
度

20 30 3 100

阿山公民館図書
室

図書館に対する理解を深めま
す。

児童の図書室見学や体験学習等
受け入れをします。

児童の図書室見学や体験学習等
受け入れをしました。

達成
率

100 100 3 100

大山田公民館図書
室

本の紹介や職場体験学習の受入れを
行います。

広報いが市の「図書館だより」大山
田公民館図書室だより「ひだまりら
いぶらりぃ」で紹介します。また、
小・中学校からの職場体験学習の要
望があれば受け入れをしていきま
す。

児童の職場体験の受け入れを行
い、読書への関心や将来の職業
意識を高めるための支援を行い
ました。
・職場体験 小学５年生１人 2日
間受入

達成率 100 100 3 100

青山公民館図書
室

小学校･中学校との連携を行い、
職場体験の受け入れの推進に努
めます。

職場体験の受け入れを通じて、
児童・生徒が主体的に読書に関
心を持てるよう支援を行いま
す。

中学生・高校生の職場体験の受
け入れを行い、生徒が読書に関
心を持てるよう支援を行いまし
た。また、小学生への職場説明
を行いました。

達成
率

100 100 3 100

◎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ます。

●読書活動の啓発

◎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ます。

●読書活動の啓発

 【評価基準】
５　十分に取り組みができた　　　（達成率120％以上）
４　かなり取り組みができた　　　（達成率105％以上～120％未満）
３　取り組みができた　　　　　　（達成率95％以上～105％未満）
２　あまり取り組みができなかった（達成率80％以上～95％未満）
１　取り組みができなかった　　　（達成率８０％未満）
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◎方策 ■具体的方策 ●基本的な方針 担当課 事業内容 2５年度事業予定 2５年度実施内容 指標 25年度
目標値

25年度
実績値

自課評価
（１～
５）

１・２評価
の

理由を記載

29年度
までの

[累計]又
は29年
度目標値

委員か
らの意
見等

担当課
からの
今後の
対応

備考

上野図書館
小・中・高校生の読書活動支援
としてブックトークの実施など
検討します。

夏休み課題図書の案内や特設
コーナーの設置で読書活動を支
援します。

夏休み課題図書の案内や特設
コーナーの設置で読書活動を支
援しました。また、伊賀や三重
県が舞台の作品や三重県ゆかり
の作家と作品のリストをつくり
読書活動支援をしました。

達成
率

100 100 3 100

いがまち公民館
図書室

夏休みの課題図書を購入し、啓
発します。

夏休みの課題図書のリクエスト
を聞き、要望に応じ図書資料を
充実させ、情報提供を行いま
す。

夏休み課題図書の案内や特設
コーナーの設置を行い、図書資
料を充実し、情報提供を行い読
書活動を支援しました。

達成
率

100 100 3 100

島ヶ原公民館図
書室

小学校･中学校との連携を行い読
書活動の推進に努めます。

児童・生徒が主体的に読書に関
心を持てるよう支援を行いま
す。

児童・生徒が主体的に読書に関
心を持てるよう小学校だより、
中学校だより等で協力しまし
た。

達成
率

100 100 3 100

阿山公民館図書
室

読書活動の意義や大切さについ
ての啓発を図ります。

図書館における職場体験活動の
支援を行います。

図書館における職場体験活動の
支援を行いました。（中学生4名
受入）

達成
率

100 100 3 100

大山田公民館図書
室

読書活動の支援を行います。

小学校と連携して、始業前や休み時
間に読み聞かせボランティアによる
「朝読」や「きらきらたいむ」を行
います。

読み聞かせボランティアグループに
よる小学校での読書推進活動を通し
て、読書の楽しさを伝えました。
・朝読　小学生1年～6年生　36回
・きらきらたいむ　小学生1年～6年
生　10回

達成率 100 100 3 100

青山公民館図書
室

小学校･中学校との連携を行い読
書活動の推進に努めます。

小学校図書室でのおはなし会や
地域めぐり中学校職場体験の受
け入れを通じて、児童・生徒が
主体的に読書に関心を持てるよ
う支援を行います。

小学校図書室でのおはなし会を
行いました。
また、小学校・中学校の地域め
ぐりや職場体験を通して読書へ
の関心を深めることができまし
た。

達成
率

100 100 3 100

◎小学生・中学生・
高校生向け読書活動
の充実

■　地域や学校が連携を図り、
小学生・中学生・高校生が主体
的に取り組む読書活動の支援を
行います。

●読書活動の啓発

 【評価基準】
５　十分に取り組みができた　　　（達成率120％以上）
４　かなり取り組みができた　　　（達成率105％以上～120％未満）
３　取り組みができた　　　　　　（達成率95％以上～105％未満）
２　あまり取り組みができなかった（達成率80％以上～95％未満）
１　取り組みができなかった　　　（達成率８０％未満）
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活動単位：（２）地域　②隣保館、児童館等

◎方策 ■具体的方策 ●基本的な方針 担当課 事業内容 2５年度事業予定 2５年度実施内容 指標
25年

度
目標値

25年度
実績値

自課評価
（１～
５）

１・２評価
の

理由を記載

29年度
までの

[累計]又
は29年
度目標値

委員か
らの意
見等

担当課
からの
今後の
対応

備考

【寺田市民館】
図書コーナーの整備に努めま
す。

隣保館・教育集会所の図書コー
ナーを整備し、わかりやすく手
に取りやすい図書の配置を工夫
します。

利用しづらい図書コーナーに
あった書架を「いきいきサロ
ン」に移設し利便性を高めまし
た。
地区学習会等に参加する小学生
の利用がありました。

子ど
もの
図書
利用
件数

12 12 3 [ 60 ]

【ライトピアおおやまだ】
蔵書の充実を図ります。また、
大山田公民館との連携により、
図書貸し出し冊数の増加を促し
ます。

大山田公民館と連携し、蔵書リ
ストを共有することにより、相
互間での貸し出しを実施しま
す。新刊図書は、「ライトピア
だより」にて住民に紹介し、貸
し出し数の増加を図ります。

大山田公民館と蔵書リストの共
有を図り相互に連携した貸し出
しを実施しました。新刊書の案
内を「ライトピアだより」に掲
載し、貸し出し件数の増加を図
りました。

冊数 120 150 5 [600]

【老川児童館・青山文化セン
ター】
読書する場所を提供するととも
に、図書の貸し出しを充実しま
す。

図書の各コーナーを整理し、手
に取り、興味を持って読めるよ
うにして、貸し出しの冊数を増
やします。

図書の各コーナーを整理したこ
とで、児童書や人権問題に関す
る図書の貸し出しが増えまし
た。

冊数 50 50 3 [250]

◎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
かけます。

●読書環境の整備 同和課

【老川児童館・青山文化セン
ター】
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。

「やまびこ活動」で来館した児
童への、絵本の読み聞かせ及び
講演をします。

「やまびこ活動」において、絵
本の読み聞かせをしたり、ブッ
クドクターを講師に招き講演会
を開催しました。

回数 2 2 3 [ 10 ]

【寺田市民館】
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、読書に関係する催しや情報
を提供します。

「読書週間」などの機会に子ど
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
などを活用して啓発し、市内で
行う行事を紹介し、家庭におけ
る読書活動を勧めます。

地区学習会に参加する小中学生
に、家でする読書活動の重要性
について啓発しました。また、
チラシ・広報紙を閲覧できるよ
う館内に配置しました。

回数 3 3 3  [ 15 ]

【寺田市民館】
子どもたちが読書に興味を持つ
ような取り組みを行います。

寺田文化祭において絵本の読み
聞かせを実施します。

寺田文化祭において、絵本の読
み聞かせを実施しました。
絵本「パンダのピンピン」
お話「しちどぎつね」
琴ｄｅ歌いまショー（全25曲）

回数 1 1 3 [ 5 ] 

【まえがわ児童館・いがまち人
権センター】
月２回保育園児、保護者を対象
に絵本の広場を開催します。

第２、第４木曜日に開催し、絵
本の読み聞かせを通して本に親
しむとともに、感性が豊かにな
るようにします。

絵本の読み聞かせを通して本に
親しむとともに、子育ちを保証
し、感性が豊かになることを目
的に実施しました。（5月からの
実施のため）

回数 24 22 3 [120]

【老川児童館・青山文化セン
ター】
絵本･図書の充実をし、広く住民
に広報します。

センターだよりや、通信で新刊
のお知らせをします。

新刊書のお知らせを「センター
だより」に掲載し、広く住民に
対し図書室の利用促進を図りま
した。

回数 1 1 3 ［ 5 ］

同和課●読書環境の整備
■　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します。

◎図書室等の充実

◎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
ります。

●読書環境の啓発 同和課

 【評価基準】
５　十分に取り組みができた　　　（達成率120％以上）
４　かなり取り組みができた　　　（達成率105％以上～120％未満）
３　取り組みができた　　　　　　（達成率95％以上～105％未満）
２　あまり取り組みができなかった（達成率80％以上～95％未満）
１　取り組みができなかった　　　（達成率８０％未満）
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活動単位：（３）学校等　①幼稚園、保育所（園）

◎方策 ■具体的方策 ●基本的な方針 担当課 事業内容 2５年度事業予定 2５年度実施内容 指標
25年

度
目標値

25年度
実績値

自課評価
（１～
５）

１・２評価
の

理由を記載

29年度
までの

[累計]又
は29年
度目標値

委員か
らの意
見等

担当課
からの
今後の
対応

備考

こども家庭課

子どものさまざまな興味や関心
に応じ、読書スペースや絵本
コーナーを整備し図書資料の充
実を図ります。

子どものさまざまな興味や関心
を把握し、子どもの図書資料の
充実を図ります。また、図書館
の絵本貸出しを利用します。

子どもの興味や関心を把握し、
子どもの図書絵本の充実を図り
ました。また、図書館の絵本貸
出しを積極的に利用しました。

箇所
数

35 35 3 35

統廃合によ
り所（園）
数が減少す
ることによ
り目標数値
が変動する
ことがあり
ます

学校教育課 図書環境や資料を充実します。

子どものさまざまな興味や関心
を把握し、保護者の要望も聞き
ながら、図書環境を整備し、図
書資料を充実します。

子どもや保護者の要望も聞きな
がら、図書資料の充実を図りま
した。

箇所
数

1 1 3 1

こども家庭課
保育士の資質の向上を図るた
め、子どもの読書活動に関する
研修会等に参加します。

引き続き保育士の資質の向上を
図るため、子どもの読書活動に
関する研修会等に参加します。

保育士の資質の向上を図るた
め、講習会や研修会に積極的に
参加できるよう環境を整えまし
た。

箇所
数

35 35 3 35

統廃合によ
り所（園）
数が減少す
ることによ
り目標数値
が変動する
ことがあり
ます

学校教育課
研修会等の案内を周知し、参加
を促します。

研修会等に年間２回以上参加
し、園内において還流会を実施
します。

研修会等に年間２回以上参加
し、園内において還流会を実施
しました。

箇所
数

1 1 3 1

こども家庭課
読み聞かせについての研修会や
情報交換会を行います。

絵本や読み聞かせの研修会や情
報交換会を行います。

全保育所（園）合同での研修は
実施しませんでしたが、公立保
育所（園）でブックドクターし
んちゃんのワンポイントアドバ
イスを利用し、絵本の読み聞か
せの研修や情報の提供を受けま
した。
２１保育所（園）で計３８回実
施

回数 3 38 3 3

予算的なこ
とがあるの
で、私立は
全保育所で
実施できな
いが、公立
保育所
（園）につ
いては全保
育所（園）
で実施しま
した。

学校教育課
読み聞かせ等についての研修会
を開催します。

絵本の読み聞かせ等についての
毎月研修会をもち、スキルを高
めます。

絵本の読み聞かせ等についての
毎月研修会をもち、スキルを高
めました。

箇所
数

1 1 3 1

こども家庭課
外国語を母語とする子どもが利
用しやすい図書環境の整備に努
めます。

外国語を母語とする子どもが利
用しやすい図書環境の整備に努
めます。

外国籍の子どもたちが絵本に親
しみを持ったり興味を示すよう
に、必要に応じて絵本の翻訳を
しました。

箇所
数

35 35 3 35

統廃合によ
り所（園）
数が減少す
ることによ
り目標数値
が変動する
ことがあり
ます

学校教育課
外国語を母語とする子どもたち
が利用しやすい図書環境を整え
ます。

すべての子どもたちが同じ絵本
で楽しめるように、翻訳やＩＴ
機器などを工夫しながら、図書
資料の充実を図ります。

同じ絵本で楽しめるように、絵
本を拡大して工夫したり、外国
語図書を購入したりして、図書
の充実に努めました。

箇所
数

1 1 3 1

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。

子どもたちが利用しやすい図書
環境づくりに努めます。

自由あそびの時、気軽に絵本を
手にでき、絵本を見ることがで
きるようあそびのコーナーを工
夫しました。

箇所
数

35 35 3 35

統廃合によ
り所（園）
数が減少す
ることによ
り目標数値
が変動する
ことがあり
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。

本年度、該当園児は在籍しませ
んが、発達段階に応じて絵本や
布絵本などを活用し、図書環境
づくりに努めます。

発達段階に応じて、興味のある
図書の読み聞かせに努め、子ど
もや保護者が利用しやすいよう
に環境を整えました。

箇所
数

1 1 3 1

●読書環境の整備

■　子どものさまざまな興味や
関心に応え、子どもの成長を促
すため、読書スペースや絵本
コーナーを整備し、図書資料の
充実を図ります。

◎図書資料の充実

●読書環境の整備

■　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
きる環境を整えます。

◎研修会等の実施・
参加

●読書環境の整備
■　読み聞かせ等についての研
修会や情報交換会を行います。

◎研修会等の実施・
参加

●読書環境の整備

■　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ります。

◎外国語を母語とす
る子どもへの対応

●読書環境の整備
■　障がいのある子どもが利用
しやすい施設環境の改善に努め
ます。

◎障がいのある子ど
もへの対応

【評価基準】
５　十分に取り組みができた　　　（達成率120％以上）
４　かなり取り組みができた　　　（達成率105％以上～120％未満）
３　取り組みができた　　　　　　（達成率95％以上～105％未満）
２　あまり取り組みができなかった（達成率80％以上～95％未満）
１　取り組みができなかった　　　（達成率８０％未満）



第二次　伊賀市子ども読書活動推進計画25年度実績　19P

◎方策 ■具体的方策 ●基本的な方針 担当課 事業内容 2５年度事業予定 2５年度実施内容 指標
25年

度
目標値

25年度
実績値

自課評価
（１～
５）

１・２評価
の

理由を記載

29年度
までの

[累計]又
は29年
度目標値

委員か
らの意
見等

担当課
からの
今後の
対応

備考

こども家庭課

保護者からの相談に対応すると
ともに、保育の中で絵本等に興
味や関心が持てるように読み聞
かせの機会を多くします。

保護者から気軽に相談してもら
えるよう努めるとともに、保育
の中で絵本等に興味や関心が持
てるように読み聞かせの機会を
多くします。

保護者からの相談に対応すると
ともに、保育の中で絵本等に興
味や関心が持てるよう読み聞か
せの機会を多く持つようにしま
した。

箇所
数

35 35 3 35

統廃合によ
り所（園）
数が減少す
ることによ
り目標数値
が変動する
ことがあり
ます

学校教育課
読み聞かせなどの機会を多く取
り入れ、読書に対する興味を向
上させます。

すべての子どもたちが、絵本に
対して興味関心をもてるよう、
読み聞かせ等を工夫しながら実
施し、絵本に触れる機会を多く
取り入れます。

絵本に対して興味関心をもてる
よう、読み聞かせ等を工夫しな
がら実施し、絵本に触れる機会
を多く取り入れました。

箇所
数

1 1 3 1

こども家庭課

保育の中で絵本の読み聞かせや
パネルシアターなどを用い、子
どもが楽しみながら読書活動に
親しめるように取り組みます。

日常の保育において、絵本等に
触れる機会を持ち、読み聞かせ
の時間を確保します。

日常の保育において、絵本の読
み聞かせやパネルシアターなど
子どもが楽しみながら、想像力
を豊かにしていくよう取り組み
ました。

箇所
数

35 35 3 35

統廃合によ
り所（園）
数が減少す
ることによ
り目標数値
が変動する
ことがあり
ます

学校教育課
さまざまな題材や手法を用い
て、読み聞かせなどの読書活動
を行います。

保育活動の中で、効果的に読み
聞かせ等を実施し、絵本に触れ
る機会を多く取り入れます。

保育の時間などで、日常的に読
み聞かせ等を実施できました。

箇所
数

1 1 3 1

こども家庭課

絵本の紹介や家庭への貸し出し
を行うとともに、保護者からの
相談に対し、アドバイス等を行
います。

絵本の紹介や家庭への貸し出し
を行うとともに、保護者から家
庭での本の読み聞かせ等の相談
に対し、アドバイスを行いま
す。また、図書館の読み聞かせ
等の情報を提供します。

えほんだより等で絵本の紹介を
したり、保護者から家庭での読
み聞かせ等の相談に対し、アド
バイスを行いました。また、図
書館の読み聞かせ等の情報を提
供しました。

箇所
数

35 35 3 35

統廃合によ
り所（園）
数が減少す
ることによ
り目標数値
が変動する
ことがあり
ます

学校教育課
情報提供や広報啓発、アドバイ
ス等を行います。

園だよりや園行事などを通し
て、読み聞かせの意義や絵本の
貸出案内を行い、保護者からの
相談に対し、アドバイスを行い
ます。また、その日に読んだ絵
本などを示したり、子どもの反
応を伝えたりします。

園だより等で機会あることに、
読み聞かせの意義の周知や絵本
貸出案内をしたり、掲示板で絵
本紹介をしたりしました。ま
た、家庭で本に親しめるように
子どもの興味のある絵本や、季
節によって読むと楽しい絵本の
紹介などができました。

箇所
数

1 1 3 1

こども家庭課

読み聞かせボランティアと連携
し、読み聞かせ会等の開催や子
どもが絵本に対し興味をもてる
ような保育内容を実施します。

読み聞かせボランティアの方々
との連携を充実し、読み聞かせ
の機会を増やします。

読み聞かせボランティアの登録
をしてある方の一覧表を配布
し、読み聞かせの機会を増やす
ことができました。

箇所
数

35 35 3 35

統廃合によ
り所（園）
数が減少す
ることによ
り目標数値
が変動する
ことがあり
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。

保護者等の読み聞かせボラン
ティアとの連携活動を充実し、
自作の絵本をつくったり、ＩＴ
機器を活用したりして読み聞か
せやブックトーク等を学期に１
回実施します。

保護者による絵本の読み聞かせ
や手づくり大型紙芝居、ペープ
サートを学期に一度実施しまし
た。

箇所
数

1 1 3 1

●読書環境の整備

■　読書に関する相談業務の充
実を図るとともに、読書に対す
る興味を引き出すよう努めま
す。

◎障がいのある子ど
もへの対応

●読書活動の啓発

■　読書活動を充実させるた
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と
ともに、読書に興味をもつよ
う、読み聞かせなどの取組を行
います。

◎読み聞かせボラン
ティアグループとの
連携

●読書機会の提供

■　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め
る取組を行います。

◎読書活動の充実

●読書活動の啓発

■　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
の紹介や貸出し、情報交換、ア
ドバイス等を行います。

◎保護者との情報交
換等

【評価基準】
５　十分に取り組みができた　　　（達成率120％以上）
４　かなり取り組みができた　　　（達成率105％以上～120％未満）
３　取り組みができた　　　　　　（達成率95％以上～105％未満）
２　あまり取り組みができなかった（達成率80％以上～95％未満）
１　取り組みができなかった　　　（達成率８０％未満）



第二次　伊賀市子ども読書活動推進計画25年度実績　20P

活動単位：（３）学校等　②小学校・中学校

◎方策 ■具体的方策 ●基本的な方針 担当課 事業内容 2５年度事業予定 2５年度実施内容 指標
25年

度
目標値

25年度
実績値

自課評価
（１～
５）

１・２評価
の

理由を記載

29年度
までの

[累計]又
は29年
度目標値

委員か
らの意
見等

担当課
からの
今後の
対応

備考

◎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
備します。市教育委員会では、地方財政措
置「新学校図書館図書整備5か年計画」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ま
す。

●読書環境の整備 教育総務課
学校図書館図書標準の達成を目
指します。

学校図書館図書標準による不足
数を調査し不足比率で予算配分
し、図書整備に努めます。

学校図書館図書標準による不足
数を調査し、満たしていない学
校を重点的に図書整備に努めま
した。

箇所
数

20 15 1

図書標準数に
満たしていな
い学校を重点
的に図書整備
に努めたが、
経費不足等で
充足すること
ができなかっ
た。

35

◎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
力向上を目指します。

●読書環境の整備 学校教育課
研修会等の案内を周知し、参加
を促します。

研修会等に積極的に参加し、指
導力向上に努めます。

読書活動に関して、研修会等の
案内を全職員に周知し、参加し
ました。

箇所
数

30 31 3 35

◎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が
主体的に読書活動を行えるよう、本の紹介
や情報提供、アドバイス等を行うなどの読
書活動の指導を促進し、子どもが行きたい
学校図書館づくりのために、12学級未満の
学校へも司書教諭の配置を目指します。

●読書環境の整備 学校教育課 司書教諭の配置に努めます。

11学級以下の学校において、司
書教諭の配置に努めます。ま
た、司書教諭免許状を取得でき
る講習会への参加を促します。

11学級以下の学校において、司
書教諭の配置に努め、司書教諭
免許状を取得できる講習会への
参加を促しました。

箇所
数

20 21 3 27

◎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改善
に努めるとともに、外国語の図書資料の充
実を図ります。

●読書環境の整備 学校教育課
外国語を母語とする子どもたち
が利用しやすい図書環境を整え
ます。

外国語図書コーナーの図書資料
を充実します。

３５校中１５校が学校図書室等
に外国語図書のコーナーを設け
ました。

箇所
数

30 15 1

対象児童生徒
がいない学校
では、書籍が
ほとんどな
く、コーナー
が設けにくい
ため。

35

◎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
設環境の改善に努めます。

●読書環境の整備 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。

すべての子どもたちが利用しや
すい図書環境づくりに努めま
す。

３５校中３４校がすぐ読めるよ
うに利用しやすい読書コーナー
を設置、整備をしました。

箇所
数

35 34 3 35

◎障がいのある子ど
もへの対応

■　読書に関する相談業務の充実を図ると
ともに、読書に対する興味を引き出すよう
努めます。

●読書環境の整備 学校教育課
読み聞かせなど本と触れ合う機
会を多く取り入れ、読書に対す
る興味を向上させます。

発達段階に応じて、読み聞かせ
等を実施し、本に触れる機会を
多く取り入れます。

３５校中３４校が読書の時間を
確保し、読み聞かせや紙芝居を
行いました。

箇所
数

35 34 3 35

◎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ります。

●読書機会の提供
●読書活動の啓発

学校教育課 朝の読書活動を充実します。
朝の10分間読書を実施し、読書
の時間を充実します。

３５校中３４校が朝の10分間読
書を実施しました。

箇所
数

35 34 3 35

◎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
いての啓発を図ります。

●読書機会の提供
●読書活動の啓発

学校教育課
情報提供と広報啓発を行いま
す。

学校だよりや学級通信等で、子
どもたちの読書活動の様子等を
知らせるとともに、「いがっ子
家庭学習のすすめ」などを活用
し、家庭での読書習慣の大切さ
を働きかけます。

すべての学校において、学校だ
よりや学級通信等で、子どもた
ちの読書活動の様子等を知らせ
るとともに、「いがっ子家庭学
習のすすめ」などを活用し、家
庭での読書習慣の大切さを働き
かけました。

箇所
数

35 35 3 35

◎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
を促します。

●読書機会の提供
●読書活動の啓発

学校教育課
図書館における職場体験活動を
実施します。

中学校において、図書館での職
場体験活動を取り入れます。

５中学校において、図書館での
職場体験活動を実施しました。

箇所
数

10 5 1

校区に図書館
がなく、移動
手段が確保さ
れないため、
実施できな
い。

10

◎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ととも
に、子どもが読書に興味をもち、主体的に
読書活動が行えるよう取組みます。

●読書活動の啓発 学校教育課
読み聞かせボランティアグルー
プとの連携活動を推進します。

地域で活動する読み聞かせボラ
ンティアグループや、上野図書
館が紹介する読み聞かせボラン
ティアグループと連携し、読書
活動の充実を図ります。

小学校は２５校中２５校連携す
ることができたが、中学校は１
０校中１校しか連携することが
できませんでした。

箇所
数

25 26 3 35

【評価基準】
５　十分に取り組みができた　　　（達成率120％以上）
４　かなり取り組みができた　　　（達成率105％以上～120％未満）
３　取り組みができた　　　　　　（達成率95％以上～105％未満）
２　あまり取り組みができなかった（達成率80％以上～95％未満）
１　取り組みができなかった　　　（達成率８０％未満）



第二次　伊賀市子ども読書活動推進計画25年度実績　21P

活動単位：（３）学校等　③高等学校

◎方策 ■具体的方策 ●基本的な方針 担当課 事業内容 2５年度事業予定 2５年度実施内容 指標
25年

度
目標値

25年度
実績値

自課評価
（１～
５）

１・２評価
の

理由を記載

29年度
までの

[累計]又
は29年
度目標値

委員か
らの意
見等

担当課
からの
今後の
対応

備考

◎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
するよう働きかけます。

●読書環境の整備 生涯学習課
講演会や研修会等の案内を周知
し、参加するよう働きかけま
す。

講演会や研修会等の案内を周知
し、参加するよう働きかけま
す。

市教育委員会が実施する読書活
動推進のための講座を周知し、
参加するよう働きかけました。

回数 3 1 1

図書館等と
連携するな
ど周知方法
を工夫する
べきであっ
た。

[ 15 ]

◎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
いての啓発を図ります。

●読書活動の啓発 生涯学習課

 「子ども読書の日」、「文字・
活字文化の日」、「読書週
間」、「家庭の日」を周知し、
読書活動の意義や大切さについ
て啓発します。

広報いが市やウィークリー伊賀
市において周知し、読書活動の
意義や大切さを啓発します。

広報いが市やウィークリー伊賀
市において「子ども読書の
日」、「読書週間」を周知し、
読書活動の意義や大切さを啓発
しました。

回数 3 3 3 [ 15 ]

【評価基準】
５　十分に取り組みができた　　　（達成率120％以上）
４　かなり取り組みができた　　　（達成率105％以上～120％未満）
３　取り組みができた　　　　　　（達成率95％以上～105％未満）
２　あまり取り組みができなかった（達成率80％以上～95％未満）
１　取り組みができなかった　　　（達成率８０％未満）


