
第二次　伊賀市子ども読書活動推進計画２７年度計画　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 27年度事業予定 27年度実施内容 指標
27年度
目標値

27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事業の中で読
み聞かせなどを取り入れます。

読み聞かせボランティアによる絵本の読み聞
かせ会や事業の中で大型絵本の読み聞かせを
実施しました。

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。

読み聞かせ会をボランティアと連携して開催し、どの読
み聞かせ会に参加してもスタンプを押してもらえるスタ
ンプラリーを引き続きします。また、図書館のホーム
ページを活用して保護者に読書の大切さを伝えます。

読み聞かせ会をボランティアと連携して開催しま
した。
図書館職員とボランティアが行うおはなし会３２
回
ボランティアが開催する読み聞かせ１７回
どの読み聞かせ会に参加してもスタンプを押して
もらえるスタンプラリーを行いました。また、毎
月広報いが市の図書館だよりやホームページで絵
本や児童書の新刊案内をしました。

回数 45
49

（予定）
4 45

いがまち分館
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・子育て支援センターと連携
し、読み聞かせ会を開催します。
ボランティアグループが地域等に出向き読書活動の推進
をします。

・読み聞かせボランティア・子育て支援センター
と連携し、読み聞かせ会を３０回開催しました。
「お話の国アリス」9回 、「ぶらんこ」１０回、
「ミニサロンひまわり」１１回
・ボランティアグループが小学校等に出向き、読
書活動の推進をしました。
小学校の朝読、土曜事業「ぶらんこ」１２回、
「お話しの国アリス」1８回
保育園・子育て支援センター・地区に３回

回数 60
63

（予定）
4 70

島ヶ原分館
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。

ボランティアグループ「ネェよんで」による読み
聞かせ会を開催します。

ボランティアグループ「ネエよんで」による読み
聞かせを子育て支援センター、小学校、保育所、
図書室、老人福祉センターなどいろいろな場所で
開催しました。

回数 20
23

(予定)
4 15

阿山分館
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。
夏休み特別編を開催し、読み聞かせと併せて、紙
芝居やエプロンシアターを開催します。

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月２回、開催
しました。
夏休み特別編やクリスマスバージョンを開催
し、読み聞かせと併せて、紙芝居やエプロン
シアター、ブラックシアターを開催しまし
た。

回数 24
24

（予定）
3 24

　
おはなしボランティア「きらきら」や図書室職員
による読み聞かせ会を開催します。

一般市民対象(公民館で開催)
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。図書館職員、公民館職員
も参加しました。
・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12回

回数 27
27

（予定）
3 27

おはなしボランティアが小学校や子育て支援セン
ター等に出向き、読書活動を推進します。

ボランティアグループが小学校等に出向き、
読書活動の推進をしました。
・小学校の朝読36回・きらきらたいむ8回
・保育園3回・子育て支援センター3回

回数 48
50

（予定）
3 50

図書室で小さなお子さんと家族を対象に、読み聞かせ会
「おはなしなあに？」や、「楽しいおはなしがやってき
た」、保育園などでの読み聞かせ会を開催します。

【読み手】
・職員：1１回
・職員と中学、職員と高校職場体験生：２回
・職員とボランティア：７回

図書室で小さなお子さんと家族を対象に、読み聞
かせ会「おはなしなあに？」や、「楽しいおはな
しがやってきた」、保育園などでの読み聞かせ会
を開催しました。

【読み手】
・職員：14回
・職員と中学生：１回
・職員とボランティア：６回

回数 20
21

（予定）
4 20

小学校に出かけ、おはなし会を開催します。
【読み手】
・職員：18回
・職員と中学、職員と高校職場体験生：２回

小学校に出かけ、おはなし会を開催しまし
た。
【読み手】
・職員：１６回
・職員と中学、職員と高校職場体験生：２回

回数 20
18

（予定）
2

予定日が
台風や行
事に重
なったた
め実施で
きない日
がありま
した。

20

地域のおはなしボランティアや人形劇ボランティアグ
ループと連携して、保育園・幼稚園児、学童保育を対象
におはなし会などを開催します。
【対象】
・保育園：３回
・幼稚園：２回
・学童保育：２回
【読み手】
・職員とボランティア：７回

地域のおはなしボランティアグループ2組が、子育て支
援センター・学童保育を対象におはなし会をします。
【対象】
・子育て支援センター：２４回
・学童保育：１２回
【読み手】
・ボランティア：３６回

地域のおはなしボランティアや人形劇ボランティ
アグループと連携して、保育園・幼稚園児、学童
保育を対象におはなし会などを開催しました。
【対象】
・保育園：３回
・幼稚園：３回
・学童保育：２回
【読み手】
・職員とボランティア：６回
・職員：２回

地域のおはなしボランティアグループ2組が、子
育て支援センター・学童保育を対象におはなし会
をしました。
【対象】
・子育て支援センター：２４回
・学童保育：１２回
【読み手】
・職員とボランティア：６回
・ボランティア：３０回

回数 43
44

（予定）
3 43

●読書環境の整備

青山分館

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。

大山田分館

読み聞かせ会や読書に関する講座
などを開催します。

■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・分館図書室、
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

 



第二次　伊賀市子ども読書活動推進計画２７年度計画　2P

◎方策 ■具体的方策 ●基本的な方針 担当課 事業内容 27年度事業予定 27年度実施内容 指標
27年度
目標値

27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　プレイルームに絵本を設置
したり、貸し出しできるようにします。読み聞か
せの時間を取り、読書の機会を作ります。

子育て支援センター、子育て包括支援センターに
絵本を設置したり、貸し出しできるようにしまし
た。事業の中で読み聞かせの時間を設け親子で絵
本に親しむ時間を作りました。

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「こんにちは赤ちゃん訪問」時に
絵本を配布し、乳児期から絵本の読み聞かせがスキン
シップや親子でふれあいを深めることを説明し読み聞か
せの大切さを伝えます。同時に、絵本の選び方の冊子を
配布します。また、図書館、子育て包括支援センターと
連携し、読み聞かせの会などの情報を発信します。
なお、外国籍家庭には通訳が同行して伝えました。

保健師や助産師による「こんにちは赤ちゃん訪
問」時に絵本を配布し、乳児期から絵本の読み聞
かせがスキンシップや親子でふれあいを深めるこ
とを説明し読み聞かせの大切さを伝えました。同
時に、絵本の選び方の冊子を配布しました。ま
た、図書館、子育て包括支援センターと連携し、
読み聞かせの会などの情報を発信しました。
なお、外国籍家庭には通訳が同行して伝えまし
た。
対象：６５０人（見込）訪問数：６１１人（見
込）

乳児訪問率 95 94（見込） 3 95

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
設置するとともに、赤ちゃん検診や訪問時に配布
します。おひざでだっこのおはなし会では、乳幼
児から楽しめる布の絵本を活用します。

子育て支援センターへ「おはなしカレン
ダー」を設置するとともに、赤ちゃん検診な
どで配布しました。おひざでだっこのおはな
し会では、乳幼児から楽しめる布の絵本を活
用したり、手遊びなども行い読書のきっかけ
をつくりました。

回数 65
67

（予定）
4 65

いがまち分館
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。

「おはなしカレンダー」「図書室だより」を子育
て支援センターへ設置し、読み聞かせ会時や公民
館教室時に配布し情報の提供をします。
ボランティアサークル「ぶらんこ」による図書室
情報紙を管内保育園と小学校に配布し、情報の提
供をします。

・「おはなしカレンダー」「図書室だより」
を子育て支援センターへ設置　１２回
・読み聞かせ会時や公民館教室時に配布し情
報の提供　40回
管内５保育園と３小学校と２中学校に図書室
情報紙を配布し、情報の提供をしました。
12回

回数 50
64

（予定）
4 50

島ヶ原分館
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。

読み聞かせグループ「ネェよんで」と子育て支援
センター等と連携して、読み聞かせ会等の開催情
報を提供します。

読み聞かせボランティア「ネエよんで」及び
子育て支援センター等と連携して読み聞かせ
教室を開催すると共に様々な機会を通じて情
報の提供を行いました。

回数 20
23

(予定4)
4 15

阿山分館
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による読み聞か
せ会開催日程や「夏休み特別編」の情報をチラシ
等で配布し、読書機会の提供するとともに、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による読み
聞かせ会開催日程や「夏休み特別編」、「ク
リスマスバージョン」の情報をチラシ等で配
布し、読書機会の提供するとともに、読み聞
かせ会を開催しました。

回数 30
30

（予定）
3 30

大山田分館
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。

おはなしボランティア「きらきら」や図書室職員
による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
・あかちゃんたいむ12回
・保育園3回
・子育て支援センター3回

回数 28
30

（予定）
4 28

青山分館
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。

図書室読み聞かせ会「おはなしなあに？」などを
開催します。
【読み手】
・職員：９回
・職員と中学、職員と高校職場体験生：２回
・職員とボランティア：２回

保育園児・幼稚園児を対象とした事業を開催しま
す。
『楽しいおはなしがやってくる』
【読み手】
・職員：２回
・ボランティア：２回
『人形劇がやってくる』
【読み手】
・ボランティア：２回
『お話＆歌』
【読み手】
・職員とボランティア：１回

子育て支援センターと学童保育に出向いて読み聞
かせ会を開催します。
【読み手】
・職員：２回
・ボランティア：３６回

図書室読み聞かせ会「おはなしなあに？」な
どを開催しました。
【読み手】
・職員：１４回
・職員と中学生：１回
・職員とボランティア：３回

保育園児・幼稚園児を対象とした事業を開催
しました。
『楽しいおはなしがやってくる』
【読み手】
・職員とボランティア：１回
・ボランティア：２回
『人形劇がやってくる』
【読み手】
・ボランティア：２回
『お話＆歌』
【読み手】
・職員とボランティア：１回

子育て支援センターと学童保育に出向いて読
み聞かせ会を開催しました。
【読み手】
・職員：２回
・職員とボランティア：６回
・ボランティア：３０回

回数 58
62

（予定）
4 58

●読書環境の整備
●読書機会の提供

◎読書を始めるきっ
かけをつくる

■ 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。

 



第二次　伊賀市子ども読書活動推進計画２７年度計画　3P

◎方策 ■具体的方策 ●基本的な方針 担当課 事業内容 27年度事業予定 27年度実施内容 指標
27年度
目標値

27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
学習支援教室「ささゆり」で外国
語を母国とする子どもへの読書の
機会を提供します。

学習支援教室「ささゆり」で読書週間に読書の時
間を設けます。

学習支援教室「ささゆり」で読書の時間を設
けました。

回数 2 2 3 2

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。

家庭でも読書に親しんでもらえるよう、子育て支
援センター　プレイルームに設置した絵本は貸し
出しできます。また図書館での読み聞かせ会の情
報提供をします。

子育て（包括）支援センターに絵本を設置
し、貸し出しできるようにしました。毎月１
回発行の通信に絵本を紹介しました。図書館
の読み聞かせ事業のチラシを設置しました。

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。

長期休業前や学力向上三重県民運動生活習慣
チェックシートでファミリー読書dayの推進
を行ったりした際に、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を知らせた
り、読書活動の大切さを働きかけたりしまし
た。

１校あた
りのたよ
り発行回

数

3 3 3 6

生涯学習課 情報提供を行います。

子どもが家庭で読書の時間をもち、読書習慣をつけるた
めに、大人が子どもと一緒に読書をしたり図書館にでか
けたりすることの大切さを広報いが市や行政放送を活用
し啓発します。

広報いが市や行政放送で子どもが家庭におい
て読書の時間をもち、読書の習慣を身につけ
ることの大切さを周知し、今まで読書の習慣
がない子どもが本に触れる契機となるように
働きかけました。

回数 2 2 3 2

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。

「ナイトライブラリー・としょかん布バッグづく
り・小学生のためのおはなし会・ストーリーテリ
ングなど」のイベントの実施で、今まで図書館の
利用のなかった子どもに本や図書館に親しむきっ
かけづくりをします。また、としょかんだよりや
児童コーナーでおすすめの本の紹介をします。

今まで図書館の利用のなかった子どもに本や
図書館に親しむきっかけになるよう「ナイト
ライブラリー・としょかん布バッグづくり・
小学生のためのブックトーク・ストーリーテ
リング・お父さんのための読み聞かせ講座」
などを実施しました。
また、としょかんだよりや児童コーナーでお
すすめの本の紹介をしました。

回数 13
16

（予定）
4 12

いがまち分館 図書館利用の啓発を行います。

「図書室だより」等で情報の提供をするととも
に、防災用行政無線放送を利用して、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。

図書の情報提供をしました。
 ・「広報いが市」12回掲載
 ・「いがまち図書室たより」12回発行
 ・「おはなしカレンダー」１２回発行
 ・防災行政無線20回放送

回数 40
56

（予定）
4 40

島ヶ原分館 図書館利用の啓発を行います。
広報いが市「図書だより」等に読み聞かせ会の情
報を提供すると共に、図書だよりでの利用を実施
します。

広報いが市の「図書館だより」等に読み聞か
せの会の情報提供をすると共に、図書館のＨ
Ｐや地域の回覧、防災無線等で利用を呼びか
けました。

回数 17
20

（予定）
4 20

阿山分館 図書館利用の啓発を行います。
「広報いが市」及び「図書室だより」等により、
情報発信を行ないます。

「広報いが市」及び「図書室だより」等によ
り、情報発信を行ないました。

回数 17
18

（予定）
3 17

大山田分館
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。

広報いが市や図書室だよりを通じて情報提供を行
います。

図書の情報提供をしました。
 ・「広報いが市」12回掲載
 ・「おはなしたいむ日記」12回発行
 ・「ひだまりらいぶらりぃ」6回発行
 ・防災行政無線12回放送
・「ぬいぐるみおとまり会」1回
・「おはなし隊」1回

回数 42
44

（予定）
3 42

青山分館

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」に、おはなし会の
開催のお知らせや、読書、読み聞かせの重要性に
ついての啓発内容を掲載するとともに、図書室の
利用案内を掲載して発行し、子どもの読書習慣へ
の働きかけをします。１２回
・「広報いが市」に図書室での催し物の案内を掲
載し、参加の呼びかけをします。２５回
・おはなし会開催の案内とともに、読み聞かせの
重要性について、防災用行政無線での放送や市の
ホームページで掲載します。５９回
・「おすすめの本のコーナー」など特集コーナー
を設置します。９回
・青山公民館広報「あおやまつうしん」を発行
し、催し物への参加を促し、家庭での読書週間の
へのきっかけ作りを行います。３回

・図書だより「ぶっくらんど」に、おはなし
会の開催のお知らせや、読書、読み聞かせの
重要性についての啓発内容を掲載するととも
に、図書室の利用案内を掲載して発行し、子
どもの読書習慣への働きかけをしました。
１２回
・「広報いが市」に図書室での催し物の案内
を掲載し、参加の呼びかけをしました。
２２回
・おはなし会開催の案内とともに、読み聞か
せの重要性について、防災用行政無線での放
送や市のホームページで掲載しました。
６０回
・「おすすめの本のコーナー」など特集コー
ナーを設置しました。１１回
・青山公民館広報「あおやまつうしん」を発
行し、催し物への参加を促し、家庭での読書
週間のへのきっかけ作りを行いました。２回

回数 108
107

（予定）
3 110

●読書環境の整備
●読書機会の提供

◎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

 



第二次　伊賀市子ども読書活動推進計画２７年度計画　4P

◎方策 ■具体的方策 ●基本的な方針 担当課 事業内容 27年度事業予定 27年度実施内容 指標
27年度
目標値

27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。

多言語情報紙などを通じて広報啓発活動に努めま
す。

多言語情報紙を通して情報提供を行いまし
た。（子どもの読書について、読み聞かせ
会）

回数 2 2 3 2

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。

図書館の情報誌を設置したり、読み聞かせ事業を
子育て情報誌に掲載します。

図書館の情報誌を設置したり、毎月１回発行の通
信に絵本の紹介を掲載しました。

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。

1歳6ヶ月健診や乳幼児相談などで、図書館が実施
する絵本の読み聞かせの会やお話カレンダーなど
のチラシを配布し、取組を周知するとともに、読
書の大切さについて啓発します。また、乳幼児相
談や子どもの教室で絵本の本棚を設置し親子で読
書や絵本に親しむ機会を作ります。

1歳6ヶ月健診や乳幼児相談などで、図書館
が実施する絵本の読み聞かせの会やお話カレ
ンダーなどのチラシを配布し、取組を周知す
るとともに、読書の大切さについて啓発しま
した。また、乳幼児相談や子どもの教室で絵
本の本棚を設置し親子で読書や絵本に親しむ
機会を作るとともに、食育教室等の機会に絵
本の読み聞かせも実施しました。対象者：６
１８人（見込）受診者：５９９人（見込）

１歳6ヶ月
健診率

97
９７

（見込) 3 97

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。

３１校において、学校・学年だよりや図書だ
より、学校ホームページ・PTA行事を通し
て、読書や読み聞かせの重要性を呼びかけま
した。

箇所数 32 31 3 32

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。

「子ども読書の日」、「文字・活字文化の日」、
「読書週間」、「家庭の日」には、家庭における
読書活動の定着を図るため、広報いが市や行政放
送を活用し、読書の大切さについて啓発します。

「子ども読書の日」、「文字・活字文化の
日」、「読書週間」、「家庭の日」には、広
報いが市や行政放送を活用し、家庭での読書
活動の啓発を行いました。

回数 3 3 3 3

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。また、ポス
ターやチラシを活用して読書の啓発をします。

子どもの読書に関する記念日の紹介を広報い
が市4月号でしました。また、毎月、児童書
の書架のうえで季節に応じた特集を行い読書
活動の啓発を行いました。

回数 3
12

（予定）
5 4

いがまち分館

 「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。

読書活動の意義や大切さを時期に合わせて、図書
室に掲示します。課題図書のコーナーを設置し、
図書室だよりで情報の提供し啓発を行います。

読書活動の意義や大切さを時期に合わせて、
図書室に掲示しました。

回数 12
12

（予定）
3 12

島ヶ原分館

 「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。

 「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、展示します。

読書活動の意義や大切さを時期に合わせて図
書室に掲示しました。

回数 2 2 3 2

阿山分館

 「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。

読書活動の意義や大切さを時期に合わせて、図書
室にポスター等を掲示し、ちらしを配架します。

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を掲示し、ちらしを配架
しました。

回数 4
4

（予定）
3 4

大山田分館

 「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。

図書室にポスター等の掲示や、図書だよりを通じ
て啓発を行います。

読書活動推進のためポスター、リーフレット
等の掲示や、読み聞かせの図書だよりの発
行、防災行政無線での放送で、情報の提供を
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6回、行政無線2回

回数 10
10

（予定）
3 10

青山分館

 「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。

ポスターの掲示をはじめ、図書室だより「ぶっく
らんど」やケーブルテレビ、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
ます。
また、市内をはじめ各地で開催される催しや研修
会の案内を掲示し情報提供を行ないます。
・「ぶっくらんど」への掲載をします。　３回
・防災用行政無線放送を行ないます。　４回
・ポスターの掲示を行ないます。　４回
・関連の特集コーナーを設置します。　９回

ポスターの掲示をはじめ、図書室だより
「ぶっくらんど」やケーブルテレビ、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。
また、市内をはじめ各地で開催される催しや
研修会の案内を掲示し情報提供を行ないまし
た。
・「ぶっくらんど」への掲載をしました。４
回
・防災用行政無線放送を行ないました。４回
・ポスターの掲示を行ないました。４回
・関連の特集コーナーを設置しました。１１
回

回数 20
23

（予定）
4 22

◎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

 


