
第二次　伊賀市子ども読書活動推進計画２７年度計画　5P

活動単位：（２）地域　①上野図書館・分館図書室

◎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

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。

利用者ニーズを意識した児童図書の購入
を行います。

ふるさと応援寄付金による児童書・絵本
（大型）・紙芝居（大型）の購入で児童
図書の充実を図りました。

冊数 1,500
2,000

（予定）
5 1,600

いがまち分館 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
行います。

「ふるさと応援寄附文庫」を設置し楽し
く絵本に親しめるよう整備を行いまし
た。

冊数 120
320

（予定）
5 100

島ヶ原分館 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。

上野図書館の協力により児童図書の充実に努
めました。

冊数 500
490

（予定）
3 500

阿山分館 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
行ないます。

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
行ないました。

冊数 120
270

（予定）
5 100

大山田分館 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、季節
に応じた特集コーナーを設置し、本に親
しみやすい環境づくりを行います。

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。

冊数 150
200

（予定）
5 160

青山分館
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。

「読書週間」や季節に応じた特集コー
ナーを設置し、子どもが興味を持てるよ
う工夫をします。
　特集コーナー：９回

リクエストを含め児童書の充実に努めま
す。
　購入冊数：１４０冊

「読書週間」や季節に応じた特集コー
ナーを設置し、子どもが興味を持てるよ
う工夫をしました。
　特集コーナー：１１回

リクエストを含め児童書の充実に努めま
す。

冊数 140
200

（予定）
5 140

◎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
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◎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

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。

ユニバーサルデザインの視点で各図書館
（室）の課題などを調査・研究し、互い
の取り組みを参考としながら改善してい
きます。

利用のしやすい図書館機能は何かを問う
「あったらいいなこんな図書館」のこん
なの部分を利用者にアンケートしまし
た。10代の声が多くあり、だれにでも
やさしい（使いやすい）行きたくなる図
書館像の調査ができました。
また、施設改善の取り組みの情報交換を
しました。

回数 2 2 3 2

いがまち分館
利用しやすいよう、表示の充実を
図ります。

ユニバーサルデザインの視点で各図書館
（室）の課題などを調査・研究し、互い
の取り組みを参考としながら改善してい
きます。

上野点字図書館の図書館通信を設置。
すべての人が利用できる図書室を目指
し、研修会で学んだことを職員で共有
し、ソフト面から改善しました。

回数 2 2 3 2

島ヶ原分館
利用しやすいよう、表示の充実を
図ります。

ユニバーサルデザインの視点で各図書館
（室）の課題などを調査・研究し、互い
の取り組みを参考としながら改善してい
きます。

図書の配架や表示を工夫し、利用しやす
い環境づくりに努めました。

回数 2 2 3 2

阿山分館
利用しやすいよう、表示の充実を
図ります。

ユニバーサルデザインの視点で各図書館
（室）の課題などを調査・研究し、互い
の取り組みを参考としながら改善してい
きます。

ユニバーサルデザインの視点で各図書館
（室）の課題などを調査・研究し、互い
の取り組みを参考としながら、車椅子使
用者などにも検索しやすいように改善し
ました。

回数 2 2 3 2

大山田分館
ユニバーサルデザインの対応に努
めます。

ユニバーサルデザインの視点で各図書館
（室）の課題などを調査・研究し、互い
の取り組みを参考としながら改善してい
きます。

車椅子での通行、筆談ボードの活用、図
書の配架・表示等障がい者も利用しやす
い図書環境の整備に努めました。

回数 2 2 3 2

青山分館
ユニバーサルデザインの対応に努
めます。

ユニバーサルデザインの視点で各図書館
（室）の課題などを調査・研究し、互い
の取り組みを参考としながら改善してい
きます。

ユニバーサルデザインの視点で各図書館
（室）の課題などを調査・研究し、互い
の取り組みを参考としながら改善に努め
ました。
・点字図書館見学・交流・研修会
・担当者会議

回数 2 2 3 2

上野図書館

上野図書館・分館図書室のシステ
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。

図書館システム連携やインターネット予
約等の利便性をいろいろな媒体で継続的
に周知します。

図書館システム連携やインターネット予
約等の利便性を広報、ホームページ、
フェイスブックなどで継続的に周知しま
した。

回数 5 4 3 5

いがまち分館

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。

図書館システム連携やインターネット予
約等の利便性をいろいろな媒体で継続的
に周知します。

図書館システム連携やインターネット予
約等の周知に努めて活用を促しました。

回数 5 5 3 5

島ヶ原分館

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。

図書館システム連携やインターネット予
約等の利便性をいろいろな媒体で継続的
に周知します。

図書館システム連携やインターネット予
約等の周知拡大に努めて活用を促しまし
た。

回数 4 4 3 5

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

図書館システム連携やインターネット予
約等の利便性をいろいろな媒体で継続的
に周知します。

図書館システム連携やインターネット予
約等の利便性をいろいろな媒体で継続的
に周知しました。

回数 5 5 3 5

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

図書館システム連携やインターネット予
約等の利便性をいろいろな媒体で継続的
に周知します。

図書館システムの連携やインターネット
予約等の周知を行い、活用促進に努めま
した。

回数 6 6 3 6

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

図書館システム連携やインターネット予
約等の利便性をいろいろな媒体で継続的
に周知します。

図書館システム連携やインターネット予
約等の利便性をいろいろな媒体で継続的
に周知しました。

回数 8 8 3 10

■　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。

市のホー
ムページ
に図書館
のホーム
ページの
バナーを
貼ってい
ることで
利便性の
PRをして
います。

◎上野図書館・分館
図書室の施設整備と
サービスの充実

■　上野図書館、分館図書
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

◎上野図書館・分館
図書室の施設整備と
サービスの充実

●読書環境の整備
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◎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

上野図書館

上野図書館・５つの分館図書室の
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。

図書館・図書室間での配送サービスに
よって、どこででも本の貸出し、返却が
できることの周知に努め活用を促しま
す。

図書館・図書室間での配送サービスに
よって、どこででも本の貸出し、返却が
できることの周知に努め活用を促しまし
た。

冊数 6,000 5840 3 5,000

いがまち分館

上野図書館と全ての分館の間で図
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・図書室間での配送サービスに
よって、どこででも本の貸出し、返却が
できることの周知に努め活用を促しま
す。

図書館・図書室間での配送サービスに
よって、どこででも本の貸出し、返却が
できることの周知に努め活用を促しまし
た。

冊数 3000 2502 3 2500

島ヶ原分館

上野図書館と全ての分館図書室の
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。

上野図書館と全ての分館図書室の間で図
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・図書室間での配送サービスに
よって、どこででも本の貸出し、返却が
できることの周知に努め活用を促しまし
た。

冊数 650 636 3 650

阿山分館

上野図書館と全ての分館図書室の
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・図書室間での配送サービスに
よって、どこででも本の貸出し、返却が
できることの周知に努め、活用を促しま
す。

図書館・図書室間での配送サービスに
よって、どこででも本の貸出し、返却が
できることの周知に努め活用を促しまし
た。

冊数 2300 2284 3 2000

大山田分館

上野図書館と全ての分館図書室の
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。

上野図書館と各分館が配送サービスに
よって、どこででも本の貸出し、返却が
できることの周知に努め、活用を促しま
す。

図書館・図書室間での配送サービスに
よって、どこででも本の貸出し、返却が
できることの周知に努め活用を促しまし
た。

冊数 2500 2489 3 2400

青山分館

上野図書館と全ての分館図書室の
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。

引き続き上野図書館と全ての分館図書室
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サービ
スの向上を図ります。

図書館・図書室間での配送サービスに
よって、どこででも本の貸出し、返却が
できることの周知に努め活用を促しまし
た。

冊数 1400 1543 3 1200

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。

各窓口対応を統一して市民サービスの向
上を図ります。

各窓口対応を統一して市民サービスの向
上を図りました。分館長会議や担当者会
議を開催し、連絡調整を行いました。

回数 14
14

（予定）
3 14

いがまち分館
上野図書館の分館としての整備を
図ります。

各窓口対応を統一して市民サービスの向
上を図ります。

各窓口対応を統一して市民サービスの向
上を図りました。分館長会議や担当者会
議を開催し、連絡調整を行いました。

回数 14
14

（予定）
3 14

島ヶ原分館
上野図書館の分館としての整備を
図ります。

各窓口対応を統一して市民サービスの向
上を図ります。

各窓口対応を統一して市民サービスの向
上を図りました。分館長会議や担当者会
議を開催し、連絡調整を行いました。

回数 14
14

（予定）
3 14

阿山分館
上野図書館の分館としての整備を
図ります。

各窓口対応を統一して市民サービスの向
上を図ります。

各窓口対応を統一して市民サービスの向
上を図りました。分館長会議や担当者会
議を開催し、連絡調整を行いました。

回数 14
14

（予定）
3 14

大山田分館
上野図書館の分館としての整備を
図ります。

各窓口対応を統一して市民サービスの向
上を図ります。

各窓口対応を統一して市民サービスの向
上を図りました。分館長会議や担当者会
議を開催し、連絡調整を行いました。

回数 14
14

（予定）
3 14

青山分館
上野図書館の分館としての整備を
図ります。

各窓口対応を統一して市民サービスの向
上を図ります。

各窓口対応を統一して市民サービスの向
上を図りました。分館長会議や担当者会
議を開催し、連絡調整を行いました。

回数 14
14

（予定）
3 14

4月1日か
ら12月
31日まで
の貸出と
返却の合
計数字で
す。

29年度
までの目
標値を見
直す。

今年度末
の実績を
ふまえて
28年度
計画作成
の際に
29年度
までの目
標値を見
直しま
す。

●読書環境の整備

◎上野図書館・分館
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分
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

◎上野図書館・分館
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、分
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。
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◎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

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。

チラシの設置やホームページを活用し
て、携帯や自宅などのパソコンから読み
たい本の予約ができることを周知しま
す。

広報で「進化する図書館」の特集をし、
読書相談や調べものなどの対応をするこ
とを周知しました。また、チラシの設置
やホームページを活用して、携帯や自宅
などのパソコンから読みたい本の予約が
できることを周知しました。

回数 5
4

（予定）
3 5

特集広報
で周知を
図りまし
た。

いがまち分館
リクエストや予約制度の普及を行
います。

自宅などのパソコンや携帯電話から読み
たい本の予約ができることを図書室だよ
りや窓口での案内資料の配布等で周知し
活用を促します。

自宅などのパソコンや携帯電話から読み
たい本の予約ができることを図書室だよ
りや窓口での案内資料の配布等で周知し
活用を促しました。

回数 5
5

（予定）
3 5

島ヶ原分館
予約制度を実施して、利便性を図
ります。

予約の受付を自宅から出来るよう周知
し、活用します。

リクエストや予約受付について周知し、
利用の拡大に努めました。

回数 4
4

（予定）
3 5

阿山分館
予約制度を実施して、利便性を図
ります。

自宅などのパソコンや携帯電話から読み
たい本の予約ができることを図書室だよ
りや窓口での案内資料の配布等で周知し
活用を促します。

自宅などのパソコンや携帯電話から読み
たい本の予約ができることを図書室だよ
りや窓口での案内資料の配布等で周知し
活用を促しました。

回数 5
5

（予定）
3 5

大山田分館
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。

積極的に研修会等に参加し知識を深めま
す。また、リクエスト・予約制度につい
て図書だよりで周知します。

自宅パソコンや携帯電話からの予約受付
ができることを周知し、活用を促進して
いくためのPRを行いました。

回数 6
6

（予定）
3 8

青山分館
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。

自宅パソコンや携帯電話からの予約受付
など、より良いサービスを利用いただけ
るよう、提供しているサービスを掲示や
窓口での案内資料の手渡しなどサービス
のPRに努めます。

自宅パソコンや携帯電話からの予約受付
など、より良いサービスを利用いただけ
るよう、提供しているサービスを掲示や
窓口での案内資料の手渡しなどサービス
のPRに努めました。

回数 60
60

（予定）
3 60

◎上野図書館・分館
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 いがまち分館
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。

学童保育施設等（５箇所）への定期巡回
を行い、利用者の拡大に努めます。

学童保育施設等（５箇所）への定期巡回
を行い、利用者の拡大に努めました。

日数 14 14 3 [100]

◎上野図書館・分館
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



第二次　伊賀市子ども読書活動推進計画２７年度計画　9P

◎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

いがまち分館
情報交換会・研修会へ参加しま
す。

図書館（分館）担当者会議や研修会・情
報交換会へ参加をします。

伊賀市担当者会議　　　　2回
県立図書館研修会等　　　7回
情報交換会　　　　　　　1回

回数 10
10

（予定）
3 10

島ヶ原分館
情報交換会・研修会へ参加しま
す。

情報交換会・研修会へ参加します。
情報交換会や研修会への参加に努めまし
た。

回数 5
5

（予定）
3 6

阿山分館
情報交換会・研修会へ参加しま
す。

図書館（分館）担当者会議や研修会・情
報交換会へ参加をします。

図書館（分館）担当者会議や研修会・情
報交換会へ参加をしました。

回数 6
６

（予定）
3 6

大山田分館
情報交換会・研修会へ参加しま
す。

図書館（分館）担当者会議や研修会・情
報交換会に参加します。

上野図書館と分館が行う研修会・情報交
換会や、県主催等の研修会にも積極的に
参加しました。

回数 8
8

（予定）
3 8

青山分館 研修会等に参加します。

図書館（室）の担当者会議への出席、職
員間での情報交換を行い、サービスの提
供に努めます。また、他市の図書館の
サービスの情報を収集します。

図書館（室）の担当者会議への出席、職
員間での情報交換を行い、サービスの提
供に努めました。また、他市の図書館の
サービスの情報を収集しました。

回数 8
20

（予定）
5 8

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。

保育所長会議や校園長会議へ出向き、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。また、上野高校の生
徒の本の推薦状一覧の掲示や推薦状を冊子に
したものをティーンズコーナーに設置し、情
報提供しました。

回数 2 2 3 2

いがまち分館
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。

管内小中学校・保育園、住民自治協議会
連絡会等へ図書室だよりを配布し、校長
会や住民自治推進会議等で意見交換を行
います。小学校での朝読や学童保育施設
への図書資料配送時に情報の提供をしま
す。

管内小中学校・保育園、住民自治協議会
連絡会等へ図書室だよりを配布　12回
校長会　　　　　　　　　  　　　2回
小学校での朝読等　　　　　　　33回
図書資料配送時                　　  14回
に情報の提供をしました。

回数 60
61

（予定）
3 60

島ヶ原分館 地域や学校と情報を共有します。
学校だより、図書だよりを通じて情報を
共有します。

様々な機会を通じて地域や学校と情報交
換を図り、連携して子どもの読書活動を
推進するように努めました。

回数 4
4

（予定）
3 4

阿山分館 地域や学校と情報を共有します。
図書室だよりを発行するなど、学校との
情報交換、情報共有に努めます。

図書室だよりを発行するなど、学校との
情報交換、情報共有に努めました。

回数 12
12

（予定）
3 12

大山田分館
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。

小学校での読み聞かせ会を通じて学校と
連携し、意見交換や情報の共有を図りま
す。

小学校で行う始業前の「朝読」や休み時
間の「きらきらたいむ」等を通じて学校
と連携し、意見交換や情報の共有を図り
ました。また、小・中学校に「図書だよ
り」を配布し、情報の提供をしました。

回数 44
44

（予定）
3 44

青山分館
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。

図書館図書室連携ボランティア研修会を
開催します。
保育園・幼稚園・小学校と連携し、読み
聞かせ会や人形劇を開催します。

図書室だよりを学校に配布し、青山図書
室の情報を提供します。

また、中学校図書室との連携として中学
校担当者との意見交換を行ない中学生の
読書活動推進のための連携を図ります。

図書館図書室連携ボランティア研修会を
開催しました。
保育園・幼稚園・小学校と連携し、読み
聞かせ会や人形劇を開催しました。

図書室だよりを学校に配布し、青山図書
室の情報を提供しました。

また、中学校図書室との連携として中学
校担当者との意見交換を行ない中学生の
読書活動推進のための連携に努めまし
た。

回数 108
127

（予定）
4 110

●読書環境の整備

■　各分館図書室に職員を
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



第二次　伊賀市子ども読書活動推進計画２７年度計画　10P

◎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

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等を増やします。

ふるさと応援寄付金による団体貸出用の
児童書の購入を行いました。学校への貸
出用として一般開架しないで貸し出しや
すいセットにしています。

校数 〔18〕 〔19〕 3 〔20〕

団体貸出
を活用し
てもらえ
る取組み
が必要で
ある。

いがまち分館
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。

管内小中学校等への「図書室だより」と
読み聞かせボランティア「ぶらんこから
のお知らせ」を配布します。
放課後児童クラブ３箇所に団体貸出を行
います。

管内小中学校等への図書室だよりの配布
　　　　　　　　　　　　　　　12回
ホームページで図書室だより・お話カレ
ンダーの掲載　　　　　　　　 各12回
管内校長会で啓発　　　　　　　　2回
放課後児童クラブ3箇所に団体貸出14回
小中学校に団体貸出　　　　　　   4回

回数 50
56

（予定）
4 50

島ヶ原分館
学校や関係団体等との連携を行い
ます。

学校と読み聞かせボランティアと連携
し、チラシなどを通じて読み聞かせ等の
情報提供します。

様々な機会を通じて、小中学校と情報交
換を図ると共に、小学校と連携して読み
聞かせの会を開催したり、図書だよりの
回覧等を行いました。

回数 12
12

（予定）
3 5

阿山分館 学校図書館との連携を行います。
図書室だより等を配布するなど、学校と
の情報交換、情報共有に努めます。

図書室だより等を配布するなど、学校と
の情報交換、情報共有に努めます。

回数 4 4 3 4

大山田分館
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。

小学校と連携して、学校図書室での読み
聞かせ会を開催します。また、図書室だ
よりを学校に配布します。

学校と連携して、読み聞かせ会を開催
し、図書だよりを配布しました。
・「朝読」36回・「きらきらたいむ」8
回・「おはなしたいむ日記」12回・
「ひだまりらいぶらりぃ」6回

回数 62
62

（予定）
3 64

青山公民館分
館

学校や関係団体等との連携を行い
ます。

小学校図書室での読み聞かせ会を開催し
ます。
　（小学校読み聞かせ：２０回）
　
小学校・中学校他施設に、図書だより
「ぶっくらんど」を配布し、読書活動に
関する情報を提供します。
　（ぶっくらんど配布：１２回）
　（読書活動等に関するチラシ配布：６
回）

また、中学校図書室との連携として中学
校担当者との意見交換を行ない中学生の
読書活動推進のための連携を図ります。

小学校図書室での読み聞かせ会を開催し
ました。（小学校読み聞かせ：１８回）
　
小学校・中学校他施設に、図書だより
「ぶっくらんど」を配布し、読書活動に
関する情報を提供しました。
　（ぶっくらんど配布　３６回）
　　小学校・中学校：１２回、
　　保育園：１２回、
　　子育て支援センター：１２回
　
また、中学校図書室との連携として中学
校担当者との意見交換を行ない中学生の
読書活動推進のための連携を図りまし
た。４回

回数 38
58

（予定）
5 40

◎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



第二次　伊賀市子ども読書活動推進計画２７年度計画　11P

◎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

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。

「いろんな国のことばで絵本を楽しも
う」のおはなし会などを行います。

「いろんな国のことばで絵本を楽しも
う」のおはなし会を行いました。また、
中学校ALTの先生にボランティアとして
参加してもらい、日頃のおはなし会で英
語の絵本を読んでもらいました。（３
回）

回数 2 1 3 2

ALTによ
る読み聞
かせを実
施しまし
た。

いがまち分館
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

島ヶ原分館
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

阿山分館
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

大山田分館
外国語による図書の検索をしま
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

青山分館
外国語による図書の検索を可能に
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

上野図書館
外国語の図書資料の充実を図りま
す。

外国語の絵本などの開架場所を分りやす
くし利用を促します。また、県立図書館
の外国語の本が利用できるｅブッキング
を周知します。

ふるさと応援寄付金による外国語の絵本
の購入で充実を図りました。

冊数 10 39 5 10

いがまち分館

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

島ヶ原分館

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

阿山分館

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

大山田分館

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

青山分館

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

図書館を
利用して
いない外
国語を母
語とする
子ども達
に対し
て、学校
と図書館
が連携し
て取り組
みを進め
ていく必
要があ
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
の充実を図ります。

●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
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◎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

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。また、耳だけで
聞くストーリーテリングの普及に努めま
す。障がいのある子どもが施設面で利用
しにくい部分は人的サポートを行いま
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。また、耳だけ
で聞くストーリーテリングのおはなしボ
ランティアグループが立ち上がり２回の
おはなし会を行いました。

冊数 2 7 5 〔１０〕
布絵本冊
数

いがまち分館
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。

図書や設備の配置を考慮し、スムーズに
利用できるようにします。また、障がい
のある子どもが施設面で利用しにくい部
分については、人的サポートを行いま
す。

図書や設備の配置を考慮し、スムーズに
利用できるようにしました。また、障が
いのある利用者が施設面で利用しにくい
部分については、人的サポートを行いま
した。

ー ー ー

島ヶ原分館
障がいのある子どもに対する環境
整備を行います。

車椅子の利用がスムーズにできるようサ
ポートします。

利用しやすい環境づくりに努めました。 ー ー ー

阿山分館
障がいのある子どもに対する環境
整備を行います。

図書や設備の配置を考慮し、スムーズに
利用できるようにします。

図書や設備の配置を考慮し、スムーズに
利用できるようにしました。

ー ー ー

大山田分館
障がいのある子どもに対する環境
整備を行います。

図書や設備の配置を考慮し、スムーズに
利用できるようにします。

車椅子での利用がスムーズに出来るよう
にしました。また、筆談ボードを備えま
した。

ー ー ー

青山分館
誰もが心地よく利用できる環境づ
くりに努めます。

点字絵本や手話に関する本の購入を行い
ます。
また、引き続き車椅子での利用がスムー
ズに行える配置、筆談用ボードを供える
など、ユニバーサルデザインに配慮した
環境を整えます。

点字絵本や手話に関する本の配置を手に
取りやすく分かりやすい場所に行なって
います。
また、引き続き車椅子での利用がスムー
ズに行える配置に心がけ、筆談用ボード
を備えるなど、ユニバーサルデザインに
配慮した環境に心がけました。

ー ー ー

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
環境づくりに努めます。また、耳マーク
などわかりやすいサインに取り組みま
す。

筆談ボードの設置や相談窓口の明示をし
環境づくりに努め、耳マークなどわかり
やすいサインに取り組みました。また、
職員への周知を図りました。

ー ー ー

いがまち分館
読書に関する相談業務の充実を図
ります。

障がい児担当の先生と連携を図り、図書
資料や相談業務の充実を図ります。

障がい児担当の先生と連携を図り、図書
資料や相談業務の充実を図りました。

ー ー ー

島ヶ原分館
読書に関する相談業務の充実を図
ります。

環境づくりに努め、サポートします。 利用しやすい環境づくりに努めました。 ー ー ー

阿山分館
読書に関する相談業務の充実を図
ります。

職員の研修参加や筆談ボードの設置・相
談窓口の明示をします。

職員の研修参加や筆談ボードの設置・相
談窓口の明示をしました。

ー ー ー

大山田分館
読書に関する相談業務の充実を図
ります。

筆談ボートによる筆談や本の相談窓口の
明示をします。

筆談ボートによる筆談や本の相談窓口の
明示をしました。

ー ー ー

青山分館
気軽に相談できる環境づくりを行
います。

点字絵本や手話に関する本の購入を行い
ます。
また、引き続き車椅子での利用がスムー
ズに行える配置、筆談用ボードを供える
など、ユニバーサルデザインに配慮した
環境を整えます。

点字絵本や手話に関する本の配置を手に
取りやすく分かりやすい場所に行なって
います。
また、引き続き車椅子での利用がスムー
ズに行える配置に心がけ、筆談用ボード
を供えるなど、ユニバーサルデザインに
配慮した環境に心がけました。

ー ー ー

障がいの
ある子ど
もが利用
しやすい
施設整備
のハード
面につい
ては、公
共施設最
適化を進
める中
で、今後
の対応に
なる図書
館（室）
が多い状
況です。
ソフト面
について
は、職員
のきめ細
かい対応
で読書環
境の向上
を図りま
した。

相談窓口
の明示や
分りやす
いサイン
にし、障
がいのあ
る子ども
からの相
談業務に
努めまし
た。寄せ
られた相
談やサ
ポート方
法等を職
員間で情
報共有し
て障がい
のある子
どもの読
書環境整
備に努め
ました。

図書館を
利用して
いない障
がいのあ
る子ども
達に対し
て、学校
と図書館
が連携し
て取り組
みを進め
ていく必
要があ
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
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◎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

上野図書館
上野点字図書館との情報交換に努
めます。

上野点字図書館との情報交換に取り組
み、点字図書の情報提供に努めます。

上野点字図書館との情報交換を行いまし
た。点字図書を紹介するコーナーを設け
て情報提供に努めました。

回数 2 2 3 2

名張市や
県立図書
館へ出向
き障がい
者サービ
スの調査
研究を行
いまし
た。

いがまち分館
上野点字図書館の情報提供を行い
ます。

上野点字図書館との情報交換に取り組
み、点字図書の情報提供に努めます。

上野点字図書館との情報交換に取り組
み、点字図書の情報提供に努めました。

回数 2 2 3 2

島ヶ原分館
上野点字図書館の情報提供を行い
ます。

上野点字図書館との情報交換に取り組
み、点字図書の情報提供に努めます。

上野点字図書館との情報交換に取り組
み、点字図書の情報提供に努めました。

回数 2 2 3 2

阿山分館
上野点字図書館の情報提供を行い
ます。

上野点字図書館との情報交換に取り組
み、点字図書の情報提供に努めます。

上野点字図書館との情報交換に取り組
み、点字図書の情報提供に努めました。

回数 2 2 3 2

大山田分館
上野点字図書館の情報提供を行い
ます。

上野点字図書館との情報交換に取り組
み、点字図書の情報提供に努めます。

上野点字図書館との情報交換に取り組
み、点字図書の情報提供に努めました。

回数 2 2 3 2

青山分館
上野点字図書館の情報提供を行い
ます。

上野点字図書館との情報交換に取り組
み、点字図書の情報提供に努めます。

上野点字図書館との情報交換に取り組
み、点字図書の情報提供に努めました。

回数 2 2 3 2

◎障がいのある子ど
もへの対応

●読書環境の整備
■　上野点字図書館との情
報交換に努めます。
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◎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

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。

子どもが保護者と一緒に楽しむ夜のおは
なし会（ナイトライブラリー）や一緒に
つくる「としょかん布バッグ」などを実
施し、子どもと大人が一緒に読書に親し
む機会の提供を行います。

子どもが保護者と一緒に楽しむ夜のおは
なし会（ナイトライブラリー）や一緒に
つくる「としょかん布バッグ」づくり、
お父さんのための読み聞かせ講座などを
行いました。子どもと大人が一緒に読書
に親しむ機会を提供しました。

回数 5 5 3 3

いがまち分館
催しや新しい図書の情報提供をし
ます。

公民館での読み聞かせ会と、小学校や子
育て支援センターなどに出向いて読書に
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３０回。土曜授業等に出向
き、読書に親しむ機会を提供しました。
33回

回数 60
63

（予定）
3 62

島ヶ原分館
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。

読み聞かせや読書活動に関する研修会、
講演会等などボランティアの人たちに提
供し、読書を楽しめる機会を提供しま
す。

読み聞かせや読書活動に関する研修や講
演会を行いました。

回数 2 2 3 2

阿山分館
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
演会を開催しました。

回数 2
2

（予定）
3 2

大山田分館
読み聞かせ会など読書に親しむ機
会の提供を行います。

絵本の読み聞かせ会や児童書の読み聞か
せ会を開催します。

公民館で開催する「おはなし会」を通し
て、絵本に触れ、親しむことで、子ども
から大人まで読書の楽しさを伝える機会
を提供しました。
・「おはなしたいむ」12回・あかちゃ
んたいむ12回・おとまり会1回・おはな
し隊1回
・「おはなしくらぶ」3回　また、ボラ
ンティアグループが保育園3回と子育て
支援センターへ3回出向いて読み聞かせ
を行いました。

回数 31
35

（予定）
4 31

青山分館 おはなし会の開催をします。

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
『朗読会＆童謡』
【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
『おはなし＆童謡』
【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
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◎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

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。

読書感想文コンクールを実施し、読書活
動の啓発を行いました。

応募数 370 394 4 360

いがまち分館
親子で楽しめる児童書の紹介と啓
発を行います。

読み聞かせボランティアとの連携によ
り、季節にふさわしいお話し会を行い、
「子ども読書の日」、「文字・活字文化
の日」、「読書週間」など事業の啓発を
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。
・読み聞かせ会,朝読等の開催63回

回数 60
63

（予定）
3 60

島ヶ原分館

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。

定期的に絵本読み聞かせ教室等を市民に
周知し、読み聞かせの気運を高めます。
また、読み聞かせを中心とした行事を行
います。

定期的に読み聞かせ教室を実施すると共
に、島ヶ原地域の各区クラブや島ヶ原会
館、清流で行われる行事等で読み聞かせ
を行いました。

回数 12
12

（予定）
3 2

阿山分館
「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 2

大山田分館
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。

ポスターの掲示、図書だよりや防災行政
無線、読み聞かせ会などの機会を通じて
情報の提供を行います。

・ポスター、リーフレットの掲示４回・
防災行政無線放送４回・おはなし会12
回・図書だより「ひだまりらいぶら
りぃ」６回配布等により、読書に親しむ
機会の情報提供をしました。

回数 26
26

（予定）
3 26

青山分館
季節にふさわしいおはなし会を開
催します。

読書週間などにあわせた特集コーナーの
設置や季節にあった絵本や紙芝居の開催
を行います。
また事業周知に努めます。
・図書室などのおはなし会　20回
・小学校読み聞かせ　20回
・特集コーナー　9回
・おはなし広場　８回

読書週間などにあわせた特集コーナーの
設置や季節にあった絵本や紙芝居の開催
しました。
また事業周知に努めました。
・図書室などのおはなし会　５５回
・小学校読み聞かせ　１８回
・特集コーナー　１１回
・おはなし広場　１１回

回数 57
95

（予定）
5 40

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。

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行いました。

回数 1 1 3 1

いがまち分館
新刊図書と絵本の情報提供を行い
ます。

図書室だよりにより図書資料の情報提供
を行い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す。

毎月発行の「図書室だより」により新刊
図書等の情報提供と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 12
15

（予定）
3 12

島ヶ原分館
家庭・地域の図書資料を有効活用
します。

上野図書館からの準図書の児童書、絵本
を借り入れて有効利用します。

上野図書館からの準図書の児童書、絵本
を借り入れて活用に努めました。

回数 12
12

（予定）
3 1

阿山分館 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。
寄贈の受け入れを行いました。また、廃
棄図書を市民に提供しました。

回数 3
3

（予定）
3 3

大山田分館
家庭や地域からの図書資料の有効
活用をしていきます。

市民からの本の寄贈を受け入れます。ま
た、廃棄図書を市民や公共施設などに寄
贈し有効活用に努めます。

寄贈の受入れを行いました。また、廃棄
図書を市民や公共施設などに寄贈し有効
活用に努めました。

回数 5
5

（予定）
3 6

青山分館 図書資料の有効活用に努めます。
寄贈の受入を行ないます。
また、廃棄図書を市民に提供し、有効活
用に努めます。

寄贈の受入を行ないました。
また、廃棄図書を市民に提供し、有効活
用に努めました。

回数 7
7

（予定）
3 8

●読書機会の提供
◎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。

■　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。

◎読書に親しむ機会
の提供

●読書機会の提供
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◎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

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・読み聞か
せ会・イベントなどの情報発信をしま
す。

いろいろな媒体を通して新刊・読み聞か
せ会・イベントなどの情報発信を行いま
した。

回数 60
63

（予定）
3 60

いがまち分館
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、「図書室だより」や子育て支援セ
ンターと連携し情報を提供します。

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」や子育
て支援センターが行う事業時にも図書の
情報を提供しました。
・「広報いが市」への掲載　　　１２回
・「図書室だより」「おはなしカレン
ダー」の発行　市ホームページへの掲載

回数 60
60

（予定）
3 60

島ヶ原分館
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子育
て支援センターや福祉センターの情報提
供します。

小中学校や子育て支援センターと連携し
て情報共有すると共に、市のホームペー
ジやたより、回覧等で情報提供に努めま
した。

回数 20
20

（予定）
3 24

阿山分館
ホームページや図書館だよりで情
報の提供を行います。

ホームページや図書館だよりで情報の提
供を行います。

ホームページや図書館だよりで情報の提
供を行いました。

回数 16
16

（予定）
3 16

大山田分館
ホームページや図書館だよりで情報の
提供を行います。

ホームページや図書室だより等で情報の
提供を行います。

「ひだまりらいぶらりぃ」6回、「おはなし
たいむ日記」12回、防災行政無線12回、
ホームページ12回、広報「いが市」12回に
より読書に関する催しについての周知を行
い、読書の継続・習慣化していくことを推進
しました。

回数 54
54

（予定）
3 54

青山分館
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。

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す。
・広報いが市により情報提供を行いま
す。
25回
・市ホームページ、防災用行政無線放送
無線により情報の提供を行ないます。
59回
・図書室だより「ぶっくらんど」の発行
により情報提供を行ないます。　12回
・青山公民館広報「あおやま通信」を発
行し、情報提供を行ないます。　３回

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。
・広報いが市により情報提供を行いまし
た。２２回
・市ホームページ、防災用行政無線放送
無線により情報の提供を行ないました。
６０回
・図書室だより「ぶっくらんど」の発行
により情報提供を行ないました。　12
回
・青山公民館広報「あおやま通信」を発
行し、情報提供を行ないました。　２回

回数 99
96

（予定）
3 100

●読書活動の啓発
◎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。
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◎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

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。また、ボ
ランティア通信を発行し、日常の活動の
支援を行います。

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。また、
ボランティア通信を発行したり、読み聞
かせ会開催案内チラシ作りなどグループ
の日常の活動の支援を行いました。

回数 2 2 3 5

市全体と自
館で活動す
るグループ
との情報交
換会をしま
した。

いがまち分館
読み聞かせボランティア等へ研修
会の開催を行います。

伊賀市全体の交流会や情報交換会、その
他市内外での研修会の情報提供後一緒に
参加し、情報交換を行います。

読み聞かせボランティアグループの研修
会や情報交換会の実施　１回
その他市内外での研修会の情報提供や研
修会へ一緒に参加し、情報交換等を行い
ました。７回

回数 4
8

（予定）
5 4

島ヶ原分館
読み聞かせの会への活動支援を行
います。

ボランティアグループと連携し、伊賀市
全体の読み聞かせ交流会の掲示そして一
緒に参加しました。定例会の会場を提供
します。

ボランティアグループと連携し、読み聞
かせ会の情報発信や伊賀市全体の読み聞
かせ交流会・研修会への参加等の支援を
行いました。

回数 12 12 3 12

阿山分館
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
うとともに、ボランティア研修会と情報交換
会を実施します。

読み聞かせボランティアに研修会の案内を行
うとともに、いがまち・大山田合同のボラン
ティア研修会と情報交換会を実施しました。

回数 4 4 3 4

大山田分館
おはなしボランティアとの連携と
支援を行います。

おはなしボランティアに研修会等の案内
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
を行うとともに大山田・阿山・いがまち
の合同によるボランティア研修会と情報
交換会を実施しました。

回数 2 2 3 3

青山分館
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の開催す
ることで、活動の場の提供と支援を行いま
す。打合せ会を重ねることで連携した研修へ
と繋がります。
また、新たな取り組みとして、読み聞かせと
は違った「朗読会」や音楽を合わせた事業に
取り組み、新たなボランティアグループを作
り、一緒に活動を行います。

ボランティアと連携したおはなし会の開催す
ることで、活動の場の提供と支援を行いまし
た。打合せ会を重ねることで連携した研修へ
と繋げることができました。
また、読み聞かせとは違った「影絵」や音楽
を合わせた事業に取り組み、一昨年より新た
なボランティアグループを作り、一緒に活動
を行いました。

回数 12
15

（予定）
5 12

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表彰式や優秀作品
の文集を作成し、自由に持ち帰りができ
るようにしました。特選作品は、表彰式
で朗読し、展示コーナーで展示しまし
た。

回数 1 1 3 1

いがまち分館
朗読勉強会の発表会や読み聞かせ
ボランティアの研修会を開催しま
す。

「図書室だより」で読み聞かせボラン
ティアグループの取組を広報します。読
み聞かせボランティア「ぶらんこ」の案
内チラシを管内に配布し読書活動につい
て市民の関心を高めます。

読み聞かせボランティアに研修会の案内
を行い参加しました。　　　　　　３回
「図書室だより」「おはなしカレン
ダー」で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。
各12回

回数 22
27

（予定）
5 24

島ヶ原分館
読書活動について市民の関心と理
解を高めます。

公民館図書室での広報、読み聞かせボラ
ンティアグループの取組みを市民に広報
します。

公民館図書室での広報や読み聞かせボラ
ンティアグループの取組みを市民にＰＲ
しました。

回数 3 3 3 2

阿山分館
読書活動について市民の関心と理
解を高めます。

阿山図書室、読み聞かせ会の取り組みを
広報します。

あやま図書室だよりを発行し、読み聞か
せ会の取り組みを広報しました。

回数 8
8

（予定）
3 4

大山田分館
「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。

図書室や読み聞かせボランティアグルー
プの取組を広報します。

「ひだまりらいぶらりぃ」6回、「おは
なしたいむ日記」12回を発行し、読み
聞かせ会や本の紹介をしながら市民に読
書活動を推進しました。

回数 18
18

（予定）
3 20

青山分館 活動の紹介に努めます。

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
20

（予定）
5 15

●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◎優れた取組の紹介

■　学校、分館図書室、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。
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◎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

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、読書や図書館への関心を持っても
らいました。小学生などの社会見学５
校・中学生などの職場体験３校でした。

校(園)数 13
8

（予定）
1

申し込み
があれば
可能な限
り受け入
れていま
すが、学
校からの
依頼が少
なかった
ため受入
数が少な
くなりま
した。

13

いがまち分館
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。

柘植小学校・壬生野小学校の職場体験と
西柘植小学校の社会見学を受け入れま
す。

職場体験　壬生野小学校　　1名
職場体験　柘植小学校　　　1名
社会見学　西柘植小学校　 19名

校(園)数 2
3

（予定）
3 3

島ヶ原分館 図書館に対する理解を深めます。
児童の図書室見学を受け入れられるよう
努力します。

学校からの見学希望がなかったため、図
書室見学が実施できませんでした。

校(園)数 1
0

（予定）
1

申し込み
があれば
可能な限
り受け入
れます
が、依頼
がありま
せんでし
た。

1

阿山分館 図書館に対する理解を深めます。
図書室見学や職場体験学習の受け入れを
します。

阿山中学校の職場体験学習の受け入れを
３日間、実施しました。

校(園)数 1 1 3 1

大山田分館
本の紹介や職場体験学習の受入れ
を行います。

図書室見学や職場体験学習の受け入れを
行います。

「図書室だより」で新刊書や話題書、課
題書などを紹介しました。また、小学校
からの職場体験を1名、2日間受入れま
した。

校(園)数 1 1 3 2

青山分館
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。

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
援を行います。また、小学生への職場説
明を行います。

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
援を行います。また、小学生への職場説
明を行いました。

校(園)数 5 5 3 5

◎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
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◎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

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ヤングアダルト
コーナーの充実で読書活動を支援しま
す。また、小学生のためのおはなし会で
ブックトークを行います。

ヤングアダルト（ティーンズ）コーナー
の入替や案内をしました。夏休み課題図
書や高校生のおすすめの本、職場体験生
徒のおすすめの本を紹介しました。ま
た、小学校へブックトークに出かけて読
書活動を支援しました。小学生のための
おはなし会でブックトークを行いまし
た。

回数 12
19

（予定）
5 12

いがまち分館
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案内や学校へ出向い
ての読書活動の支援を行います。

夏休みの課題図書の案内　　　1回
学校へ出向いての読書活動　 30回

回数 2
31

（予定）
4 2

島ヶ原分館
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。

小学校だより、中学校だより等で読書に
関心を持てるよう推進します。

小中学校と連携し、学校だより等で読書
活動に関心が持てるように努めました。

回数 1 1 3 4

阿山分館
読書活動の意義や大切さについて
の啓発を図ります。

図書室だより等を配布し情報提供を行い
ます。

図書室だより等を配布し情報提供を行い
ました。

回数 4
4

（予定）
3 4

大山田分館 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
おはなしボランティアによる読み聞かせ
会の実施します。
図書室内に中高校生向けの本を充実さ
せ、読書活動を支援します。

小学校で朝の始業時間前に「朝読」を
36回、授業間の休み時間に「きらきら
たいむ」を8回行いました。また、ヤン
グアダルトコーナーの充実を図り、他館
からの貸出しも増えました。

回数 44
44

（予定）
3 46

青山分館
小学校･中学校・高校との連携を行
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を行いま
す。
　読み聞かせ回数：２０回
　
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よ
う努めます。
　受入回数：５回

夏休み、冬休み、春休み期間には、特別
開館日を設けます。
　特別開館日：１３日

このことを伊賀市広報や図書室だより
「ぶっくらんど」などで周知し、児童・
生徒・学生が、読書活動に取り組みやす
い環境を設定し、読書活動を支援しま
す。　　12回

夏休みの課題図書を充実させます。

小学校図書室でのおはなし会を行いまし
た。　読み聞かせ回数：１８回
　
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よ
う努めました。
　受入回数：５回

夏休み、冬休み、春休み期間を中心に、
特別開館日を設けました。
　特別開館日：２７日

このことを伊賀市広報や図書室だより
「ぶっくらんど」などで周知し、児童・
生徒・学生が、読書活動に取り組みやす
い環境を設定し、読書活動を支援しまし
た。　　12回

夏休みの課題図書を充実させます。

回数 50
62

（予定）
5 50

◎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


