
第二次　伊賀市子ども読書活動推進計画２７年度計画　21P

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 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、子どもの図書絵本の充実を図りま
す。また、図書館の絵本貸出を利用しま
す。

子どものさまざまな興味や関心を把握
し、図書絵本の充実を図りました。ま
た、図書館の絵本貸出を利用しました。

箇所数 34 34 3 34

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。

１学期に図書部（PTA専門部）や子ど
もたちからの要望の聞き取りを行った
り、３学期には保護者アンケートを行っ
たりして、図書資料の充実を図りまし
た。

要望の聞
き取り回

数
3 3 3 5

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。

保育士の資質向上を図るため、子どもの
読書活動に関する研修会・講習会に積極
的に参加します。また、研修後は職員で
還流し資質の向上に努めます。

子どもの読書活動に関する研修会・講習
会に積極的に参加し、研修後は職員間で
還流し保育士の資質向上に努めました。

箇所数 34 34 3 34

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。

読み聞かせボランティア説明会・図書館
の読み聞かせ会・しんちゃんの読み聞か
せライブに参加し、研修したことをもと
に園内において還流会を実施しました。

研修会参
加者数

7 6 2

研修会には参
加できなかっ
たが、全職員
で還流会をも
ち、研修を深
めました。

10

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。

上野図書館と連携し,絵本の読み聞かせ
の研修会や情報交換会を行います。

上野図書館と連携し、子どもたちと図書
館訪問をしたり、絵本の読み聞かせの研
修会や情報交換会を行いました。

回数 36 39 3 3

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。

読み聞かせ等についての研修会を毎月開
催し、スキルを高めます。

読み聞かせ等についての研修会を月１回
程度もち、スキルを高めました。

年間の研
修会開催

数
10 10 3 12

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。

外国語を母語とする子どもが利用しやす
いように、翻訳など工夫しながら環境整
備に努めました。

箇所数 34 34 3 34

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。

すべての子どもたちが同じ絵本で楽しめ
るように、市で配置されている通訳を活
用し、翻訳するなどの工夫をし、図書資
料の充実を図りました。

翻訳冊数 30 36 5 36

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・
行政が連携し
て取り組みを
進めていく必
要がある。

●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

■　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
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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

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（保育室や遊戯室などコーナー）に努
めます。

親子で利用しやすい図書コーナーの環境
づくりに努めました。

箇所数 34 34 3 34

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。

図書コーナー等、利用しやすい施設環境
を整えます。

発達段階に応じて絵本に親しめるように
本の紹介コーナーを設ける等の工夫を
し、だれもが利用しやすいよう環境を整
えました。

絵本紹介
コーナー
リニュー
アル回数

6 5 2

学期に2回
の予定
だった
が、3学期
の実施は1
回でし
た。

8

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、参観や日々の保育の中
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。

参観や日々の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
くしました。

箇所数 34 34 3 34

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。

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、興味のある図書や布
絵本を購入し、図書環境づくりをしまし
た。

布絵本の
冊数

1 3 5 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。

保育の中で絵本の読み聞かせやパネルシ
アター・エプロンシアターなど様々な保
育教材を用い、子どもが楽しみながら読
書活動ができるようにします。

日々の保育の中で様々な保育教材を用
い、子どもたちが楽しみながら読書活動
ができるように努めました。

箇所数 34 34 3 34

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、さまざまな題材や手法
を用いて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。

保育の時間などに、効果的な読み聞かせ
ができるよう、大型絵本やパネルシア
ター等を活用し、日常的に読み聞かせ等
を実施することができました。

読書活動
の実施日

数
190 186 3 190

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出を行うととも
に、保護者からの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。

絵本の紹介や家庭への貸出を行うととも
に、保護者へ家庭での絵本の読み聞かせ
等の相談に応じ、アドバイスを行いまし
た。また、たより等で図書館の情報を提
供しました。

箇所数 34 34 3 34

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うとと
もに、保護者からの相談に対し、アドバ
イスを行います。また、絵本の紹介した
り、子どもの反応を伝えたりします。

園だよりや園行事、掲示板等を利用し、
読み聞かせの意義や絵本の紹介、貸出案
内をしたり、子どもの反応を伝えたりす
ることができました。

便りの発
行数

9 9 3 11

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。

上野図書館や各図書室等で活動している
読み聞かせボランティアの方々との連携
を充実させ、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方々との連携
を充実させ、子どもたちが絵本に対し興
味/関心をもてるように努めました。

箇所数 34 34 3 34

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。

保護者やボランティア等による読み聞か
せやブックトークを学期に1回以上実施
しました。

保護者に
よる読み
聞かせ回

数

4 4 3 6

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・行政が
連携して取り
組みを進めて
いく必要があ

る。

●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

●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

●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


