
伊賀市子ども読書活動推進計画23年度実績　5P

活動単位：２．保育所（園）・幼稚園

方策 具体的方策 該当基本方針 所管課 事業内容 23年度事業予定 23年度実施内容 指標
23年度
目標値

23年度
実績値

自課評価
（Ａ～Ｄ）

Ｃ・Ｄ評価の理由を記載
20～23年度ま

での[累計]又は
直近値

24年度までの
[累計]又は24
年度目標値

備考

こども家庭課
保育の中で絵本に親しむよう読み
聞かせの時間を持ちます。

保育の中で読み聞かせの時間を確保
します。

絵本の読み聞かせを意識し保育の中
で実施しました。

箇所数 36 36 A 36 36

学校教育課
読み聞かせ活動の充実を図りま
す。

日常的に読み聞かせ等を実施します。
日常的に読み聞かせ等を実施できまし
た。

箇所数 1 1 Ａ 1 1

こども家庭課
保育士の資質の向上を図るため、
講習会や研修会に参加をします。

講習会や研修会に積極的に参加し、自
己研鑽に努めます。

講習会や研修会があれば積極的に参
加できるよう努めました。

箇所数 36 36 A 36 36

学校教育課
研修会等の案内を周知し、参加を
促します。

研修会等の案内を全員に周知し、参加
をします。

研修会に参加し、子どもの成長の中で
絵本などのはたす役割について研修し
ました。

回数 2 2 Ａ [ 3 ] [ 3 ]

こども家庭課
読み聞かせについての研修会を開
催します。

読み聞かせについての研修会を開催し
ます。

ブックドクターの話を聞いたり講演会を
開催しました。

回数 3 2 B [ 2 ] [ 3 ]
市内の保育所
（園）全体で研
修を実施

学校教育課
読み聞かせについての研修会を開
催します。

読み聞かせについての研修会を開催し
ます。

読み聞かせの会を学期に１回ずつ開
催し、講演内容については録音し、そ
れを基に各自研修を深めました。

回数 2 3 Ａ [ 10 ] [ 10 ]

生涯学習課
読み聞かせについての研修会を開
催します。

読み聞かせについての研修会を開催し
ます。

12月３日に「本へのきっかけスキルアッ
プ講座～もっと読み聞かせが上手にな
りたい！」を開催しました。
参加者数　28人

回数 1 1 Ａ [ 4 ] ［ 5 ］

こども家庭課
子どもや保護者のニーズに対応し
た乳幼児向けの図書資料の充実を
図ります。

子どもや保護者のニーズに応じた図書
を購入し、充実を図ります。

絵本の貸出日等に子どもや保護者の
希望の絵本を聞くなどして充実を図りま
した。

箇所数 36 36 B 36 36

学校教育課
子どもや保護者のニーズに応じた
図書資料の充実を図ります。

子どもや保護者のニーズに応じた図書
を購入します。

図書を利用しやすいように整理したり、
子どものニーズに応じた図書の購入を
しました。

箇所数 1 1 Ａ 1 1

自由に本に親しめるよう、外国語
図書の充実を図ります。

読書の機会や場
所の整備・充実

学校教育課 外国語図書の充実を図ります。 外国語図書を購入します。
子どもや保護者のニーズに応じた図書
の購入をしました。

箇所数 1 1 Ａ 1 1

こども家庭課
外国の子どもたちが利用しやすい
図書環境を作ります。

外国語図書のコーナーを設けます。
必要に応じて外国語の絵本を購入して
環境を作りました。

箇所数 36 36 C
環境づくりに努めたが充
分でなかった。

36 36

学校教育課
外国の子どもたちが利用しやすい
図書環境を作ります。

外国語図書のコーナーを設けます。 外国語図書のコーナーを設けました。 箇所数 1 1  Ａ 1 1

障がいのある
子どもへの対
応

障がいに応じた蔵書や利用しや
すい施設環境整備に努めます。

読書の機会や場
所の整備・充実

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。

子どもや保護者が利用しやすい環境
や、スペースを確保します。

絵本に親しんでもらえるよう環境やス
ペースを確保し環境を整えました。

箇所数 36 36 A 36 36

読書の機会や場
所の整備・充実

教諭、保育士による読み聞かせ
活動の一層の充実を図ります。

上野図書館・公民
館図書室・学校図
書館の連携と図書
資料の充実

子どもの読書に携
わる人材の育成

読み聞かせについての研修会を
開催します。

読書活動推進のための講習会や
研修会に積極的に参加できる環
境を整えます。

子どもの読書に携
わる人材の育成

読書の機会や場
所の整備・充実

読み聞かせ活
動の充実

図書資料の充
実

子どもや保護者のニーズに対応
した乳幼児向けの図書資料の充
実を図ります。

外国籍の子どもたちが利用しや
すい施設環境の整備に努めま

す。

読書活動の推
進情報交換や
研修への参加

外国籍の子ど
もへの対応

【評価基準】
Ａ．計画通りに実行できた
Ｂ．ほぼ計画通りに実行できた
Ｃ．あまり計画通りに実行できなかった
Ｄ．計画通りに実行できなかった

20～23年度までの［累計］又は直近値
［累計］：20～23年度までの４年間の累計

直近値：23年度実績値

24年度までの［累計］又は24年度目標値
［累計］：20～24年度までの５年間の累計

24年度目標値：数値をそのまま記載



伊賀市子ども読書活動推進計画23年度実績　6P

方策 具体的方策 該当基本方針 所管課 事業内容 23年度事業予定 23年度実施内容 指標
23年度
目標値

23年度
実績値

自課評価
（Ａ～Ｄ）

Ｃ・Ｄ評価の理由を記載
20～23年度ま

での[累計]又は
直近値

24年度までの
[累計]又は24
年度目標値

備考

障がいに応じた蔵書や利用しや
すい施設環境整備に努めます。

読書の機会や場
所の整備・充実

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。

こどもが利用しやすいスペースの検討
をします。

子どもや保護者が利用しやすい施設環
境を整えました。

箇所数 1 1 Ａ 1 1

読書に関する相談窓口の充実を
図ります。

読書の機会や場
所の整備・充実

こども家庭課 保護者からの相談に対応します。
保護者向けの図書コーナーの設置、相
談に個々に対応できるようにします。

保護者からの相談に応じ対応できるよ
うにしました。

箇所数 36 36 B 36 36

こども家庭課

保育の中で読書や読み聞かせなど
の機会を多く取り入れることにより、
読書に対する興味を向上させま
す。

保育の中で、読み聞かせなどを通して
多くの絵本に触れる機会をもち、絵本
に親しみ、興味を持てるようにします。

日常的に絵本に触れることが自然にな
るようにし、親しみや興味が持てるよう
にしました。

箇所数 36 36 A 36 36

学校教育課 読み聞かせ活動を充実します。
興味のある図書の読み聞かせに努め
ます。

興味のある図書の読み聞かせに努め
ました。

箇所数 1 1 Ａ 1 1

こども家庭課
絵本の紹介や家庭への貸し出しを
行います。

保育所（園）便りなどで絵本紹介をした
り、絵本貸し出しを実施します。

便り等で絵本を紹介したり、絵本の貸し
出しを実施しました。

箇所数 36 36 A 36 36

学校教育課 情報提供と広報啓発を行います。
園たより等で読み聞かせの意義の周
知や絵本の貸出案内を行います。

園たより等で読み聞かせの意義の周
知や絵本の貸出案内を行いました。

箇所数 1 1 Ａ 1 1

保護者からの相談に応じて本の
アドバイスができる体制を整えま
す。

情報提供と広報啓
発の拡充

こども家庭課
保護者から家庭での本の読み聞か
せ等の相談に対し、アドバイス等を
実施します。

子どもが興味を示す絵本紹介をした
り、家庭に於いても読み聞かせの大切
さを知らせ、絵本を通して親子が楽しめ
るように、アドバイスしていきます。

絵本の貸し出し日を利用しながら保護
者と話す機会を持つようにしました。

箇所数 36 36 B 36 36

保護者からの相談に応じて本の
アドバイスができる体制を整えま
す。

情報提供と広報啓
発の拡充

学校教育課
保護者から家庭での本の読み聞か
せ等の相談に対し、アドバイス等を
実施します。

図書についてのアドバイスをし、保護者
からの質問に対応します。

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 Ａ 1 1

こども家庭課

様々な機会を捉えて、保護者に対
し本の楽しさ或いはこどもへの読み
聞かせの重要性について啓発を行
います。

保育所（園）便りや参観等を通して、絵
本の楽しさや重要性について啓発して
いきます。

便りやブックドクターを招いての読み聞
かせ、また講演をしてもらう中で絵本の
楽しさや重要性に気づいてもらえるよう
実施しました。

箇所数 36 36 A 36 36

学校教育課 情報提供と広報啓発をします。
保護者へ読み聞かせの重要性につい
て、園たよりや参観等で啓発をします。

保護者へ読み聞かせの重要性につい
て、園たよりや参観、講演会等で啓発
をしました。

箇所数 1 1 Ａ 1 1

こども家庭課

ボランティアと連携し読み聞かせ会
等の開催や、乳幼児が本に対し興
味を持てるような保育内容の実施
をします。

市民ボランティアと連携し、お話の会や
ブックトークを実施します。

各ボランティアの方にお願いしたり、人
権擁護委員の方と連携を持ち絵本の
読み聞かせを実施しました。

箇所数 36 36 C
実施している保育所(園)
とできていない保育所
(園)があり啓発が必要。

36 36

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。

地域や保護者による読み聞かせやブッ
クトーク等を行います。

ボランティアによる英語での読み聞か
せ等を実施しました。

箇所数 1 1 Ａ 1 1

読書の機会や場
所の整備・充実

市民ボランティアと連携し読み聞
かせやブックトーク等、乳幼児が
読書に興味を持つような取り組み
を保育所（園）・幼稚園において展
開します。

情報提供と広報啓
発の拡充

読書の機会や場
所の整備・充実

読書の楽しさや重要性を保護者
に認識してもらえるよう、子どもへ
の読み聞かせの重要性について
啓発します。

情報提供と広報啓
発の拡充

自主的に読書活動を行うことがで
きるよう、読書に対する興味を引
き出すよう努めます。

地域との連携

本の紹介や貸出案内など、保護
者への情報提供に努めます。

家庭における
読書活動の啓
発

保護者への情
報提供の充実

障がいのある
子どもへの対
応

【評価基準】
Ａ．計画通りに実行できた
Ｂ．ほぼ計画通りに実行できた
Ｃ．あまり計画通りに実行できなかった
Ｄ．計画通りに実行できなかった

20～23年度までの［累計］又は直近値
［累計］：20～23年度までの４年間の累計

直近値：23年度実績値

24年度までの［累計］又は24年度目標値
［累計］：20～24年度までの５年間の累計

24年度目標値：数値をそのまま記載


