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第３次鈴鹿市子ども読書活動推進計画策定市民委員会（第１回） 議事録概要 
 

開催日時 平成 28 年７月６日（水） 16：30～ 

場所 市役所本館 11 階 教育委員会室 

出席委員 

水野 典子（学識経験者），森川 克美（鈴鹿市図書館協議会委員） 

河合 和子（公募市民委員），高田 克明（公募市民委員） 

森 絵里（鈴鹿市ＰＴＡ連合会）木村 由美子（読書ボランティア代表） 

岡田 拓実（三重県立神戸高等学校），飯田 眞子（三重県立神戸高等学校） 

（以上８名） 欠席 麻生 瑞樹（公募市民委員）  

事務局等 

文化振興課長（澤井），教育指導課長（山田） 

教育指導課（服部ＧＬ，西村），総合政策課（岡ＧＬ），地域協働課（田之上） 

図書館（藤田），子ども育成課（北出），健康づくり課（望月ＧＬ） 

旭が丘小学校教諭（益川），大木中学校教諭（森嶋）  

文化振興課（豊田ＧＬ，田中）                   （以上 13 名）

傍聴者 ０名 

資料 

・事項書  ・名簿（市民委員会，策定委員会，ワーキンググループ） 

・第３次鈴鹿市子ども読書活動推進計画 会議予定表 

・第３次鈴鹿市子ども読書活動推進計画（素案）１～３章 

・子ども読書活動推進計画素案に対する意見書・座席表 

・第３次鈴鹿市子ども読書活動推進計画策定に係る意見聴取のための市民委員会傍聴

要領 

 

冒頭の 

事項 

・文化振興課長挨拶 

・自己紹介（市民委員，事務局等） 

・市民委員会の役割確認 

・座長選出 

【座長】  

水野委員 

「第３次鈴鹿市子ども読書活動推進計画」素案への意見について 

第１章「計画の策定にあたって」につきまして，まずは，事務局から説明をお願い

します。 

【事務局】

文化振興課

田中 

まず，第３次の３をこの第３次計画から，数字の表記にしました。鈴鹿市の個別の

計画が数字で表記されているため，揃えました。また，表紙や中の本文のところには，

イラストやカットが入ります。本文の字体につきましては，現在は，明朝体になって

いますが，ユニバーサルデザインの考えから，最終的には，丸ゴシックを基本として

作成していきます。 

目次について説明します。第１章では，本計画の策定にあたり，読書活動推進の読

書や読書活動という言葉をどのように捉え，その意義は何なのか，子どもたちの読書

の状況や取り巻く読書環境はどのように変化しているのかについて，冒頭で記しまし

た。国，県の子どもの読書活動推進の動きを踏まえた上で，第１章の最後に，鈴鹿市

におけるこれまでの動きと，第３次計画の位置づけを記しました。 
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第２章では，二次計画期間中の取組と課題について記し，第１章と第２章を受けて，

第３章で第３次計画の枠組みを示しています。 

第４章で，具体的な施策と，さらに１つ１つの施策の中で取り組むことを記してい

きます。第５章で成果指標を記し，巻末に用語解説等，資料をつけて完成となります。

本日は，第１～３章に関わって，後ろに用語解説をつけました。 

「第１章の計画の策定にあたって」 

「１ 読書活動推進の意義」についてです。 

国の「子どもの読書活動の推進に関する法律」や基本計画では，「読書」や「読書活

動」という用語についての定義はなく，法律や基本計画のはじめに，「読書活動は，子

どもが言葉を学び，感性を磨き，表現力を高め，創造力を豊かなものにし，人生をよ

り深く生きる力を身につけていく上で欠くことができないもの」と記されているにと

どまっています。 

（１）「読書の意義」では，読書とは何か，どのような効能がもたらされるのかとい

ったことを記しています。その効能について，人は，意識して読書をしていませんが，

読書という行為は，知らず知らずにこのような体験をしているということを述べてい

ます。 

（２）「読書活動の意義」では，読書活動という言葉の捉え方とその意義について述

べています。読書活動とは，一人で黙読する行為のみをさすのではなく，読書に関わ

る幅広い活動であると捉えています。また，幼いときの読み聞かせは，読書の習慣づ

くりの土台になるというだけでなく，親子で本を介して楽しい時間を共有することが，

その先を生きる力につながるということを述べています。 

（３）「今後求められる読書活動の意義」についてです。国では，急速に教育改革が

進められています。東日本大震災以降，特に，「予想外，想定外の，それも地球規模の

問題に対して，答えを導き出していかなければならない，しかも人と協働して」と，

強く言われるようになりました。そのようなときにも，幅広く様々な文章を読み，比

較検討したり，関連付けたりして，物事をいろいろな角度から見る，そして，考えを

交流するという読書活動が大事であるということを述べています。 

「２ 子どもの読書の状況と読書環境」についてです。 

（１）「子どもの読書の状況」について，全国的な子どもの読書の傾向が書いてあり

ます。全国学校図書館協議会の調査結果，国が実施した高校生の読書に関する意識調

査から，依然として，年齢が上がると読書から離れるという実態があることが分かっ

ています。高校生の調査では，保護者のかかわりが幼少期だけではなく，中学校以降

も影響があるという結果が出ており，今後の施策を考える上で大事にしたいと考えて

います。 

（２）「読書スタイルの多様化」について，二次計画策定の頃と比べ，ＩＣＴ機器が

急速に普及し，電子書籍をはじめ，さまざまな読書形態が可能になりました。そこで，

その是非を問うのではなく，その特性を知り，目的に応じて賢く選択できる人に育て

たいということで，紙媒体の本を読むことだけが読書ではなく，読書を広義に捉える

ということを記しています。 
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「３ 子どもの読書活動推進に関する国・県の動き」についてです。 

（１）「子どもの読書活動推進に関する国の動き」では，国の第三次基本計画策定に

至るまでの流れと，その第三次基本計画の３つの柱，前回の指導要領改訂，学校司書

配置とその研修を努力義務にした平成 26 年の学校図書館法の改正にふれています。 

（２）「子どもの読書活動推進に関する県の動き」では，県の第三次計画の３つの基

本方針と県独自の取組，そして，県の第二次計画と第三次計画を比較し，新たに加わ

った取組についてふれています。 

これまでの１～３では，読書活動に対する考え方，全国的な子どもの読書の状況，

国県の動きや，背景を述べてきました。 

「４ 鈴鹿市における子どもの読書活動推進の動きと第３次計画が目指すもの」に

ついてです。 

（１）「鈴鹿市における子ども読書活動推進の動き」 

（２）「計画の位置づけ」 

（３）「計画の対象」 

（４）「第３次計画が目指すもの」について記しています。 

第３次計画では，今年度４月策定の「鈴鹿市総合計画２０２３」との整合性を図り，

計画期間についても，平成 35 年度までの７年間とし，平成 31 年度の「鈴鹿市総合計

画２０２３」の前期基本計画終了時に，中間見直しとして，取組の検証を行い，必要

に応じて改訂を加えるものとします。 

（５）「第３次計画が目指すもの」についてです。二次計画では，「家庭･地域」「幼

稚園・保育所」「学校」と主体別に書かれていた取組を，第３次計画では，子どもの発

達段階に応じた取組を示します。発達段階に応じて読書傾向や課題が異なることから，

対応する取組も変わってきます。市民から見たときに，「子どもの年代に合わせての取

り組みがわかりやすい」ということから，発達段階に応じて施策を記していくという

考えです。家庭，地域，学校等が連携を深め，「乳幼児期」「児童期」「青年期」のそれ

ぞれの段階の子どもたちに合った，「読書環境整備」，「読書機会の充実」，「読書にかか

わる人材育成」を図ろうというのが，第３次計画の大きな枠組みになります。その中

で，一人ひとりのニーズに応じた支援，配慮というものにも重点をおいていきたいと

考えています。また，第３次計画では，成果指標を定め，計画終了時に客観的な検証

ができるようにしたいと考えています。以上です。 

【座長】 

水野委員 

事務局説明ありがとうございました。 

「第１章 計画の策定にあたって」について 事前に市民委員から意見が寄せられ

ていましたら，事務局 説明を，お願いします。 

【事務局】 

文化振興課

田中 

第１章について事前にいただいた御意見としては，「計画策定に先立ち，計画に携わ

る全ての人が，子どもの読書について，自身の体験を振り返ったり，そこから読書の

意義をどのように捉えているかを出し合ったりすることから始めれば，他市にはない

鈴鹿市独自の心弾む楽しい計画書が出来るのではないか。ソフトで馴染みやすい，計

画を読まれた人がやってみようと思える計画を作ることが大事である」といった御意

見をいただきました。 
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この点については，読みやすい文章で表していくことは大切であると考えています。

ただ，「子どもの読書活動推進に関する法律」の中に，市は，国および県の計画を基本

とするとともに，市における状況等を踏まえて策定するよう努めなければならないと

あります。そのようなことから，読書や読書活動の捉え方，読書活動推進に関わる世

の中の動きについても，国や県の計画に基づいて作成していくことになります。 

新しい用語や専門的な用語もあることから，計画の巻末には，用語解説をつける予

定です。今後，文章を校正していく段階で，いただいた視点でも読み直し，より読み

やすいものにしていきます。 

【座長】 

水野委員 

高田さんのほうからいただいた意見ですが，よろしいでしょうか。 

高田委員 

民間の計画もそうですが，この計画を作る担当者が，本当に，書かれていることを

理解しているかどうか，体験や実感をしているかどうかが重要です。会社も同じです。

読書にしても，自分自身を振り返ってみることが大事だと思います。「だから読書が大

事，大人になって初めて分かった」ということから，計画を作ることがスタートする

のだと思います。まずは，皆さんが国や県が書いていることを実感しているのかとい

うことです。将来を夢見るような子を本がつくれるのか，それよりもテレビやラジオ

のほうが，そういう子をつくるかもしれない，父親の話のほうが，効果があると思う

人もいるかもしれない。本が１００％ではないということも，１つ前提においてほし

いと思います。父親や母親の意見のほうが子どもを左右することもあります。 

【座長】 

水野委員 

柔らかい文章にしてあり，読みやすいと思いながら読みました。なかなか市民全体

の意見を吸い上げるというのは，難しいところもありますが，いっぱい意見を言って

いただきながら，よりよい計画にしていきたいと思います。 

それでは，「計画の策定にあたって」について，質問や御意見がありましたら，発言

をお願いいたします。「第１章 計画の策定にあたって」について，委員の皆様から，

御意見や御質問などございましたら発言をお願いします。 

高田委員 
担当者の方は，他市，例えば，伊勢，四日市，松阪の計画書を御覧になったことは

ありますか。 

【事務局】 

文化振興課

豊田 

鈴鹿市は，一次，二次，３次と策定していく中で，国や県もその時代に応じた計画

を作ってきていますが，当然，他市の状況もどのような観点で作っているかを見てい

ます。但し，鈴鹿の現状をふまえ，市民の立場からどのように作成するのがよいかを

吟味しながら作っています。 

森川委員 

「第３次計画が目指すもの」というところで，読書計画でいう合理的配慮というの

は，障がいのある子という限定的な捉えなのか，「他にも，外国につながる子どもやＬ

ＧＢＴなど多様な子どもがいます。それぞれに配慮が必要」とありますが，障がいを

もっているから読書がしにくいというのではなく，読書をしやすい環境を配慮すると

いうことと，もう一つは，ＬＧＢＴといった子どもも含めての配慮となるのか，どう

いうことになるのか，もし考えてみえたら教えてください。 

【事務局】 

文化振興課

当然，合理的配慮は法で定められているので，当然進めていくべきことです。読書

に関する観点では，例えば，自分の性的なことで悩んでいた場合，図書館で調べよう
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豊田 と思ったときにその子が安心して行ける，悩んだままでいなくていいように導いてい

けたらと思います。 

【座長】 

水野委員 

本のことと環境のことの両面ですね。 

【座長】 

水野委員 

では，第１章は，これで終わらせていただいて第２章に移りたいと思います。 

第２章「第二次子ども読書活動推進計画における取組みと課題」について事務局から

説明をお願いします。 

【事務局】 

文化振興課

田中 

「第２章 第二次子ども読書活動推進計画期間における取組と課題」についてです。

「１乳幼児期」「２児童期」「３青年期」における，それぞれの発達段階において，

取り組んだこと，そして，まだ不十分であった点を（１）「取組」のところに挙げてい

ます。それを受けて，今後，何をしていかなければならないかを課題として（２）「今

後の課題」に挙げています。それぞれの発達段階で関わっている複数の担当課が検証

したことを同じ箇所に記載しています。 

「４」では，昨年度末に実施しました，「鈴鹿市の子ども読書活動に関するアンケー

ト」の結果から分かった鈴鹿市の子どもの主な読書の状況と課題です。 

第２章全体を通して，一番大きな課題としては，全国的な傾向と同様の，年齢が上

がると読書量が減る，学校図書館，市立図書館の利用が減少するということです。 

それには，いろいろな要因がございますが，今後の課題としては，乳幼児期からの

家庭での読書の啓発，習慣化，児童期においては，絵本から読み物への橋渡しとなる

読書活動の充実，青年期では，意図的計画的に学校図書館の利活用を進めること，そ

して，それらを推進するための，人的環境整備や人材育成であると捉えています。 

 物的環境についても，課題はありますが，予算は限られていますので，単に，冊数

を増やすというよりは，よりよい選書や場所作りといった工夫と関係機関どうしの連

携による図書資料の有効活用が重要になってくると考えております。以上です。 

【座長】 

水野委員 

事務局説明ありがとうございました。   

第２章「第二次子ども読書活動推進計画における取組みと課題」について，事前に

意見が寄せられていましたら，事務局説明をお願いします。 

【事務局】 

文化振興課

田中 

第２章にかかわって事前にいただきました御意見としては，「アンケートの結果か

ら，子どもに正しい読書習慣を身につけさせるには，保護者自身の読書に関する関心

の度合いが大きく関わってくることが誰の目にも明らかであることから，保護者を対

象とした読書推進のための立案にすべきではないか」という御意見です。具体的な手

立てとして，「保護者の方々が，絵本や紙芝居を作る機会や，そこで制作されたものを

図書館や学校や公民館に置くとか，図書館，博物館，NPO法人，ジェフリー，幼稚園，

保育所，ボランティア団体等が連携した展開を図る」といったことを示していただい

てありました。 

 この御意見について，第 1章の中や，第２章の乳幼児期，児童期の課題の中でも挙

げているとおり，保護者の子どもの読書への関わり，家庭を基盤に読書の習慣化を図

ることが非常に重要であると事務局，担当課とも考えています。したがって，保護者

への理解を深める取組や情報提供などの支援策をそれぞれの発達段階で立てていくこ
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とを考えています。 

ほかに，「市立図書館が幼い子どもの目に「怖いところ」として映っているのではな

いかという指摘から，子どもと大人の場を 2つに仕切ってはどうか」という具体的な

方策についての御意見と，「中高生に読書を期待するのは難しく，中高生を計画の枠か

ら外して，部活や勉学に励む環境を作る，ゆがんだ道に進まぬよう，横から見守るの

でよいのではないか，そうはいっていられないなら，幼児期での本との関わりを重点

に読書計画を立てるべきではないか」という御意見をいただいています。 

本日は，個々の取組については，御意見をいただいておくことに留めておきます。

今後，図書館についても，より親しみのある環境整備について施策を考えていくこ

とになると思います。そして，計画の対象は０歳から１８歳を対象にしています。そ

のことは，国も県も定めておりますことから，本市でも１８歳までを対象にした計画

とします。幼児期の読書活動の充実が，後々の，読書生活に大きな影響を与えるとい

うことは，国の調査などからも明らかですので，乳幼児期というのは，もっとも多く

の課が関わって施策を考えていくことになっています。 

【座長】 

水野委員 

事務局から説明がありましたが，委員の皆様から，御意見や御質問などございまし

たら発言をお願いします。 

高田委員 

高校生を計画から外したらどうかという意見について，私は，「国だから外せない」

というのは，それはそうですが，では，どうされる予定なのですか。高校生の読書率

をどう改善するつもりですか。０歳から 18 歳まで，同等に本を読むことを期待するの

は，難しいと思います。深刻に考えないといけないことと，深刻に考えなくてよいと

ころとを考え，重点を置くべきところを考えてはどうでしょうか。 

【事務局】 

文化振興課

田中 

18 歳までの子達が鈴鹿の子です。鈴鹿の高校生がすべて，鈴鹿の高校に通っている

わけではないことや高校は県立であることから，市が直接働きかけることが難しい状

況もあります。ですので，高校生に直接働きかけられるとすれば，図書館が情報提供

や環境整備などを進めていくことになると思います。高校生が読書から離れてしまう，

一番大きな理由は，時間がないということです。時間がない要因はいくつかあります

が，調査の中でも，幼少期，児童期に本当に本のおもしろさに出合えた子達は，いず

れ戻ってくると言われていますので，高校生に直接働きかけることは難しくても，幼

少期，児童期の手立てに工夫をしていくということや，中学校は，直接働きかけがで

きますので，取組が成果となって表れていけばいいと考えています。高校も大学入試

制度が変わりますので，高校での学習形態が変わってきますと，本に向かうというこ

とも少し期待できるのではないかと考えています。 

【座長】 

水野委員 

高校生の二人どうですか。 

岡田委員 

部活とか試験勉強に追われ，空き時間があっても，気を抜く時間に使ってしまって

いて，読書をする時間をとるのは難しいですが，僕は，フリークライミングをやって

いて，自分よりはるかに年配の人と接する機会が多く，喋っていく中で，自分の知識

の足らなさを感じて，本を読まないといけないと思うことがあります。 

飯田委員 私は部活は入っていませんが，習い事をしていて，模試や小テストは毎日あります
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し，定期テストなどで勉強に追われ，なかなか本を読む時間を確保しづらいのは確か

です。部活をやっている人は，もっと時間がないと思います。家に帰ったら，疲れて

寝ている子がたくさんいますので，なかなか読書をする時間はないと思います。 

高田委員 
アンケートどおりということですね。大人もそういうふうに見てあげないといけな

いと思います。 

【事務局】 

文化振興課

豊田 

今回のアンケートを見ていると，子どもたちが読書をするのはなぜかというと，「読

書が好きだからする」ということです。高校生は，勉強，クラブ，塾とあり，なかな

か時間がありません。アンケートの結果に，「本は好きだけど，読んでいない」という

子がたくさんいました。そういった子に，意見を聞きますと，「学校の勉強，塾，クラ

ブで時間が取れない，だけど本は好き」という子がたくさんいます。 

やはり，読書の時間は少ないのですが，好きな子どものライフステージがもう一つ

上がり，塾に行く時間などがなくなってきたときに，本が好きな子は，読書に向かっ

ていくのではと思っています。 

高校生は忙しくてなかなか本を読めないのですが，どうしたらもう少し本を好きな

子を育てていけるのかということを学校や地域の方々，ボランティアの方々と連携し

て進めていくということを，読書計画の施策に入れていくことが必要であると考えて

います。 

【座長】 

水野委員 

高校生の方は，本が嫌いではないと思います。ただ，本を読む機会がない，それか

ら，何を読んだらいいかがわからない，そういった子たちもいっぱいいると思います

ので，みなさんに本を読むように言うのではなく，「少しでも本を読んでみようかな，

こんな本だったら読んでみたいな」という方策を考えていただけたらと思います。 

「家庭は」とか，「学校は」とかというふうに区切られるところを，今回の計画は，

年代によって分けて考えていこうとしているのが，すごくいいと思います。高校生に

は，どこの機関が何をしたらいいのかという方向で考えていけるのが，すごくいいと

思います。今までだと，幼児や小学生あたりに目がいっていたのを，少しでも変えて

いくところが言えればいいと思います。そういう意味でも，市民委員会で，高校生の

意見が聞けるのはいいと思います。 

高田委員 
まさか，高校生の方がみえるとは思っていませんでした。すばらしいことだと思い

ます。 

森川委員 

高校生の読書がテーマになっていますが，市として取り組むときに，高等学校に対

して施策が難しいということがあると思います。市民委員会に高校生の方が来ていた

だいたというのは，非常にすばらしいことだと思います。もう一つ，高校の先生も，

この中に一人加わっていただけると，施策や今どうであるかを出してもらえるのでは

ないかと，思いました。 

図書館と公民館が一つ，青年期の取り組むところになるかと思いますが，図書館の

運営もそういう意味では，高校生が興味関心のあるテーマなどで取り組んでいくこと

ができます。公民館は，小学生，中学生，高校生にとって，遠い存在です。そこをど

うやって，公民館の門戸を開くかが大事になってくると思います。 
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【座長】 

水野委員 

 

多くの子どもたちが，なんとか，身近な公民館を活用するという方向ができればよ

いと思います。乳幼児期のお子様をもつ保護者の方にとって，公民館の活用はいいと

思います。中高生には，図書館や書店，あるいは企業等と連携し，中高生が行くよう

な民間施設で本を置くなりして，「こんな本がありますよ」と，いうことを出していく

といいかと思います。 

今，幼児，児童については読書活動が進んでいますので，もう一歩進めて，家庭や

中高生のことが課題として出てきているのではないかと読ませていただいていて感じ

ました。その方策は，次の機会に，しっかり考えていきたいと思います。 

ボランティアや図書館にも長く関わっていただいております，木村委員いかがでし

ょうか。 

木村委員 

県が出している計画のように，学校とか公民館とかと仕切るのではなく，乳幼児期，

学童期，もう一つ大きい時期と仕切るというのもいいかと思いもしますが，もしかし

たら，連携とか，これから考えていきたい啓蒙とか，企業や地元の団体との連携協力

を考えたときに，あまり仕切りすぎると，そういったことが抜け落ちるのではないか

と，少し心配になりました。県の博物館では，展示に併せて，関連した本を読むとい

った取組をしています。そういった取組が，今回の枠組では，どこかで取りこぼして

しまうのではないかと，少し不安があります。 

広く啓蒙していくのは，どの年代でも同じですし，連携ということをどうしていく

のかということを，幼児期にはこう取り組むということのほかに，もう一つの目線を

もっていないと，と思います。 

高田委員 もう一つの目線というのがわからないのですが。 

木村委員 

どのように連携や啓蒙をしていくということについて，「公民館からはこうします

よ」，「図書館からはこうしますよ」というのではなく，もっと広い視野で見ていけな

いかということです。例えば，どのような講師を呼ぶといいかとか，どのようにもっ

と連携してイベントをしていけばいいかとか，何か私たちが考えていくときに，あま

り仕切りすぎないほうがいいのではないかと思いました。 

高校生にも本を読んでほしいので，「必要ない」と，大人が言っていいのかなと思い

ました。大人としては，「本っていいものだよ」と言い続けたいと思っていまして，高

校生のお二人には今日，本当に来てくださってありがとうございました。本を好きだ

ったら，こんな本あるよと私は言いたいです。 

【座長】 

水野委員 

大事なことを言っていただいたと思います。それぞれの発達段階で書いていくとい

う面と，連携，啓蒙ということをどのように表すかということを事務局のほうで考え

ていただけたらと思います。 

これで，第２章については，終わります。 

高田委員 ここだけ第二次と漢数字で書いてあるのはどうしてですか。 

【事務局】 

文化振興課

豊田 

第３次計画については，先ほど漢数字を使わない方向でいくと説明させていただき

ました。二次計画については，すでに，この漢数字で出ていますので，この字体でお

願いします。 

【座長】 第３章「第３次計画の基本方針」につきまして，事務局から説明をお願いします。 



9 
 

水野委員 

【事務局】 

文化振興課 

田中 

「第３章 第３次計画の基本方針」 

「１ 計画のテーマ」についてです。 

「子ども読書活動推進計画」は，この計画を推進することにより，最終的に，「子ど

もの健やかな成長」を目的としております。そこで，めざすべき鈴鹿の子どもの将来

像をテーマとし，「自分を知る 人を知る 世界を知る 読書で広がるすずかっ子の未

来」と設定しました。 

読書によって，自分の心を広げ，想像を広げ，視野を広げ，ひいては，夢や希望の

大きさや選択肢を広げ，実現の可能性を広げていくということを意味しています。 

「２ 第３次計画における基本的な視点」についてです。 

（１）「発達段階に応じた読書活動の推進」では，子どもの発達段階に応じた施策を

立てていきます。それぞれの発達段階における読書活動の意義や特徴をまとめたとこ

ろになります。０歳から就学前までの乳幼児期は，家族の生の声で語りかけ，絵本を

通して親子でふれあってほしい時期です。また，保育所や幼稚園では，読み聞かせを

中心とした，耳からの読書体験を楽しんでほしい時期です。 

小学生である児童期は，低学年は，家族や担任の先生による読み聞かせを，そして，

学校での読書指導を通じて，自分で本を手にとり，絵本から次第に読み物へと，また，

読書の幅を広げていく時期です。高学年になると目的に応じて本が選べるような力も

つけていくときです。いずれも，日常生活の中や，学習の中で，一人ひとりの読書状

況に応じた担任の先生をはじめとする身近な大人からの支援や，友達からの影響が大

きく作用します。中学生・高校生といった青年期の子どもは，勉強や部活動など忙し

くなる時期と重なり，読書離れが進んでいきます。本や読書に関心を向ける情報提供

や働きかけを行うことや，意図的，計画的に，学校図書館を利用する時間の設けるこ

とが大事になります。 

 （２）「３つの基本目標」では，取組の方向性を示すものとして，基本目標を定めま

した。「環境づくり」，「出合いづくり」，「人づくり」としています。ここで，出合いの

「合う」という字は，子どもを本と出合わせるという意味で「合」の字にしました。

１つ目の「環境づくり」は，読書活動に関わる物的環境の整備を指します。 

２つ目の「出合いづくり」は，子どもが本と出合う機会の充実を指します。 

３つ目の「人づくり」は，保護者をはじめとする子どもを取り巻く地域社会におい

て，子どもの読書活動推進への理解が深まるよう，普及・啓発を図ることと，司書，

教職員，保育士等の人材育成，ボランティアの養成などの人的環境整備を指します。

これら３つは，関連しあいながら取り組んでいくものであると考えています。読書活

動推進の全体像を示しています。以上です。 

【座長】 

水野委員 

ありがとうございました。事務局から説明がありましたが，「第３章 第３次計画の

基本方針」について委員の皆様から，御意見や御質問などございましたら，発言をお

願いします。 

高田委員 全体に柔らかく書いてありますね。なじみやすく，さらさらと読んでいけます。 

【座長】 「自分を知る 人を知る 世界を知る 読書で未来が広がる」と，いうテーマも素



10 
 

水野委員 敵です。今までのことと関連させてもいいですし，基本的な視点についてとか，目標

についてどうですか。 

河合委員 
「人づくり」のところで，司書，学校司書，司書教諭の人材育成と書いてあるので

すが，学校司書と司書教諭のちがいを説明してください。 

【事務局】

文化振興課

田中 

まず，鈴鹿市の場合，学校司書は配置がないので，まだここに書く段階ではありま

せんでした。会議の後，消します。 

ただ，平成 26年の学校図書館法の改正により，学校司書の配置に努めなければなら

ないと定められましたが，計画期間中にどのような動きになるかはまだ申し上げられ

ません。いずれは，学校司書という言葉も入ってくる時代がやってくるのではないか

と考えています。 

そして，学校司書と司書教諭の違いについては，司書教諭は，鈴鹿市のすべての学

校に配置されています。司書教諭の資格を取った教諭が司書教諭として，教諭と兼務

する形になっています。学校図書館と教育活動をうまくつなぐという役割があります

が，兼務なので，なかなか役割を果たすのが難しい状況にあります。学校司書は，学

校図書館の仕事を専門的にしますが，資格については明確に決まっているわけではな

いので，自治体によって，司書という資格で配置する場合や司書教諭という資格で配

置する場合があります。雇用の条件が自治体によって異なりますので，学校司書にふ

さわしい資格要件というのは，まだ国が検討している段階にあります。 

【座長】 

水野委員 

司書教諭というのは，教員が，クラスをもちながら，授業をしながら，図書館のい

ろいろな仕事をしていく，図書館運営にかかわっていくということです。学校司書に

なると，授業とは関係無く，学校図書館の仕事を専門にします。鈴鹿市では，まだ，

学校司書はいません。他のところでは，配置されているところがあります。河合さん

は小学校でボランティアをされ，ずいぶん学校に入っていただいているようですが，

子どもたちの読書はどうですか。 

河合委員 

読み聞かせをすると，子どもたちはきちんと聞いてくれます。ボランティアとして

は読み聞かせがしやすいです。 

学校図書館をもっと本を読む場所として使ってほしいということで，図書ボランテ

ィア（環境を整えるボランティア）を発足しました。本が傷んだり，乱雑になったり

するのをなんとかしようというのが，ボランティアの仕事です。 

あるボランティアから，なぜここは学校司書がいないのかと尋ねられました。他の

自治体では学校司書が配置されており，そういう人がいたら，こんなに本が傷まない

のではないかと言われました。鈴鹿市にも司書教諭はいるのですよね。その先生は本

の整備とかできないのでしょうか。 

【ＷＧﾒﾝﾊﾞｰ】

教育指導課 

西村 

先ほど言われましたように，学級の担任をしていますので，休み時間に学校図書館

を見に行くのは難しく，放課後に見に行くとか，中には，土日に本の修理をするとか

でないと，なかなか学校図書館の業務に携わる時間がありません。図書館の業務のた

めに，授業時間数を 1時間分，他の先生より減らすという学校はあると思うのですが，

1時間で全てをまかなうといのは難しい状況です。 

高田委員 本が破れるというのは，子どもは利用しているということです。そのまま，まっさ
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らな状態で置かれているわけではないので，そういう面ではよいことだと思います。

本を見てもらっているということはいいことですね。 

森委員 

私も読み聞かせサークルさせていただいていて，5 年目になります。保護者の方に

空いた時間に来ていただいています。図書整備も読み聞かせサークルでしていますが，

同じ人ばかりになっています。保護者の方にも発信をしていきたいと，浦島太郎のお

話の大人版を参観のときにさせていただき，こういう活動をしていますということを

見てもらっています。今後，どのようにボランティアを募っていったらいいかという

ことを考えています。 

【座長】 

水野委員 

人材育成という点では，なかなか学校だけではやっていけません。ボランティアの

方に入っていただくことは，すごく大事だと思います。小学校へ行かせていただいた

ときに，ボランティアの方たちが本の修理をしていました。休み時間には，子どもた

ちが寄ってきて，いろんなお話を聞いています。そのような光景を見まして，休み時

間にもボランティアに入っていただけるとずいぶん変わっていくと思いました。ボラ

ンティアを担っていただける人たちを増やし，学校へ入りやすくしていただくという

ことも考えていただけるといいかと思います。 

あと御意見いかがでしょうか。 

それでは，第 3次鈴鹿市子ども読書活動推進計画 素案への意見についての協議を

終了いたします。事務局においては，本日委員の皆様から出された意見を，子ども読

書計画に取り入れることができることについては，反映させていただき，次回の市民

委員会で報告いただきたいと思います。 

続きまして，（２）今後のスケジュールについて，事務局から説明をお願いします。

【事務局】 

文化振興課

豊田 

今回の市民委員会を受けまして，７月 20 日にワーキングで議論いたします。その

後，８月４日に，教育委員会室で，２回目の市民委員会を開催いたします。これにつ

きましては，今回出された意見で，変更したところについて報告いたします。さらに，

第４章，第５章について御意見をいただき，再びワーキングで検討し，最終９月６日

の第３回の市民委員会で，全体を通じて再度御意見をいただき，終了ということにさ

せていただきます。読書計画は，来年度４月の施行をめざしています。後日，今後の

詳しい，スケジュールは出させていただきます。 

【座長】 

水野委員 

今後のスケジュールについて何か質問はございませんか。 

（３）その他 全体を通して，何か御意見や御質問がございましたらお出しくださ

い。 

高田委員 

図書館の件で。やはり，図書館は，もう少し形を変えられてはいかがでしょうか。

子どもたちが入りやすいような，例えば，七夕の日には，短冊をつけるとか，そのよ

うなイベントもあっていいと思います。同時に，もうそろそろ，子どもと大人の部屋

をはっきりと分けたほうがいいと思います。子どもだけの部屋がある図書館でもよい

と思います。1週間でも 2週間でも仕切ってみるのはいかがでしょうか。 

高校生と園児との交流の日をもち，高校生が紙芝居を読んであげることもよいと思

います。図書館というのは，ざっくばらんに，子どもだけの世界を作ってもよいので

はないかと思います。 
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【座長】 

水野委員 

ありがとうございます。いっぱい工夫のしどころはあると思います。 

木村委員 

図書館のボランティアをしています。この数年，北川館長のもとで，図書館改革が

進められており，子どもの椅子も入っていますし，七夕の笹飾りに，子どもたちに願

いを書いてもらうというようなロビーイベントも実施しています。ティーンズコーナ

ーも設けてあります。全て，一度に進めるのは大変なことで，少しずつ進んでいるの

が，ボランティアを 20 何年やらせていただいていて，私自身は実感しています。 

読書アドバイザーの立場から申しますと，図鑑などは，大人，子どもで分けるべき

ものではないと思います。大人向けの本も，子ども向けの本も見ることが大切です。

したがって，子どもだから，子ども向けの本を見なさいということではありません。

ですから，今の図書館の現状で，大人と子どものところを仕切ってしまうというのは，

いわゆる資料をどう展示していくかということを考えていくことになります。 

高田委員 
毎日というわけではありません。イベントのあるときだけで結構ですので，一度，仕

切ってみるのもよいのではないでしょうか。 

木村委員 

１つの御提案としてお聞きしておきたいと思います。今，図書館が努力していると

いうことや，私たちボランティアも一緒にさせていただいているということを御理解

いただけたら嬉しいと思います。 

森川委員 
図書館は図書館運営協議会というのがあります。私もそこの委員の一人ですので，

また，高田さんの御意見を伝えさせていただきます。 

【座長】 

水野委員 

いろいろな視点で見て，参考にし，変えられるところを少しずつ変えていきながら，

よりよい環境にしていただけたらと思います。 

御意見はよろしいでしょうか。 

それでは，これをもちまして，本日の会議を終了させていただきたいと思います。

たくさん御意見を伺えて，とてもよかったと思います。どうもありがとうございま

した。 

【事務局】

文化振興課

豊田 

水野座長，長時間にわたり議事進行いただきありがとうございました。 

本日，委員の皆様からいただきました貴重な御意見を一度，ワーキングにおいて検

討しました後，次回の，市民委員会の場で御審議お願いします。          

 


