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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２回） 議事録概要 

 

開催日時 平成 28年８月４日（木） 13：30～ 

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） 

麻生 瑞樹（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９名）  

事務局等 

文化振興課長（澤井），教育指導課長（山田） 

総合政策課（杉本），地域協働課（田之上） 

図書館（北川館長，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 12名） 

※欠席…教育指導課（服部ＧＬ，西村） 

傍聴者 ０名 

資料 

・事項書   

・第３次鈴鹿市子ども読書活動推進計画（素案）１～３章の修正箇所について 

・第３次鈴鹿市子ども読書活動推進計画（素案）  ４章 

・第３次鈴鹿市子ども読書活動推進計画（素案）  ５章 枠組のみ 

・用語解説 

・意見書 

・第３次鈴鹿市子ども読書活動推進計画策定市民委員議事録 

 

冒頭の 

事項 

・文化振興課長挨拶 

・市民委員会の位置づけの確認 

【座長】 

水野委員 

それでは，事項書 ２ 協議事項に進みたいと思います。 

「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 

（１）「第１章から第３章の修正点について」ですが，前回の，策定市民委員会にお

いて様々な御意見をいただきました。その結果，第１章から第３章までの部分で一部

修正がありますので，事務局から説明をいただきます。 

【事務局】 

文化振興課 

田中 

第１章から第３章までの，修正箇所について説明します。 

「第３次計画が目指すもの」について，合理的配慮の対象について，本計画におい

ては障がいのある子どもということになりますが，他にも多様な子どもがいるという

ことで，具体的にどのようなことをお考えかという質問がありました。 

この点について，「第３次計画の目指すもの」の，記述の約半分のスペースを使って

記載していましたが，第３次計画の施策の半分が合理的配慮に関する施策になるとい

うことではないことに加え，内容は，「国の動向」や「今の時代に求められるもの」と



2 

 

いう意味を含んでいるため，第 1章で，記述したほうがよいと考えました。 

第１章の１「読書活動推進の意義」に（４）「個々の特性を大切にした読書活動」 と

いう項を設けました。 

（１）から（３）までは，これからの時代に求められる読書活動の意義を述べてい

ます。そこに，個々の特性を大切にするという視点を大事にしたいという意味で（４）

に位置づけました。 

障がいのある子ども，外国につながりのある子どもなど，一人ひとりの読書ニーズ

や読書スタイルに応える環境整備や読書の機会の提供が必要であるということに加

え，そういった人々の多様性を学ぶ場としての学校図書館や公共図書館の環境整備も

必要であると記述しました。障がいの有無や，国籍を超えて，どの子どもにも合った

支援が大事であるということを述べています。     

（１）から（３）までの見出しから「意義」という言葉を削除しました。（１）読書

とは（２）読書活動とは（３）今後求められる読書活動（４）個々の特性を大切にし

た読書活動とし，それらをあわせて１「読書活動推進の意義」と改めました。したが

って，目次も修正しました。 

次に，（３）の 1「教科書に記載された文章を読むだけでは」という文言を，「１つの

文章や，1 冊の本を読むだけでは」と改めました。これからの時代，複数の文章を読

み，様々な考えを比較したり関係付けたりして考えることが求められるということを

述べています。表現の中で，教科書の文章が悪いと誤解が生じるおそれが考えられた

ので修正しました。 

鈴鹿市に学校司書の配置がないため，17ページの「学校司書」を削除しました。 

【座長】 

水野委員 

（１）「第１章から第３章の修正点について」御意見や御質問等があれば，発言をお

願いします。 

【座長】 

水野委員 

（２）第４章「子どもの発達段階に応じた読書活動推進計画のための方策」につい

て，冒頭部分を事務局から説明をいただいた後，個々の施策について，基本目標ごと

に進めていきます。 

【事務局】 

文化振興課 

田中 

それでは，第４章の子どもの発達段階に応じた読書活動推進のための施策一覧につ

いて説明します。 

第３次計画では，家庭，地域，学校等が連携し，子どもの発達段階に応じて，３つ

の基本目標である「環境づくり」「出合いづくり」「人づくり」という観点で施策を立

てています。そういった観点で，第３次計画で取り組んでいく施策を最初に一覧でき

る形で記しています。 

まず，環境づくりでは，どの発達段階も①で，「場づくり」 ②で絵本，「本等の整

備」，③で「一人一人のニーズに対応できる環境整備」について施策を立てています。

それらをそれぞれの発達段階に合った具体的な場所や対象者を入れ，施策を立ててお

ります。 

次に，出合いづくりについてです。 

それぞれの発達段階に３つずつ施策がありますが，それぞれの③は，一人一人のニ

ーズに応じた読書支援ということを，発達段階に応じて施策を立てています。   



3 

 

①②については，乳幼児期では，①「親子が絵本等を通してふれあう機会づくり」

②「幼児が絵本等に親しみ，楽しむ機会づくり」を施策として立てています。  

児童期では，①「小学校や家庭での日常的な読書活動の充実と読書の習慣化」②「学

校図書館の利活用の推進」を施策として立てています。 

青年期では，読書離れの手立てとして，大人が直接働きかけるということも大事で

すが，読書にまつわる同世代同士，異年齢の子どもとの交流の機会をつくるという意

味で，①「読書活動を通して人と人とがふれあう機会づくり」としています。②「学

校図書館・市立図書館の利活用の推進」を施策としています。 

最後に，人づくりについてです。人づくりについても，どの発達段階にも３つずつ

施策を立てています。 

①「家庭での読書活動推進のための普及・啓発」です。乳幼児期では，家庭での読

み聞かせを，児童期では，読み聞かせに限らず，いろいろな形態で家庭での読書を楽

しむことを含め大人と子どもが一緒に読書を楽しむことの大切さの普及啓発を施策と

しています。青年期では，家庭で，親子が一緒に読書をするというよりは，保護者自

身の読書への関心を高めるということに重点をおいています。 

②ではどの発達段階でも，子どもの指導にあたる保育士，教職員の資質向上に関す

る施策になっています。 

③は，乳幼児期では，「保護者やボランティアの学ぶ場の提供」，児童期では，「読書

ボランティアの育成とその活動の充実」 青年期では，「ボランティアだけでなく，中

高生自身にも，本や読書について学ぶ場を提供し，読書活動推進の担い手を育成する」

という施策を立てています。 

19ページの施策の柱のそれぞれについて，具体的な取り組みについて，20ページか

らに記述します。本日の段階では，まだ，文末の表現など，書き方が揃っていないと

ころがございますが，今後，鈴鹿市の総合計画や三重県の三次計画を参照しながら，

計画という性質のものにふさわしい表現に修正を進めていきます。 

本日は，取り組む内容について，御意見をいただければと思います。 

【座長】 

水野委員 

ありがとうございました。とてもすっきりとわかりやすく，書かれていて，とても

いいなと思わせていただいたのですが，この 19ページについて御意見や御質問等ござ

いましたら，発言をお願いします。 

高田委員 

乳幼児期の環境づくりの②について，教えてください。乳幼児でも興味や関心とい

うのはそれぞれ違うものなのですか。小中学生，高校生なら分かりますが，乳幼児で

あれば，例えば，「キリンの絵が好き」とか「魚の絵が好き」というような違いですか。 

果たして，乳幼児にそれほど違いがあるのかと思いました。 

図書館 

北川 

１歳６ヶ月健診は，健康づくり課が実施しており，図書館は，健診に合わせて，「お

すすめ本のリスト」と，「そのリストに載っている本」を持参し，その場で読み聞かせ

をし，リストを見て，お母さんたちに図書館への興味を持っていただくということを

しています。その際，乳幼児のお子さんが一回につき約 80人いらっしゃいますが，そ

のお子さんによっては，乗り物に興味を示す子や，動物に興味を持つ子もいます。１

歳６ヶ月であっても，お母さんたちの接し方や毎日の生活で見ているものによって，
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子ども一人ひとり，興味をもつ本が違うと感じています。図書館でも，子どものいろ

いろな興味に対応できるだけの本を揃えているところです。 

【座長】 

水野委員 

ほか，よろしいでしょうか。 

それでは，20ページからの個々の施策について，御意見・御質問をいただきたいと

思いますが，市民委員の方から，第４章に対する意見書をいただいています。 

まずは，その意見について，担当課からそれぞれ回答をいただきたいと思います。 

配布しています，意見書の１から４までに対して，それぞれの担当課から一括で説

明をいただいた後，委員の皆様から質問等をいただきます。   

地域協働課 

田之上 

「公民館の読書活動推進について」御意見をいただいています。公民館の図書コー

ナーを充実したものにしてほしいという御意見ですが，公民館の図書コーナーにつき

ましては，平成 18年度に移動図書館が廃止された後，図書館と連携して「ふれあいラ

イブラリー」として始まっています。ふれあいライブラリーは各公民館に，月 2 回の

配本と，その時に「読書相談」「本の予約」「リクエスト」を受けています。但し，公

民館の図書コーナーは，大変スペースが限られておりますし，そのスペースの拡張に

ついては，大変難しい状況です。今後は，公民館の図書コーナーのスペースの中で，

図書館と連携して，質の向上や内容の充実を図っていく必要があると考えています。 

来館者の関心を引くような，図書コーナーの見せ方の工夫や今公民館に来ていただ

いている方のニーズや年代を考えた配本の検討，さらに，予約リクエストについて，

図書の貸し借りに，柔軟な対応ができるような工夫を行っていきたいと考えています。 

図書館 

北川 

地域協働課からの説明のとおり，図書館が持っていった本を公民館に置いています。 

公民館に常時置いておく本は，図書館の職員が２週間に１度おじゃましないときで

も，自由に借りていただけるものです。ふれあいライブラリーというのは，図書館に

ある本に対して，「こういった本が読みたい」と，いう要望をいただいた後，要望のあ

った本を持って２週間に１度のタイミングで，利用者に来ていただいて，そこの場で

お渡しするというものです。公民館にある本を充実することにより，公民館を利用す

る方に本にふれていただく機会や，借りていただくことが多くなると考えています。 

３０館ある公民館の中で，図書コーナーというのは「奥まったところ」や「分かり

にくい」，そういう所が多いように思いますので，それを「ここにこんな本があります

よ」という表示だけでも，分かりやすくすることにより，多くの利用者に見ていただ

けるのではないかと思っています。手に取って見ていただくことにより，図書館から

本を持ってきているということを分かっていただき，リクエストも増えて，読んでい

ただく本も広がっていくのではないかと思っています。３０館ある公民館では，地域

ごとに利用者や要望も違っていると思うので，それぞれの公民館からいただいた情報

をできるだけ汲み取り，要望に応じた本を持っていければいいと考えています。 

【座長】 

水野委員 

つづきまして，２ 家庭での読書活動について教育指導課からお願いします。 
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教育指導課 

山田 

 「家庭での読書活動について」のイとウの具体的な取組について意見をいただいて

います。イの「親子読書と家庭での読書の取組」について，親子読書における具体的

な例として，学期に１回，１週間ほどの期間に，学校の取組であります，ノーメディ

ア運動と連携して，家庭で，テレビやゲームの時間を減らして，読書の時間の確保を

して，家族で読書をする取組があります。また，家庭での読書における具体的な例と

しては，小学校の低学年では，大人の家族が，子どもに対して読み聞かせをする。高

学年では，親子で同じ本を読んで，お互いに感想を言い合うという取組みもあります。 

 読書の日にちなんだ活動例ですが，各学校においては，図書委員会を中心に，「読書

祭り」という活動名称で取り組んでいる学校もあります。その中で，学年ごとに，子

どもたちに読んでほしい推薦図書等をリストアップし，それらの本を読破すると，図

書委員が作成した本のしおりをプレゼントするといった活動があります。こういう活

動を通して，子どもたちは，自分の本の幅を広げたり，本について，友達と話題を共

有したりすることができます。他にも図書委員が休み時間に読み聞かせをしたり，朝

の読書時間に先生が，日替わりで教室を回りお気に入りの本を読み聞かせをしたりす

る活動もあります。次の，親子読書の啓蒙についてですが，意見書にもあるように，

三重県教育委員会がしている，チェックシートがありますが，このチェックシートを

活用している学校もあります。提出することが目的にならないように，事務局で親子

読書に関する資料を作成し，各学校に提供してきました。具体的には，親子読書の意

義や，取り組み方についての資料を，家庭への啓発のための通信「読書だより」によ

り啓発しています。この効果的な具体内容例とか，親子読書カードの具体例を示すな

どして，学校がすぐに取り組みやすいように，そして，単なるチェックシートの提出

に終わる取組にならないように，資料の提供を行っていきたいと考えております。 

【座長】 

水野委員 

では，図書館お願いします。 

図書館 

北川 

図書館では，ウの子ども読書の日について説明します。図書館のカウンター横に，

毎月テーマコーナーを設けています。そのテーマに沿った本を別置するという取り組

み進めています。今年の４月には，「豊かな児童文学の世界へ」と題して，国内の児童

文学賞のほかにイギリスのカーネギー賞，ガーディアン賞，ニューベリー賞，コール

デコット賞などの受賞作品を集め啓発を行いました。今年は，「児童文学の世界へ」と

いうテーマでしたが，平成 26年４月には「一番○○な絵本」ということで，図書館に

置いてある絵本の中で，一番幅の長いもの，大きいもの，長い文章のものなど特徴の

ある絵本をたくさん並べて，「子ども読書の日」の４月に合わせて啓発し，お子さんに

読んでいただけるような本を，現在取り揃えているところです。 

この期間に限らず，児童閲覧室には，ミニコーナーを設け季節の行事や，子どもの

興味をひくテーマにそった飾り付けをするとともに，関係する本を集めて，本を選び

やすくするという工夫をしていますので，このウに書いてあるような，この期間の読

書活動に加え，日頃から本を読んでいただけるような活動をしています。 

【座長】 

水野委員 

それでは，地域協働課。 



6 

 

地域協働課 

田之上 

ウの子ども読書の日の取組ですが，子ども読書の啓発は，公民館便り等により，ま

た，公民館でのポスター掲示などにより啓発をしていきたいと考えています。それと，

「子ども読書の日」に合わせて講座の開催等も検討したいと考えていますが，地域性

もあり，全部の館で行うのは難しいと考えています。現在，「乳幼児教室」などの子ど

も向けの教室や講座があるので，例えば，「子ども読書の日」に併せて，読み聞かせを

１つ入れるという方法で，読書活動推進をＰＲしていきたいと考えています。 

【座長】 

水野委員 

つづきまして，ナンバー３の司書教諭についてですが，教育指導課お願いします。 

教育指導課 

山田 

②エとオの司書教諭についてです。小中学校の教員が学校図書館を兼務するという

ことは，教員の仕事内容からも大変であると考えています。また担当する教員が教師

経験の少ない先生ですと，学校図書館の運営自体に戸惑いがあるという声を聞くこと

があります。そのために，教育委員会事務局としましては，次の 3 点を中心に学校に

具体的な支援をしています。 

１点目は，今年度は，学校図書館担当者会を年３回開催予定しています。その時期

の仕事内容を具体的に伝えたり，読書活動に係る取組について，担当者同士が交流し

たりする場をもって，担当者が見通しをもって，できるように支援する計画を立てて

います。 

２点目ですが，読書について専門性の高い，学校図書館巡回指導員を全小，中学校

に派遣しています。小学校には年間６回，中学校には年間５回派遣をしています。 

この指導員が季節ごとにコーナーを作るなどの学校図書館の環境整備や，子どもた

ちへの読み聞かせを行うなど，図書館運営の支援をしています。 

３点目ですが，地域のボランティアに協力を呼びかけています。協力していただく

地域のボランティアには，子どもたちへの読み聞かせや学校図書館の環境整備をして

いただいています。このような支援により学校図書館担当者の負担軽減につなげてい

ます。御意見にあるように，学校司書を各学校に一人ずつ配置できれば，担当教諭の

負担は当然軽減できますが，学校司書の配置には相当な額の予算が必要となります。 

すべてを市が予算化することは難しいため，機会を見つけて，県や国に対して，配

置のための予算措置を要望していく取組をしています。 

現在のところは，司書の役割を，学校図書館巡回指導員を派遣することで，その役

割の一部を担っているというのが現状になります。 

【座長】 

水野 

４ 読書ボランティアの育成について教育指導課お願いします。 

教育指導課 

山田 

読書ボランティアの育成についてですが，教育委員会では，学校図書館ボランティ

ア講座を年に 1 回開催しています。参加対象者は読み聞かせボランティアと学校図書

館環境整備のボランティアの方々でございます。 

この講座におきましては，教育委員会事務局から最新の話題の本の紹介や，学校に

おける読書活動や読書に係る授業などを紹介することで，ボランティアが，学校の読

書活動を理解して，効果的に活動していただくことを目的に開催しています。また，

平成 25年度には，初めて本の修理をするボランティアが，すぐに作業に取り掛かかれ
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るように，「本の修理方法」などの動画をＤＶＤにまとめて，そして各小中学校に配付

しています。修理に特化した，修理ボランティア講座は，現在，学校では行っていま

せん。市立図書館で行っている講座を，ボランティアに紹介し，活用していただくよ

う，取組を進めています。 

【座長】 

水野 

図書館お願いします。 

図書館 

北川 

図書館では，「読み聞かせボランティアの育成講座」を，年 2回ほど，初心者と経験

者とに分けて 1 回ずつ開催しています。修理のボランティア講座は，図書館で年２回

開催しています。１回目は初心者の方，学校のボランティアの方が中心，２回目は，

図書館で長くやっていらっしゃる熟年の方を対象に開催しています。 

「読み聞かせ講座」とは，進め方を変えなければならないこともあり，修理をして

いる先生の手元を見て，あるいは一緒に修理をしていただくことがあります。したが

って，多くの方を募集することができないため，講座回数を増やしていく方法しかな

いと思っています。講師の先生の都合や日程もありますので，増やしてもいいという

ことが確認できれば，今後，増やしていきたいと思います。何度も同じ内容では，受

講者も，「前に聞いた」となりますので，「初心者」と「経験者」と分けなければなら

ないと思っています。 

【座長】 

水野委員 

地域協働課お願いします。 

地域協働課 

田之上 

読書ボランティアの育成につきまして，公民館では，まだまだ読書ボランティアの

育成が少ないと感じています。その講座を増やすことも１つの方法ですが，保護者が，

読書ボランティアに，関心をもっていただいて，その保護者がボランティアとして活

動していくような，流れができていくのがいいのかなと考えています。そのような中

で活動が活発になれば，「やはり修理ボランティアも必要だ」と，いうことも考えてい

ただけると思います。そういった中で，修理ボランティアの育成について考えていき

たいと思っています。今のところ，専門的なお話ということもあり公民館では，修理

ボランティアの講座は行われていません。 

【座長】 

水野委員 

それぞれ説明をいただきましたが，御質問，御意見などございませんか。ありまし

たら，質問番号，担当課を指名の上，発言をお願いします。 

河合委員 

教育委員会で，「本の修理方法のＤＶＤ」を各小中学校に配付しているということで

すが，これは，司書教諭の先生が管理していて，その方に言えば，借りることができ

るものなのでしょうか。それとも，ボランティアが借りることはできないのでしょう

か。 

教育指導課 

山田 

学校に配付している「ＤＶＤ」につきましては，その利活用は学校に任せてありま

すので，プラスになる活用であれば，貸出できると思います。 

河合委員 ありがとうございました。 
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【座長】 

水野委員 

それぞれのところでいろいろな活動をしていることが分かったのですが，読書週間

についてもそれぞれのところで取り組んでいただいていると思いますが，学校によっ

てばらばらということもありますので，全市的に鈴鹿市の読書週間というものを設け

て，それぞれの学校も図書館も公民館も一緒に「読書週間なんだ」というのがあると

いいと思いました。 

それから，学校司書は理想だと思いますが，予算的に難しいということがあれば，

今は，学校図書館巡回指導員を派遣していただいておりますが，校区に一人，中心と

なる方がいて，それが広まっていくという形でもいいのかと思います。何か取っ掛か

りを見つけていただき，より読書活動が進むように考えていただけるといいかと思い

ます。今，退職された方で，読書に造詣の深い方もみえるので，そういう方たちにお

願いするのもいいかと思います。 

それでは，20ページ以降に入ります。 

乳幼児期・児童期・青年期にそれぞれ，「環境づくり」・「出合いづくり」・「人づくり」 

の３項目あります。各課が，それぞれの項目について施策を計画しています。 

事前に資料配布されていることから，各課の説明を省略しまして，各施策について

は，御質問・御意見などをいただき，それを，計画に反映できるところは，取り入れ

ていただきたいと思います。各施策について，御意見・御質問等，ございましたら，

挙手の上，お名前の後にページ，施策の番号並びに担当課を言っていただいた後，施

策への具体的な御意見や御質問を受けたいと思います。本日は，施策の質問について， 

担当するそれぞれの課の担当者から回答いただきますのであらかじめ御了承くださ

い。では，乳幼児期の（１）環境づくりについて２ページにわたりますが，御意見御

質問を受けたいと思います。 

森川委員 

前回から思っていたのですが，乳幼児期の子どもというと，０歳児からになります

ね。「出合いづくり」にも，「人づくり」のところにもあるのですが，赤ちゃんへの読

み聞かせも含めて，具体的に乳幼児期の子どもにできるのかどうかという素朴な疑問

が私の中にあり，調べてみました。「ブックスタート」という取組があるそうです。０

歳児からの健診で，赤ちゃんと保護者が絵本を楽しむ体験をプレゼントする活動だそ

うです。具体的には，近くの「いなべ市」が行っています。赤ちゃんに，読み聞かせ

ボランティアさんが絵本を読み聞かせをします。その中で，赤ちゃんが絵本に興味を

もちます。そのようにして赤ちゃんの頃から本との出合いが始まっているということ

を勉強させてもらいました。この乳幼児期の子どもの読書活動推進のどの項目が，ブ

ックスタートという取組として理解してよいのか，あるいは，そこまで，積極的な取

組はしていないのか，そのあたりを教えてください。 

【座長】 

水野委員 

ブックスタートについて。  

図書館 

北川 

 他市でブックスタートを進めているところは，図書館が多いかと思います。１～2冊

の本を袋に入れて，お渡しするということが多いと思いますが，1冊 1000円以上の絵

本ですので，２冊となると一人 2000 円，1 年に 2000 人お生まれになると考えると，

現在の鈴鹿市の状況では大変厳しいだろうと考え，ブックスタートの代わりに，１歳
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半健診で，おすすめ本のリストを作ってお渡ししています。もう１つ，これは，健康

づくり課が担当なのですが，新生児の御家庭に民生委員や健康づくり課の職員が訪問

するという事業を鈴鹿市は実施しています。そのときにも，図書館が作成した０～２

歳までの赤ちゃんを対象としたおすすめの本のリストを持って，訪問していただいて

います。そのときにお渡ししたものと，１歳半健診でお渡しするリストは，同じタイ

トルの「あかちゃんのほんだな」なのですが，中身を変えて，お渡しするようにして

います。０歳のときにもらったリストと 1 歳半のときにもらったリストとでは違うの

で，これだけたくさん本があるということを体感していただけるようにしています。

1歳半健診のときは，その本を持って出かけ，そこで，その本を読むということをやっ

ていますので，それが，本市のブックスタートと捉えて，継続して進めていこうと思

っています。 

昨年まで，図書館ボランティアの協力のもと，１歳半健診でボランティアが献身的

に読んでいただいていましたので，1 歳半健診に図書館がおじゃまするということは

定着してきたと感じています。 

【座長】 

水野委員 

そうすると，０歳と１歳半とで２種類あるということですね。 

図書館 

北川 

違うリストが届けられるよう，毎年作るようにしています。 

水野委員 
０歳から２歳までを対象にした「あかちゃんのほんだな」というのがあって，それ

が毎年，更新されているということですか。 

図書館 

北川 

同じ「あかちゃんのほんだな」という名称なのですが，１版，２版，３版と版を重

ねています。最初は，毎年ではなかったのですが，平成 27 年度と平成 28 年度に作成

し，それまでに作成したものとを合わせて，３種類あります。現在３版まであります。

1 歳半健診の訪問では，２種類目のリストをお渡ししますので，０歳児の時と違うリ

ストが，届くようになっています。そのおすすめは，０歳から２歳までの３年分の本

が載っているということになります。 

木村委員 

ブックスタートは，20年ほど前にイギリスで始まったもので，生まれたばかりの赤

ちゃんに本に親しんでいただくために，自治体の予算で，絵本を２，３冊パッキング

し，本の読み方をお母さんにお伝えしながら，プレゼントするというものです。 

日本の自治体でもかなり行っています。東京 23区ですと，もう２次，３次のブック

スタートになっています。その中で，お兄ちゃんと同じ本をもらうのではつまらない

ということで，また，別の本をプレゼントするというように進んでいます。なにしろ，

これは，生まれた赤ちゃんに対する予算立てをしていかないといけませんので，すべ

ての自治体がそれを可能にしているというわけではありません。 

今，鈴鹿市は，ブックスタートに代わるものをいろいろ考えていただいていて，訪

問のときにリストをお渡しするとか，保健センターにおじゃまして読み聞かせをする

といった活動をしてもらっています。 

日本の赤ちゃん絵本は非常に発達していまして，赤ちゃんの絵本は必ず，正方形，

つまり，形が安定したものであり，角がとれていて，なめてもいいような印刷物で作
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られています。赤ちゃんに与えて，メリットのあるものが作られています。内容的に

も，最初は，「ワンワンニャンニャン」というようなもので理解していくわけですから，

見開きに１つの絵，その次は，「いないいないばあ」のように１，２というリズムにな

るよう，ちゃんと作られています。できればお母さんにも適切な時期に読んでいただ

けると，親子のコミュニケーションがより深まるということで，赤ちゃん絵本のコー

ナーを，図書館でも作っていただいています。 

【座長】 

水野委員 

個別に訪問してお渡しする取組は 24ページの普及啓発のところに記載があります。

健診のときの取組は，22ページの①のところに記載があり別になっています。別にな

っていますので，分かりにくいところもあるかと思いました。 

高田委員 

館長がおすすめの本と言われましたが，そのおすすめの本を判断するのは，館長も

入ってみえると思いますが，行政で関係する人だけで決めているのか，それとも，お

母さんたちの意見も入っているのですか。 

図書館 

北川 

図書館に置くのに適している本ということについて，私どもは，年間１万冊程度を

購入しています。業者が出しているリストが毎週来るのですが，基本はそこから選び

ます。それとは別に，ベストセラーや，長年読み親しまれているものの中から，図書

館の司書，児童書担当の司書が選んでおり，一般の方から，御意見をいただくという

ことはしていません。 

【座長】 

水野委員 

子ども育成課と教育指導課が担当の 21 ページの②のイのところに，「紙芝居等の整

備・充実に努めます」とありますが，これはなかなか予算的にも難しいことがあると

思うのです。前の課題でも，本が少なくて困っているということが出ていましたが，

図書館での団体貸出はできるのでしょうか。 

図書館 

北川 

図書館では，団体登録をしていただいた団体の方には，団体貸出を実施しています。

一般の方への貸し出しは，１回の貸出期間が２週間ということになっています。 

団体の方は，構成員の人数にもよりますが，20 人以上であれば，100 冊を１ヶ月の

期間で貸出をしています。幼稚園や保育所も団体貸出の対象になり，申請があれば，

団体貸出用のカードを発行します。各小学校は，団体貸出カードを持っており貸出も

しています。全校同じ時期に同じことを勉強しますので，どうしても重なるというこ

ともあり，団体の貸出冊数の上限があります。同じテーマ，同じ作者を 100 冊一度に

借りられると，他の利用者に迷惑が生じるということがありますので，１テーマ，１

タイトル５冊までという区切りをつけていました。例えば，「宮沢賢治」との希望があ

れば，宮沢賢治の本を５冊，他の 95冊は，違うものでお願いしていました。しかし，

学校からみると，厳しいものがあるので，昨年度に学校に，「どういった本を図書館に

置いて欲しいか」という聞き取りをし，学校支援用の図書を用意することにしました。

100 冊という上限はありますが，１タイトル 5 冊という上限を学校支援用の図書から

外し，「宮沢賢治の本」であれば，全て同じ学校が借りていくことが可能になりました。

まだ，日が浅いので，学校支援用の図書を利用している学校が少ないですが，徐々に，

広まっていけばいいと思っています。この夏休みは，学校の教員が，社会体験学習と

いうことで，図書館に何人かみえるのですが，そういった先生方に，「ここにこんな本
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があるので，これからどうぞ活用をしてください」というＰＲも兼ねて進めています。  

【座長】 

水野委員 

なかなかそういうことが広まっていないというのが現状ですので，そういうことを

発信していただけるとよいかと思います。 

図書館 

北川 

先ほど申し上げたことは，今年の４月から開始したもので，４月の教頭会で，「こう

いった本を用意しましたので，御活用ください」という案内と，団体貸出のルールを

一緒にファイリングして，各学校にお渡ししました。 

高田委員 

保育所，幼稚園などでは，教育の一環として，一年間の間に読書の時間というのを

制度的に決めているのでしょうか。又は，カリキュラムのような定めたものがあるの

ですか。 

子ども育成課 

北出 

保育所の保育方針といたしましては，保育指針に基づいています。乳幼児の言葉や

言語の望ましい姿を定めた指針があります。それに従い，子どもの興味や関心に合っ

た絵本等を読み聞かせ，又，それらに合わせた遊びや活動を展開していくという保育

をしています。学校の指導要領のように，「ここまでする」という枠はないのですが，

日々の保育の中で，必ず読み聞かせを入れるようにしています。 

０歳から就学前の５歳児までと年齢の幅があり，年齢によって子どもたちの絵本に

接する時間も違いますし，乳幼児期ですと，個々の月齢差も大きいので，その子に合

った絵本の活動を考えています。 

【座長】 

水野委員 

その子に合った絵本，その子に合った時間ということですね。次に進みたいと思い

ます。私のほうから，０歳から２歳までの絵本ガイドがあり，小学校でもあり，中学

校でもあるようです。３歳から５歳までの間のリストが抜けているように思うのです

がいかがでしょうか。 

図書館 

北川 

図書館では，０，１，２歳のリストと小学校の１・２年，３・４年，５・６年，中

学校というリストを作っているのですが，その間の３～５歳というのは作っておりま

せん。 

【座長】 

水野委員 

教育指導課はどうでしょうか。 

教育指導課 

山田 

年齢に応じて，その子たちに読んでほしい本のリストというのは，学校のほうでも

作られていますし，教育指導課のほうからも推薦図書リストを送付しております。 

【座長】 

水野委員 

３～５歳のリストもあるといいかなと思います。できたら，図書館は図書館，学校

は学校と別々に作っているので，できたら，一緒になって，それを子どもももらい，

本屋さんに行ったら貼ってあり，親も知っているという形になるといいかと思います。 

図書館 

北川 

図書館が作っているリストは，すべて図書館にある本を載せるということになって

います。学校に配布すると，学校にないということもあるかもしれません。図書館に

行けば借りることができると案内していただければありがたいと思います。 

今後いろいろなリストを作るうえでも，基本姿勢は変えずに，図書館に所蔵してい

る本から選んでいきたいと思います。 

木村委員 リストというのは，保護者に向けてなので，幼稚園では，現場で実物を紹介するの
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が，一番効果があると思います。図書館のリストをお配りしても，そこに本が無けれ

ば，子ども達は，いただいたリストを持って本屋さんに行くことが，なかなかできま

せん。学校では，学校図書館で本を紹介するためのリストとか図書館はテーマごとの

リストを紹介しています。お母さんに向けてというのと，子どもに向けてというので

少しリストの感覚が違います。子どもたちには，実際には本があったほうがいいと思

います。 

【座長】 

水野 

対象が違うということなのですね。 

木村委員 

年間に 8000冊くらい児童書が出版されており，わかりにくいのでリストが欲しいと

いう保護者の要望はたくさんあります。それをなくしていくことはできませんけれど

も，一方で長く読み継がれてきた本を中心に紹介していくということがありますが，

やはり，先生がいいよという本を紹介していただくのが子どもたちにとってよいと思

います。 

【座長】 

水野委員 

ほかに，よろしいでしょうか。 

それでは，休憩をとりたいと思います。 

＜ 休  憩 ＞ 

【座長】 

水野委員 

始めさせていただきます。 

児童期の子どものところで（１）環境づくり 26ページ，27ページのところで御意

見，御質問ありますでしょうか。 

【座長】 

水野委員 

次に，28，29ページの出合いづくりのところはいかがでしょうか。 

森川委員 

学校図書館の利活用の推進のところで，２つ取組が提示されておりますが，子ども

読書の日とか，秋の読書週間の取組とか，図書館内のサインや見出しとも関わってく

るのだと思いますが，学校図書館を子どもたちにとって，楽しい雰囲気づくりにする

ことも学校図書館の利活用推進につながると思います。学校では，図書館まつりなど，

学校図書館を利用したくなる様々な取組もしておりますし，掲示物の工夫やボランテ

ィアや巡回指導員による工夫もたくさんあります。 

そういった利活用の推進というのも１つ項目を挙げておくのもはっきりとした形で

見やすくなるのではないかと思いました。 

教育指導課 

山田 

また，検討させていただきたいと思います。 

【座長】 

水野委員 

利活用のところですが，「指導計画に位置づけ，調べ学習等に取り組みます」という

ことになりますと，指導のほうに重点が行きますので，ここは，学校図書館の利活用

なので，「位置づけます」を後にして，文章を反対にしたほうがよいのではと思います。 

教育指導課 

山田 

ありがとうございます。 

【座長】 

水野 

ほかによろしいでしょうか。次に 30ページのところ，人づくりについて。児童期の

ところ全般でいかがでしょうか。 
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【座長】 

水野 

それでは，青年期のところにいきます。 

32ページ，33ページのところで。 

河合委員 

環境づくりの①のイのところの「子どもから大人への成長期に対応する本を集め」

（ティーンズコーナー）とあるのですが，これは今までやっていなかったので，これ

からやっていただけるということでしょうか。 

図書館 

北川 

ティーンズコーナーは，図書館の活動として書いてありますが，現在ティーンズコ

ーナーはあります。昨年の 10月以降，設けました。それまでは，児童書の中に，中高

生に読んでほしい本が入っていました。一般の図書のほうにも，中高生に読んでほし

い本が入っていました。一般書の中にありますと，「どれが，合うか」とか，興味をも

っていただくための工夫をしにくいということもありまして，中高生の方に読んでい

ただきたい本や適していると思う本を集めて，ティーンズコーナーを作りました。一

般書も混じっています。 

河合委員 それは常時あるということでしょうか。 

図書館 

北川 

そうです。常時あります。検索機の隣，入り口から言うと奥にあります。そこは以

前，国際コーナーといって，いろんな外国語の本が置いてあったところです。そこを

去年からティーンズコーナーと位置づけ，掲示にも工夫し，中高生の方に興味を持っ

ていただけるようなコーナーにしてあります。 

【座長】 

水野委員 

図書館 33ページの②のオですが，ホームページの情報発信について，たくさん本

がある中で，何を読んだらいいかということが難しいと思います。リストや紹介があ

るのはいいことだと思います。ホームページでは，どういう発信を考えていらっしゃ

いますか。 

図書館 

北川 

現在も新刊案内として，例えば，今ですと，7月に入った一般書をピックアップして

ＨＰで紹介しています。一般書の中で，ティーンズ向けによりすぐったものを特化し

てＨＰに掲載し，例えば，「今月はこれがおすすめですよ」というような表現で出して

いければいいと考えています。 

【座長】 

水野委員 

そういうコーナーがあるといいですね。 

図書館 

北川 

図書館のＨＰは，図書館システムのパッケージものなので，なかなか新しいページ

をつくるのが難しいところもあります。図書館が契約しているシステムの中で，でき

るかぎり，わかりやすく表現していきたいと思っております。 

今年の 10月から，新システムに変わりますので，今のＨＰとは少し違う内容になる

と思います。工夫していきたいと思います。 

【座長】 

水野委員 

ほか，よろしいでしょうか。 

34，35ページの出合いづくりはいかがですか。 

【座長】 

水野 

では 36ページの人づくりのところはいかがですか。 

高田委員 
①のウ 「就労に関する情報に関する情報を提供し」とありますが，就労とは仕事

のことですか。例えばどういうことですか。 
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図書館 

北川 

図書館の２階に学習室があります。利用者は，主に中学生から高校生くらいの方が

多くなっています。一般の方もみえますが，その部屋の入ったところに就労支援コー

ナーというのを設け，鈴鹿市のハローワークから定期的に送ってもらっている求人情

報をパンフレット入れに入れています。また，進学や就職に関するポスターを貼って

います。 

【座長】 

水野委員 

ほか，よろしいでしょうか。高校生の方，青年期のところで，意見でも希望でもあ

りませんか。こんなのがあったらいいなというようなこと。 

森川委員 

高校生に代わって言うわけではないのですが，37 ページの③のイに，「図書館や読

書に対するマイナスのイメージ」とありますが，どういう意味合いでしょうか。高校

生の方，マイナスのイメージ持っていますか。 

岡田委員 いや，ないです。 

木村委員 

文科省が行った高校生の読書に関する意識調査で，その中の回答に，読書というの

は「必要がないと思う」「興味がない」「本が嫌い」ということがあります。それがマ

イナスイメージということになるのではないでしょうか。 

「高校生が本を読むにはどうしたらいいと思いますか」と高校生に聞き，その回答

を３つのグループに分けています。ひと月に 1 冊以上読んでいる子の回答，読む時間

がないと回答した子どもたちの回答，1 冊も読まないけれど，読書は必要ないと答え

た子どもたちの回答です。 

「どうしたら読むようになると思いますか」という質問に，「本をもっと安くしてほ

しい」とか，「絵とか挿絵とかがあるものを取り入れてほしい」とか，「おすすめして

もらう本は字が細かいので，もっと字を大きくしてほしい」とか，そういう回答があ

りました。そういう回答に対して，私たちがどうしていけばいいかということを考え

る必要があります。 

 月に 1冊以上読んでいる子ども達は，「もっと近くに図書館があったらいい」とか，

「本を安くしてほしい」，「学校図書館を整備してほしい」とか，「先生に本を紹介して

ほしい」という回答がありました。「０冊で時間が無い」という子たちは，読書が嫌い

ではなく，「学校で本を読む時間を作ってほしい」と回答しています。いろいろと忙し

いので，学校で，時間をとってほしいと子どもたちの側から言っています。そんなふ

うに施策を考えていこうというのが載っていて，マイナスイメージというのは，「本は

必要が無い」というようなことではないでしょうか。 

森川委員 そういう子は，多くはないですよね。 

木村委員 

「本は好き」と６割の子が，答えています。「時間がない」ということと「嫌い」と

いうのは，同じ０冊でも違うというふうに捉えています。ですから，マイナスイメー

ジや先入観というのは，こういう子たちもいるのではないかと思います。 

図書館 

北川 

図書館がこういう表現をしたのは，図書館を利用していただく中高生の多くは，学

習室の利用で本を借りるというよりは，部屋を利用しに来る方が多いと感じています。 

部屋を利用しに来たときに，自分の思っていたほど席が空いていなくて，「座れなか
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ったから，もう図書館には来ないわ」という形で帰られるというのも 1 つのマイナス

イメージでしょうし，あるいは，昔，小さいときに利用したときに大人の人に怒られ

たからマイナスイメージをもってしまったということもあろうかと思います。図書館

へ行けば，楽しいとか，知識が得られるとか，いいことがあるとか，お金を使わなく

ても本が読めるというような，プラスイメージに転換するということをしたいという

ことです。 

高田委員 
そのことで，比較的図書館が空いているのは，我々のような人が利用する，勉強す

る部屋の隣に，特別な部屋があるのですね。あれ，何室というのですか。 

図書館 

北川 

参考図書室です。 

高田委員 

例えば，受験期だとか，夏休みだとか，子どもたちが一番利用したい限られた時だ

け，参考図書室を半分に仕切るとか，あそこを全部中高生に開放するとか，我々のよ

うな年代の方には少し我慢してもらうとかはどうでしょうか。もう座れないという苦

情が多いのであれば，そういう方法もいいのではないでしょうか。そういうことも子

どもたちのために配慮して，本を使わなくても自分の部屋代わりに使っていいと思い

ます。少しでも使ってもらうために，お互いに融通をきかしてもいいかと思います。

限られた時間，期間だけですから，それで文句言う人はいないと思います。 

図書館 

北川 

学習室が，いっぱいになるのは，中高生の中間，期末テストの期間中や，前の週の

土日で，年に５，６回の土日がちょうど重なります。そのときに，図書館等のイベン

トがなければ，視聴覚室を開放して使っていただいています。それと，新聞閲覧室の

真ん中のスペースだけを新聞を見ていただくために優先的に使っていただくようにし

ていますが，周りにある机は勉強しても大丈夫ですので，以前に比べると学習スペー

スの席数は増えていると思います。マイナスイメージを持って帰っていかれる方は少

なくなっているとは思います。ちょっと年齢が上の方から，「学生がうるさいから帰っ

てほしい」ということや，「もう少し新聞を見るところの席がほしい」という声は日々

いただいておりますので，どういうふうに，話をさせていただくかというのが苦労の

種でございます。 

【座長】 

水野委員 

まだ，御意見いただいていない方もみえますが，全般を通してでも結構ですので， 

いかがでしょうか。 

河合委員 

ティーンズコーナーが出来ていたというのを，今はじめて知りましたし，あと，図

書館に行ったときに，「児童書のコーナーの配置」とか，とても変わっていました。と

ても見やすくなって，変わったという印象をもちました。そういう情報をもっと発信

していただけるとよいと思います。例えば，「広報すずか」とかそういうところで，「図

書館がこんなふうに変わりました」とか，発信していただけると，もっと中高生の方

にも分かっていただけるのではないかと思いました。 

図書館 

北川 

ありがとうございます。いろいろなイベントをする際には，広報で周知をさせてい

ただいていますが，別途，特集を組み，「変わったこと」について取り扱っていただく

ことは，広報の紙面の関係上厳しいものがあると考えています。新聞社がリニューア

ルしたことを取り上げてくださり，写真付で載せていただいたことが，何社かありま
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した。新聞社にも情報発信を常にしてやっていきたいと思います。 

【座長】 

水野委員 

他によろしいでしょうか。 

木村委員 

乳幼児期，児童期，青年期と分けたことにより，啓蒙・啓発という部分が少しぼや

けてしまうように思います。国や県の計画でも，社会全体で，読書に関することを促

進していこうとか，そのような機運をつくりたいということが，書かれています。 

やはり，啓蒙，啓発をしていくというのは，保護者だけではなく，「社会全体で子ど

もの読書というものを見守っていきましょう」みたいなのが，あったほうがいいだろ

うと思います。 

この中に，「放課後児童クラブ」は出てこないのですよね。現在市内には，たくさん

の「放課後児童クラブ」が設置されていて，たくさんの子ども達が利用し，過ごす時

間も長いです。そういう中で放課後児童クラブの子どもに本が必要ではないかと積極

的に考えてくだされば，また，本にふれる時間もできてくるのではないかと思います。

実際には，本が少ないところもあるようですので，「鈴鹿市全体で，子どもの読書活動

を見守っていきましょう」というか，「子どもの本をいろんなところにおいていきまし

ょう」とか，ポスター等何でもいいですから，啓発していただければ，民間でも何か

していただくことが出来るのではないかと思うことが１つです。それと，企業は，社

会貢献ということを進めていて，例えば，「全国おはなし訪問隊」という講談社が行っ

ている，４トントラックを図書室のようにしつらえて，何百冊の本を幼稚園や小学校

を回るという活動をしています。三重県にも３年に一度やってきています。鈴鹿市で

も，幼稚園や小学校，公民館で呼んでいただいているようです。お話をしてもらった

後，図書館の本を見るということをしています。企業の社会貢献として行っています。

いろいろな社会貢献の形として，子どもと本を近づけようとしています。鈴鹿市でも，

何か企業が子どもと本をつなぐという形を見せていただくには，啓蒙，啓発というこ

とがあったほうがいいのではないかと思います。発達段階に応じて，こうしていきま

すという細かいことも大事で，これを指標として考えていかないといけないと思うの

ですが，もう一つ大きな社会全体で促進するとか，社会の機運を高めるということも

どこかに入れていただきたいと思います。 

【座長】 

水野 

どこが担当になるかわかりませんが，大事なことだと思います。啓蒙啓発のことに

ついてどうでしょうか。 

図書館 

北川 

放課後児童クラブに本が少ないというのは，確かにそういう声をいただいていて，

図書館に廃棄する本があれば，もらえないかという声もいただいています。図書館で

は，破れているとか，濡れて読むに耐えない本は，焼却処分になりますが，そうでな

い本については，リサイクル図書として，御自由にお持ち帰りくださいという形で，

置いておきます。 

児童書，特に絵本につきましては，放課後児童クラブや健康づくり課の図書コーナ

ーに置くために，お声がけをしています。それで余った本だけ一般の方にさし上げて

います。小学校で使えるような本は，庁内のシステムを使って，お知らせをしていま
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す。何校かが取りにきてくれます。それによって，それほど新しい本ではないのです

が，予算が潤沢ではないので，助かりますというお声をいただいています。それから，

企業の社会貢献については，ＣＮＳの市民チャリティゴルフ大会というのがあって，

昨年まで 19 回していて，参加費から図書館に 50 万円程度の本をいただいています。

今までで，約 5800冊になります。ＣＮＳからいただいた本かどうかがわかりにくかっ

たのですが，昨年から，チャリティゴルフ大会からいただきましたということがわか

るように，本の裏表紙にはんこを押して，市民の方にも分かっていただけるように，

貸出をしています。 

【座長】 

水野委員 

市民への啓蒙について，こういう意見があったということで，それぞれのところで，

また，考えていただけますでしょうか。 

全体の中で，ちょっと表現が気になったのが，「～たり，～たり」が多いように思い

ます。言い切りの形にするか，「または」とか，「と」にするとか，「～たり，～たり」

が多いとぼやけてしまう感じがします。また，いろいろ工夫していただけると思いま

す。 

【座長】 

水野委員 

私，読ませていただいて，すごく楽しいなと思いながら見せていただいたのですが， 

鈴鹿市で一体となり，読書に取り組んでいくという期間があるといいと思います。そ

の期間内に，１つイベントがあってもよいのではないかと思います。講演会があった

り，読書感想文の発表会があったり，読書に関するクイズコーナーがあったりといっ

た，そういうものがあると，読書って楽しいなと感じ，今まで図書館に行っていない

子も参加できるのではないかと思います。予算的に難しいと思いますが，そういうこ

とがあるといいと思いました。 

【座長】 

水野 

それでは，（３）第５章の方向性について，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５章 成果指標と成果目標について今後の方向性について御説明します。 

前回の市民委員会において，成果指標を設定することを御説明いたしました。 

本日は，成果指標と成果目標を記述する枠組みの案のみ，資料として配付しました。 

第３次計画の枠組に沿って，目指す成果を設定しますが，３つの基本目標ごとに９

つにわけて目指す成果を示すのではなく，環境づくり，出合いづくり，人づくりの３

つの方向から取り組んだ結果としての成果を発達段階ごとに定めます。 

検証する成果指標は，１つから２つ程度を考えています。 

今後，ワーキンググループで，各発達段階の目指す成果と指標を検討し，作成した

ものを９月の市民委員会で御説明いたします。 

【座長】 

水野委員 

ありがとうございました。他によろしいでしょうか。 

長時間ありがとうございました。たくさん意見を出していただきました。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。 

以上で本日の会議を終了いたします。長時間にわたり，ありがとうございました。 

 


