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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３回） 議事録概要 
 

開催日時 平成 28 年９月６日（火） 16：30 ～ 

場所 市役所本館 12 階 1202 会議室 

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），教育指導課（服部ＧＬ，西村） 

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 14 名） 

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） 

・意見書 

・第２回 第３次鈴鹿市子ども読書活動推進計画策定市民委員会議事録 

 

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 

早速協議に入りたいと思いますが，御協力よろしくお願いいたします。議事に入り

ます前に，図書館長から，前回の発言について，訂正があるということですのでよろ

しくお願いします。 

図書館長 

北川 

前回の委員会において，「３歳から５歳の子ども向けの本のリストはないのでしょう

か。」という御質問に対し，私のほうからは，「ありません。」という回答をしましたが，

帰って確認しましたところ，リストがございましたので，その１点を訂正いたします。

【座長】 

水野委員 

それでは，事項書 ２ 協議事項に進みます。 

「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４章の修正点について」に入る前に，意見書が出されていますの

で，教育指導課から意見書の質問番号１番及び２番について説明していただきます。

質問番号の３については，協議事項の（２）「第５章成果指標と成果について」のとこ

ろで，触れたいと思いますので，１と２について，教育指導課，説明をお願いします。

教育指導課 

西村 

意見書についてですが，学校図書館運営にあたる専門的人材は，学校司書と司書教

諭になると考えています。その両者の役割は大変重要と考えています。しかし，現在，

本市では，学校司書を配置していないのが現状です。司書教諭の国の配置基準は，「12
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学級以上の小中学校に司書教諭を置く」と定められていますが，本市では，全ての小

中学校に司書教諭の配置をしています。学校司書の配置につきましては，引き続き，

国や県に学校司書配置の要望をしていきたいと考えています。  

【座長】 

水野 

計画に位置づけ，国や県に要望していくということでよろしいでしょうか。 

それでは，協議事項に入ります。（１）「第１章から第４章の修正点について」第２

回の策定市民委員会において，皆様から，様々な御意見をいただきました。その結果，

第１章から第４章までの部分で変更や一部修正があるようなので，第１章から第３章

までを事務局から，第４章は，それぞれの担当課から説明をいただきます。また，質

問等は，第１章から第４章までの説明を受けた後，お願いします。 

【事務局】 

文化振興課 

田中 

修正箇所の説明の前に，全体に関わることを少し説明します。本計画の字体を，丸

ゴシック体を基本にして，カットの挿入,見出しのデザインなどを整えました。 

目次につきましては，本文が整いしだいページを入れます。資料編につきましては，

本日，用語解説のみ一緒に綴じました。解説を必要とする同じ用語が，何度も出てく

ることから，五十音順に記載し，その用語が記載されているページ番号を記していま

す。本文中に小さなアスタリスクの印がついた語句について記載し解説します。 

 

それでは，前回の市民委員会以後の修正点について説明します。 

まず，第１回，第２回の市民委員会でいただきました「『発達段階で分けたことにより，

啓蒙，啓発という部分がぼやけてしまうのではないか』『啓蒙，啓発をしていくのに，

保護者だけでなく，社会全体で子どもの読書を見守っていきましょうということがあ

ったほうがよいのでは』という御意見及び，『民間の企業でも何かできるのではないか』

ということから『社会全体で促進する』『社会の機運を高める』といったことについて，

どこかにあれば』」という御意見がありました。 

 これらにつきまして，第３章の基本方針の 17 ページ（２）３つの基本目標のところ

で，「家庭，地域，学校等が連携し，社会全体で進めていきます。」という言葉で表し

ていました。さらに具体性をもたせるために，7ページの（５）第３次計画が目指すも

ののところに，子どもの発達段階に応じた継続的な読書活動推進をしていくために，

「保護者や保育所，幼稚園，学校，図書館，公民館といった市の施設の連携・協力の

みならず，様々な地域の物的資源・人的資源との連携・協働や市民への広報・啓発を

も視野に入れた『家庭・地域・学校等の連携』を強化する」ということを各課が共通

理解して取り組む為に加筆しました。読書活動推進の取組を実施していく際に，「協力

を求められるところはないか」，「連携できるところはないか」といったことを，意識

して取組を進めることになります。 

 このことに伴い，18 ページの計画の全体像を示す図の，「地域」の部分に，「公共施

設，書店，企業等との連携」というのを加筆しました。 

 

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 のうち，３ 青年

期の課題についてです。 

１つ目の課題のうち，「小中学校間の相互貸借による資料の有効活用」を削除しまし
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た。小中学校間の相互貸借については，主に小学校側から望まれることであるという

こと，そして，中学校は，小学校と比べて図書購入予算も多く，買った図書を並べる

ことに困難を抱えており，「スペースの有効利用」ということが，課題となっているこ

とから，青年期のほうの小中学校の相互貸借は削除したいと考えています。 

 

最後に第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方策の中の修正点

についてです。 

 19 ページ施策一覧の，乳幼児期の出合いづくり①を修正しました。これは，市民委

員の方の御意見による修正ではありませんが，修正前は，「親子が絵本等を通してふれ

あう機会づくり」としていたのを「家庭における絵本等を通したふれあいづくり」と

変更しました。これは，「様々な家族形態，家族の事情があり，親子とは限定できない」

ことを踏まえ修正しました。 

次に４章の具体的な取組の修正点についてです。１つ１つの取組のあとに【かっこ】

をして担当課の頭文字が入れてありましたが，担当課の表示を消し，38 ページ以降に，

取組をキーワードで簡潔にし，担当課を記した一覧表を作りました。したがって，20

ページからの取組の文言には，主体となる機関の名称を入れるなど，どこで，なされ

る取組かがわかるように記載しました。  

 

 22 ページ，乳幼児期（２）出合いづくりの①のオについてですが，前回の市民委員

会で，推薦図書リストについて，３歳から５歳のリストもあるとよいという御意見を

いただきました。ワーキンググループで検討し，取組の中に入れました。併せて，児

童期，青年期には「子ども読書の日」や「読書週間」等を活用して，どの課も読書活

動の推進や普及・啓発に取り組むという取組がありますが，乳幼児期だけ記述がなか

ったので，乳幼児期も同様に各課その時期に意識して取り組むということで加えまし

た。同じページ①のエと 24 ページの（３）人づくり①のアのところです。 

教育指導課 

西村 

29 ページ 「児童期の（２）出合いづくり」の「②学校図書館の利活用の推進」の

ア，イ，ウについて説明します。 

まず，アについて，前回いただいた御意見を受けまして「位置付けます」を最後に

いたしました。35 ページの「青年期の出会いづくり」の②のアについても同様になり

ます。 

次にイについてですが，前回いただいた御意見を受けまして，授業以外の学校図書

館を利用したくなる様々な取組について，項を起こしました。P35 の「青年期の出合い

づくり」の②イについても同じような文言にしました。 

最後にウについてですが，学校図書館の利用指導について，小学生のうちに，どの

子も正しく，効果的に学校図書館を利用できることが大事だと捉え，項を起こしまし

た。 

31 ページ「児童期の（３）人づくり」の「②小学校教職員や司書教諭の読書活動推

進に関する知識・技能の向上」のウ，エについて説明いたします。 

まず，ウについてですが，当初の「司書教諭が必要な時間の確保に努める」ですと，
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「司書教諭本人の努力で時間を生み出せる」といった誤解を招く可能性がある為，「司

書教諭の授業時間軽減」と改めました。37 ページの「青年期の人づくり」の②のイに

ついても同様になります。 

 

次にエについてですが，専門的な人材の名称につきまして，学校図書館法に「学校

司書」と定められていることもあり，加筆しました。37 ページの「青年期の人づくり」

の②のウについても同様です。 

 

33 ページ「青年期の（１）環境づくり」の「③生徒の多様なニーズに応じた環境整

備」のウについて説明します。「性格」という言葉は，「能力・適性・興味・関心」に

含まれると捉え，性格を削除しました。35 ページの「青年期の出合いづくり」の③の

イについても同様です。 

【座長】 

水野委員 

それでは，御意見や御質問等がございましたら，発言をお願いします。発言に際し

ては，挙手の上，お名前の後に計画素案のどの部分についての御意見，御質問か分か

るように，章や項目，ページ数等を言ってからお願いします。必要があれば，担当課

の指名もいただきたいと思います。 

森川委員 

29 ページの「（２）出合いづくり②学校図書館の利活用の推進」のところですが，

ア，イ，ウということで，図書館まつりのことと図書委員会の活性化ということを，

入れていただきました。これはいいのですが，その下のウですが，「学校図書館の利用

指導を行います」という部分が，浮き上がって見えます。アやイの取組をする事前の

活動としてあるというように考えるわけですが，あえて項を起こして，「利用指導をす

る」という中身が何なのかが，大変細かいことを言うようですが，気になりました。

【座長】 

水野委員 

私もちょっとそこが気になっていまして，もう少し説明が必要ではないかと思いま

す。先ほど，教育指導課から説明があったときに，その前に，付け足して説明されま

したよね。あの部分が，入るといいのかなと。「どの子も正しく，利用できるように」

というようなこと，利用指導の目的みたいなものが入るとよいのではないでしょうか。

森川委員 そうですね。 

【座長】 

水野委員 

いかがでしょうか。 

教育指導課

西村 

おっしゃるとおり，利用指導というのは，当たり前というか，事前にということは

分かっているのですが，学校現場では，どの子も正しくということを全ての教員が意

識して指導することが，普段の図書館の週１回の授業では，なかなか難しく，徹底し

にくい状況があります。基礎的なことですが，改めて明記しました。今，おっしゃら

れましたとおり，これだけですと誤解というか，理解されにくいかもしれません。 

【座長】 

水野委員 

より高い利用指導というか，利用指導をすることによって，もっともっと図書館が

好きになり，本が好きになりということを目指していくということで，少し付け足し

ていただくと良くなると思います。 
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高田委員 

10 ページの，小さく黒く記載されている学校図書館図書標準を達成している小学校

の割合について，国平均が 60.3％，鈴鹿市が 23 年度末 3.3％でしたが，平成 25 年度

末では，いっきに 40％になっています。一つは，読書だけでなく，百科事典などを活

用し調べて学ぶということに重点を置いたとあります。お尋ねしたいのは，全国平均

を大きく上回る市町村の図書館と鈴鹿の図書館と比べて，どういったところが違うの

かというのは調べられましたか。平均が 60.3％ということは，中には 80％の市町村も

あるのではないかと思います。そこと鈴鹿の違いがどういうところにあるのか，自分

たちの目で見るとか，そこで担当している人とのコミュニケーションから学びとると

いうのは，無かったのでしょうか。 

教育指導課長

山田 

御指摘の部分ですが，文部科学省が出している数値と，鈴鹿市の数値の比較をした

だけでございまして，どこが，一番数値が高いとか，そのあたりの把握はしていませ

ん。 

教育指導課

西村 

市としてのパーセントは，学校図書館の現状に関する調査にすべて表れていますが，

個々の学校の結果は分かりません。 

教育指導課長

山田 

ですから，いわゆる数値の高い先進校に出向いて視察をするというのには，至って

おりません。 

高田委員 

私がすごいと思ったのは，わずか２年で 3.3％から 40%，これは大変な御苦労をされ

たのではないかと思いました。着眼点を置くところが，素晴らしい，的を射ていたの

ではないかと，そこのところをすごいと感心しての質問なのです。だから，そういう

サンプルがあったのかということを聞きたかったのです。無いとしたら，自分たちで，

すごく考えられたのだと思いました。 

【座長】 

水野委員 

お褒めの言葉をいただきました。ほか，よろしいでしょうか。私は，小学校におり

ましたので，小学校中学校や幼稚園の取組などをよく見せていただいていたのですけ

ど，この機会に図書館と公民館のいろいろな取組について，いろいろされていると改

めて感じました。 

先日，公民館に行く機会があり，前回の市民委員会で公民館の図書コーナーがどこ

にあるか分かりにくいというお話がありましたので，改めて見ましたら，玄関を入っ

てすぐのところにたくさん並べてありました。こういう努力していただいていること

をもっと市民に知らせていく必要があると思いました。この計画の中に「どんどん啓

蒙していこう」という項目がたくさんあります。もう少し，展示方法の工夫をしてい

ただけるといいかと思います。多くの本が，まとまって並べてあるので分かりにくい

ところもあります。表紙が見えるように置いていただいたりすると，もっと子どもの

目もいくし，保護者さんの目にとまるのではないかと思います。 

青年期のところで，高校生の方にせっかく入っていただいています。高校生の委員

の方は，学校図書館とか市の図書館とか，よく行かれますか。岡田委員どうでしょう

か。 

岡田委員 
 学校図書館はよく使っていますし，学校に無い本を求めて，市の図書館に行くこと

はあります。 
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【座長】 

水野委員 

うれしいですね。そういう方がみえると。飯田委員はどうですか。 

飯田委員 私も岡田くんと同じです。 

【座長】 

水野委員 

市の図書館や学校図書館で，もう少しこういうところがあるといいなと思うところ

はありますか。こういうふうにしてもらえるといいなとか，こういうコーナーがある

といいなとか，ありますか。 

岡田委員 結構満足していますね。 

【座長】 

水野委員 

ほか，いかがでしょうか。 

高田委員 

図書館ですごいと思うことがありました。ある本を借りに行ったら，「ここには無い」

と言うのです。そして，「お待ちください。どこそこの公民館にあります。」と言うの

です。すごいなと思いました。その連携というか，情報が。「何日と何日に開いていて，

今，あるかどうかを調べます。」と，言うので，これは，すごいことだと思いました。

各学校図書館どうしのそういう本のあるなしの情報，または，センターとしての図

書館に「どこの学校の図書館にあります」といった情報の集約化というか，そういう

システムはないのでしょうか。 

図書館長 

北川 

各学校の情報につきましては，図書館システムと連携していないので，今の段階で

は難しいです。今後，県内の情報を共有していくという意味で，市外の図書館，例え

ば，四日市とか桑名市とかの図書館の情報が今までよりも早く検索できるというシス

テムに徐々に変更していくことになっています。しかし，学校とは今のところ想定さ

れていません。 

【座長】 

水野委員 

小学校どうしもなかなか難しいですね。 

教育指導課

西村 

小学校の図書館には，インターネット環境がありません。他の学校のシステムとつ

ながっていないので，見ることができません。自校のパソコンで見ることができる部

分について，本の検索が可能となっています。 

【座長】 

水野委員 

そういうこともだんだん進んでいくと，いいなと思いますが，現時点では難しいと

いうことですね。本を読みたい人は欲しいと思ったらすぐに欲しいので，そのような

連携があるといいですね。 

では，「第１章から第４章の修正点について」をこれで終わります。 

（２）第５章 「成果指標と成果目標について」に，入りますが，第５章に対しても，

意見書が出されています。意見書の質問番号３番になりますが，第５章の関連事項な

ので意見書への説明並びに第５章を一括で事務局から説明をいただきたいと思いま

す。それでは，意見書及び第５章について事務局説明をお願いします。 

【事務局】

文化振興課

田中 

本計画の推進に当たり，子どもの読書活動が効果的に推進されているかを客観的に

測るため，指標を設定しました。 

「指標の項目が，乳幼児期，児童期，青年期にそれぞれ２項目，３項目しかないの

は，なぜか」という御質問をいただいています。 
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これについてですが，本計画では，それぞれの発達段階において，「環境づくり」「出

合いづくり」「人づくり」の３つの方向から，目指す成果の欄に記しました「子どもの

姿」を目標として取り組んでいきます。本計画で，家庭，学校，地域が連携して取り

組んだ結果として，子どもの読書活動の状態がどのように変わったのか，つまり，計

画で目指す子どもの姿がどこまで到達できたかを客観的に測るものとして，適切かつ，

測定可能な成果指標を２項目～３項目定めました。 

まず，乳幼児期の目指す成果を「家庭や保育所，幼稚園で，読み聞かせを楽しんで

いる」としました。成果指標は，保育所，幼稚園に通う５歳児の家庭で，保護者によ

る読み聞かせが週に１回以上行われている割合です。 

これは，昨年度末に，計画の検証をする際に実施したアンケートの質問項目の１つ

です。昨年度末のアンケートの結果から現状値は 54％です。年に１％ずつの増を目指

し，平成 31 年の目標を 57％としました。 

幼稚園や保育所,園における読み聞かせの実施については，ほぼ 100％実施されてい

ますので，もう１つの成果指標は，鈴鹿市立図書館における６歳以下の人口一人当た

りの年間貸出冊数としました。平成 27 年度末の実績が 5.9 冊でした。３年間で 0.1 冊

の増を目指します。 

0.1 冊といいますと，少ないようにお感じになるかもしれませんが，今年度６歳以

下の人口は，６月現在で 12,399 人ですので，0.1 冊を乗じますと，約 1240 冊貸出を

増やすことになります。１年では，413 冊の貸出増を目指すことになります。 

 

次に，児童期の目指す成果と成果指標についてです。目指す成果を「読書の楽しさ

を知り，読書習慣が身についている」としました。 

成果指標の１つ目は，全国学力･学習状況調査の質問紙にあります，「読書が好き」

「どちらかといえば好き」と回答した児童の割合を指標としました。 

現状値は，平成 27 年度の結果から 70.8％であり，そこから，1 年に１％増を目指

し，３年後の目標値を 73.8%としました。 

２つ目の指標としまして，同じく，全国学力・学習状況調査の質問紙から，「ふだん，

１日当たり読書をまったくしない市内小学校児童の割合」つまり不読者率を減らすこ

とを指標としました。現状値は平成 27 年度の調査結果から 23.2%です。そこから，1

年に１％ずつ減らしていくことを目指し，３年後の目標値を 20.2%としました。これ

は，授業時間以外でということになります。 

 

最後に，青年期の目指す成果と成果指標についてです。 

目指す成果を「目的や状況に応じて本を選択し，時間をつくって読書をしている」

としました。成果指標は３つあります。 

１つは，児童期の２つ目の指標と同様に，全国学力・学習状況調査から，不読者率

を減らすことを指標としています。現状値が，平成 27 年度結果から 45.5%であり，1

年に１％ずつ減らすことを目指し，３年後の目標値を 42.5%としました。 

２つ目は，全国学力・学習状況調査の質問紙にある「学校図書館や地域の図書館に
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ほとんどまたはまったく行かない市内中学校生徒の割合」を成果指標とし，現状値，

69.9%から 1年に１％ずつ減らすことを目指し，66.9％を目標値としました。これにつ

いても，昼休み，放課後，休みの日ということで，授業以外のことになります。 

３つ目は，鈴鹿市立図書館における 13～18 歳の人口一人当たりの年間貸出冊数を成

果指標にしました。 

平成 27 年度末，1.86 冊であったのを，３年間で 0.06 冊増やすことを目指します。

微量に感じますが，13～18 歳の人口が平成 28 年６月で，13,107 人います。そのう

ち，一人当たり 0.06 冊の増といいますと，全体で 786 冊の貸出増を目指すことになり

ます。1年で 262 冊増やすという計算になります。 

 

以上が，発達段階ごとの成果指標となります。 

この中で，４つ，全国学力･学習状況調査の結果を使った，指標がありますが，今年

度の結果を国がまだ公表していません。したがって，平成 27 年度の結果を記しました

が，今年度の結果が公表された後，実績欄は，平成 28 年度の結果に修正します。目標

の立て方，つまり１年に１％増とか１％減といったことについては，変わりません。

第５章の成果目標と指標の説明は以上になります。 

【座長】 

水野委員 

第５章は，第３次鈴鹿市子ども読書活動推進計画が効果的に推進されたかどうか，

客観的に図るため，「目指す成果」及び「指標」を設定し，現状値と，目標数値を定め，

PDCA サイクルを，うまく回すために必要な将来の検証に役立てるものになろうかと思

います。この件について，何か御意見御質問があれば発言をお願いします。 

高田委員 図書館で本を貸し出すときに，この子が何歳かと年齢を書く欄がありましたか。 

図書館長 

北川 

図書館で最初に図書貸出カードを作るときに，年齢を書いていただきますので，そ

の年齢を入力することで，統計的に分かってきます。 

河合委員 

貸出のときに，年齢が分かるようになっていると言われましたが，子どもが乳幼児

期の時に，子どもの名前でカードを作らず，私の名前のカードで子どもの本をどんど

ん借りていました。そういったことが可能なので，小学校の子も，忙しいときは，「お

母さん借りてきて」と言うので，代理で借りてくることがありました。そのように考

えると，全部のお母さんがそうしているとは限りませんが，数値としてどうなのかと

思うところがあります。 

図書館長 

北川 

図書館では，「御自分の図書カードを他の方に貸さないでくださいね」と，いうこと

が，カードには書いてあります。しかしながら，御家族のどなたかがまとめて持って

おり，一人で 20 冊，30 冊借りていかれることも実際にはあります。「どのカードに，

貸出データを入れてもいいですよ」と言われる方がほとんどなのです。ですから，お

母さんのカードに子どもさんの本のデータを入力する場合もありますし，逆に子ども

さんのカードにお母さんの本のデータを入力する場合もあります。６歳以下の方が，

年齢にふさわしい本を借りていると見るのは難しい状況にありますが，乳幼児期の子

どもさんの読書活動の指標となるもので，図書館でもっている統計的なものは，これ

が一番ふさわしいということで，このようにさせていただきました。 
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【座長】 

水野 

難しいですね。これよりも本当はもっと多い可能性もあるということですね。 

図書館長 

北川 

御家族で来館し，一枚のカードしか持たず，「子どもと大人の本を一緒に借ります」

という場合は，「子どもさんのカードをお持ちですか。もし，持っていらっしゃらなけ

れば，小さいお子さんでもすぐ作らせてもらいますので，作っていってください。」と

勧めて作っていただくことがあります。そうすると，「５冊だったところが，10 冊借り

られるのでよかったね。」ということでお帰りいただきます。このように子どものカー

ドを作ってもらうようにお勧めしています。 

それと，1 歳半健診で図書館がおじゃまをして，おすすめ本をお見せしているとい

うお話を前回いたしましたが，その時も，「このお子さんで図書館のカードをもう作っ

ていらっしゃいますか。」ということをお聞きし，「小さいお子さんでもすぐ作れます

ので，ぜひ初めてのカードを図書館のカードで作ってあげてください。」というお願い

をしています。 

【座長】 

水野委員 

他によろしいでしょうか。 

図書館の乳幼児期も，青年期もそうですが，目標値の冊数が一人当たりということ

になると言われました。0.1 冊というのが大変な数字だということを説明から分かっ

たのですが，ここの数字だけを見ると，たった 0.1 と思ってしまいますが，これは仕

方がないのでしょうか。冊数にすると，問題があるのでしょうか。 

青年期の指標も 1.86 冊から 1.92 冊ということで，これがどれだけすごい冊数なの

かがピンとくるといいかと思います。 

図書館長 

北川 

そう感じられる方が，みえるということは認識しています。ただ単に冊数にしてし

まうと，分母の人口の変化により正確性を欠くのではないかと捉えています。総合計

画 2023 においても図書館の貸し出し冊数の目標値は，当初は冊数にしていましたが，

今後，人口が減少していく中で，「人口は減少する，目標値だけは高くなっていく」で

は乖離があり，なかなか目標値に達成しないのではないかということがありますので，

一人当たりの年間貸出冊数ということにさせていただきました。 

【座長】 

水野委員 

それでは，意見，質問も終わったようですので，「第３次子ども読書活動推進計画」

素案についての全協議を終了いたします。 

これまで，推進計画の市民委員として様々な意見を頂戴しました。今回の市民委員

には，高校生の意見も盛り込んでいくという新たな試みもされました。改めて，最初

から読みましたが，わかりやすく具体的な推進計画になっていると思います。それぞ

れの担当課の方々が本当に一生懸命になって作っていただいたと思います。協議は終

わりましたが，最後に子ども読書活動に対する思いがございましたら，せっかくの機

会ですので，委員の皆様で御発言がありましたら，お願いします。この全体的な計画

案についての意見でも感想でも結構ですし，こんなふうになったらなということでも

結構です。いかがでしょうか。 
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高田委員 

今も幼稚園や保育所にお邪魔して，紙芝居を演じさせていただいていますが，少し

やり方を変えてきているのは,「子どもたちに紙芝居を読んでもらう」，私はできるだ

け前に出ないように，私が作った紙芝居を子どもたちに読んでもらうというふうにし

ています。子どもというのは，紙芝居が好きです。見るのも好きだけど，読むのも好

きです。５歳児になると，ほとんどが読めます。得意になって読んでいます。このよ

うな参加型の読書推進ということも１つの方法ではないかと思います。 

【座長】 

水野委員 

小学生も喜びます。そういうこといいですね。他にはいかがでしょうか。 

森委員 

私は，小学校で読み聞かせサークルに入らせてもらっていて,子どもたちに読み聞か

せをさせていただいています。家庭でも，絵本を通して，家庭と子どもたちの思い出

作りになるのかなと思うのと同時に，ネット依存症とか問題になっていますので，そ

こから離れて，子どもたちと親子で楽しめたらと思っています。 

【座長】 

水野委員 

河合委員，いかがですか。 

河合委員 

この会議に３回出席させていただいく前は，小学校とか幼児期のお子さんへの読書

活動推進のことばかり考えていたのですが，高校生の方もみえて，中学生，高校生の

みなさんへの対策も立てなければならないのだということや，教育委員会の方が，そ

のことについて，いろいろと案を出していることに感謝というか感激しました。私自

身中学生の子どもがいまして，この夏休みは読書感想文を書いていました。「読む本を

図書館に行って探そう」としますが，部活があったり，勉強があったりとなかなか難

しいようです。学校の図書館には，夏休みは開いていませんが，「日ごろから学校図書

館に行けないのか」と聞くと，「開いている時間があまりない」と言います。「本館の

２階にあるのだけど，そこへ行き着くまでに休み時間が終わってしまう。」という話も

この会議に出ている話から，息子とそういう会話をすることができ，とてもよかった

と思っています。今後，中学校のほうでも，図書館のみならず，学校のほうでも，本

を読むようにいろいろと活動をしていただきたいと思います。 

【座長】 

水野委員 

麻生委員，いかがですか。 

麻生委員 

私，中学校の教員をしておりまして，自分も読書がすごく好きで，子どもたちにも

「こういう本があるよ」と言って紹介しています。今年の３月に，３年生が卒業した

とき，「麻生先生の授業で心に残っているのは，本の紹介をしてくれたことです」と手

紙をいただきました。自分が読んで，自分が「こう思ったよ。」ということを生徒たち

に伝えていくことが大事だと感じた瞬間でした。 

【座長】 

水野委員 

飯田委員 

飯田委員 

これまで，友達どうしで読書の話をしたりすることはあまりありませんでした。今

だったら，月曜９時からのテレビドラマのことなど，すごく話題にあがり，そういう

話に走ってしまいますが，市の方が高校には，あまり直接そういう働きかけはできな
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いと聞いて，それだったら，先生からもそうですが，自分たちでそういう話をするの

も大事だと思いました。 

【座長】 

水野 

岡田委員 

岡田委員 

この会議に参加させていただく前は，そんなに読書のことについて，考えたことが

なくて，「自分が読みたいから読む」みたいな感じで，市の読書状況などに興味がなく，

考えたこともなかったけれども，この会議に参加して読書の大事さとかすごく伝わっ

てきました。僕たちのような学生が読書をするように，いろんな方が働きかけてくだ

さっていることを知り，まずは，自分から本をもっと読んでみようかなと思いました。

【座長】 

水野委員 

木村委員 

木村委員 

この計画の中に「調査・研究」というのが言葉としてありません。図書館の運営協

議委員会に参加させていただくと，「この項目については，調査研究を続けていきます」

「まだ途中なので」というのを入れていただいたりしています。これから，何年間か

の計画の中で，これだけ世の中の動きが早く，子どもの読書を鈴鹿市の中で考えると

いうことは，大事なことですが，「先進的なところ，北欧はどうだろうか」とか，「学

校図書館支援センター，山梨にありますが，ああいうことがよそのところではどうな

のだろうか」とか，あるいは，「電子書籍がこれから鈴鹿市の図書館に限らず，借りら

れるところがこれから何年か先には出てくる」，「著作権の問題」とか出てきます。松

阪では，iPad とか持っていて，端末機を子どもたちにということを国が考えていて，

そこのところと電子書籍の貸し出しについて，今，KADOKAWA 等が進めている「ワンコ

ピー・マルチユーザー」と，いうのですが，１つの電子書籍を借りてきて，教室全員

で読むということを今後考えていこうということがあります。そういうものに対して，

即効というのは難しいですが，それを研究として考えていただくというのは，どこの

セクションなのかなとか思いまして。この計画の中に入れるべきことではなく，もし

かしたら，教育委員会などで調べていただいていることかもしれませんが，市民に見

せていただくのでしたら，「子どもの読書について広く調査・研究をしていきます」と

いうことがあればと思いました。これだけ世の中の動向が早く，おそらく，iPad の使

用というのも子どもたちのところにおりてくると思いますし，それから読書離れに対

する新しい何かが生み出されてくることを私たちも知りたいので，調査・研究をして

いくということを考えてくださったらうれしいと思います。 

【座長】 

水野委員 

御意見として受け止めておくということですね。それでは，森川委員 

森川委員 

最後に思ったのは，成果目標と成果指標の数値ですが，青年期の「学校図書館や地

域の図書館にほとんどまたはまったく行かない中学生の割合」が 69.9％というのが，

ある意味ショックな数値でした。青年期にしぼって，調査研究「なぜ，そうなってい

るのか」という調査研究も必要になってくるのではないかと感じました。 

全体を通して，３回の市民委員会を通して，どんどんと洗練され，非常に意義のあ
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る委員会であったと思います。 

【座長】 

水野委員 

ありがとうございます。 

本当にすばらしいものができたと思いますで，ぜひ，これをたくさんの方に読んで

いただけるように，考えていただくとよいかと思います。それでは，本日委員の皆様

から出されました御意見を，読書計画に取り入れることができる部分については，反

映させていただくことを事務局にお願いしまして，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。皆様のおかげで会議がスムーズに進み

ました。 

 


