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「第２次子どもの読書活動推進計画（案）」に関する 

いただいたご意見と岐阜市の考え方 

 

いただいたご意見 岐阜市の考え方 

1 表紙に、この計画案の有効期間を明記する

べきではないか。 

Ｐ5 に「６推進計画の期間」として平成２９年

度から平成３３年度までの５年間を推進計画期

間とする記載をしております。 

2 岐阜市立図書館に偏って作られており、岐

阜市全体を網羅した計画になっていない。図書

館の活動ばかり詳細に語られ、他の機関、施設

の働きやお互いの連携が十分に記載されてい

ない。 

この計画は岐阜市立図書館協議会の中に

部会を設けて策定をしています。部会は、社

会教育関係者、学校教育関係者、学識経験

者、公共図書館関係者を委員とし、オブザー

バーとして行政機関の子どもに関わる部から

参加をして意見を頂いております。また、子ど

もに関わる部へ、子どもの読書活動に関わる

事業の照会を行い、その回答を基に計画を作

っております。 

ご指摘につきましては、Ｐ１９「学校で読書活

動を推進するための取り組み」、Ｐ２０「子ども

の読書推進における幼稚園及び保育所（園）

等の役割」「幼稚園及び保育所（園）等で読書

活動を推進するための取り組み」、Ｐ３０「学校

及び幼稚園や保育所（園）等関係者への支援

活動」について、追加修正します。 

 

3 「家庭」「地域」「学校（教育機関）」に分けられ

るべきが、一貫した分け方になっていない。岐

阜市立図書館は、科学館・歴史博物館など地

域の学術機関のひとつであり、地域の施設は

他に児童館・公民館・ドリームシアターなども含

まれる。また、学校と学校図書館は一体であり、

活動方針４で併記されているのはおかしい。 

Ｐ４ 第３節 活動方針４について 

基本方針４「学校と学校図書館と市立図書館

をむすぶ」は、「家庭と地域と学校をむすぶ」と

今回の計画は、各活動方針の中で、「家庭」

「地域」「学校（教育機関）」がどのような取り組

みをするのか、という活動内容によって区分け

をしております。ご指摘の通り図書館は地域の

学術機関のひとつではありますが、子どもの読

書活動の推進という側面では、他の学術機関

よりも役割は重いと考えます。 

また、活動方針４で学校と学校図書館を併

記しておりましたが、学校（図書館や保護者を

含む）と変更します。 
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すべきではないか。まず、学校図書館は学校の

一部であり、分けるのは不適当である。 

区分けは、他の市町では、「家庭」と「地域」と

「学校」とされており、その方が適切である。市

立図書館は、地域の施設で、歴史博物館や科

学館と共に学術機関に当たる。幼稚園などは

学校と共に教育機関である。地域の施設は他

にドリームシアターや公民館などもあり、また保

育所や市民健康センターも、地域で子どもの健

全育成に関わるので、当然この計画に入れられ

る。 

Ｐ３３ 

学校と学校図書館を分ける必要はない。学

校図書館は学校の一部であるし、その影響は

学校図書館に限定されるものではない。 

4 「家庭」「地域」「学校」をつなぐのは教育委員

会である。それぞれの代表が集まって定例で連

絡会議をもち、その事務局を教育委員会にお

き、コーディネーターとしての役割を果たすべ

き。特に学校への計画推進は、授業や学校職

員への教育も含めるので、教育委員会中心で

なければ成り立たない。 

Ｐ３２ 読書情報を連携するネットワークづくり

を実現するためのプロセスについて 

読書情報交換会議を作る前に、家庭や地域

や学校の「代表者会議」を設立し、教育委員会

主催で定期的に聞く必要がないか。それでこ

そ、一体となって子どもの読書支援を行える。

読書情報交換会議を作るなら、代表者会議に

代表の方に参加してもらえば良いと思う。 

この計画は子どもの読書推進計画でありま

すので、教育委員会の中の図書館が推進計

画の策定を進めています。Ｐ31(4)読書推進ネ

ットワークづくりに記載しておりますが、教育委

員会の枠を超えて、より広域な子ども読書情

報連携ネットワーク（仮称）の発足を考えており

ます。 

5 担当司書自身が高い専門性を身につけね

ば、学校職員やボランティア、地域の人たちへ

の支援を十分行えない。子どもの本への幅広

い知識・子どもに本を手渡すための専門的技

現在、図書整理日を利用して、図書館職員

（司書）と学校司書の希望者が受講できる研修

会を２か月に１回の割合で行っています。ご指

摘の通り、育成には長い年月がかかりますの
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術・子どもへの深い造詣を身につけた、児童サ

ービスの専門的能力を持った司書は、育成に１

０年はかかる。それがベースにあって初めて、

計画での図書館としての役割が果たされるので

はないか。もう一日、中央館の月の休みを増や

してでも、数十年後の図書館運営を考えれば

必要である。 

で、今後もこういった研修を積み重ねて司書

育成をしていきます。中央図書館の休みに関

しては、利用者サービスに直接影響する事柄

でありますので、市立図書館全体の運営に関

わる問題となり、子どもの読書活動推進の側面

からだけでは判断できない事項となります。 

6 Ｐ３ 第３節 活動方針１について 

活動方針１の内容は、方針でなく、二次的な

活動内容である。「子どもに読書活動を啓発」

することが、大人の役割。それを進めるために

は子どもの周囲の大人に「読書の有用性を広

報する」必要がある。つまり活動方針２を最優先

にあげるべきである。 

活動方針２の後方に付け足すか、後の活動

内容に記載するのが妥当である。 

Ｐ４ 第３節 活動方針３について 

活動方針２を支えるために、人材育成と複数

機関のネットワークづくりをあげるべきである。つ

まり、活動方針３が二番目になる。 

子どもの読書活動推進の主役は子どもだと

考えます。子どもの主体的な読書活動の推進

を最優先にという考えのもと、この計画は活動

方針１に記載しております。 

7 Ｐ６ 家庭・地域で読書活動を推進するため

の取り組みについて 

家庭と地域を分けるべきである。むしろ、家

読を「家庭」に入れてほしい。働きかけるのが学

校の場合もあるが、図書館から家庭に働きかけ

る場合もあるはず。 

「ブックスタート」は市民健康センターとの共

同事業で図書館単独の事業ではないので、そ

れを明記すべき。 

この計画は活動内容によって区分けしてい

るので、「家読」は家庭・地域の活動で妥当だ

と考えます。 

「ブックスタート」関連事業としての「絵本とい

っしょ」事業について、Ｐ7 18行目から「保健セ

ンターと市立図書館の連携」で行っているとの

記載をしております。 

8 Ｐ８ 

ドリームシアターと科学館は地域の施設で、

「地域」で語られるべきである。 

また、岐阜市科学館は昨夏にリニューアルさ

れ、展示や催しも変わってきた。より子どもたち

ご指摘のとおりドリームシアターと科学館の

記載は家庭・地域で読書活動を推進するため

の取り組みの中に記載しております。 

科学館と図書館が連携して開催している

「天体観望会」を定着させていきたいと考えて
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に科学館が身近な存在になるように、図書館が

科学館に資料提供したり、図書館で科学館学

芸員の話をきくなど、もっと科学館との連携を深

めてはどうか。「天体観測会」も良い催しが、もっ

と科学館や歴史博物館などと密接な連携を試

みれば、地域の学術機関全体が子どもの読書

を支え、図書館の蔵書を充実させる助けになる

はずである。 

います。 

9 Ｐ１０ 「おはなし会」等の開催について 

「きららのおはなし会」が詳細に述べられる一

方、定例のおはなし会の記述が少ない。きらら

のおはなし会は、おはなし会への入口的要素

を持ったおはなし会である。同じ年齢（０～３歳）

向きでも、中央館「読み聞かせタイム」は別室で

より子どもの集中を要する内容であり、幼児向

き・小学校向きではさらに集中力を要するもの

で「耳からの読書」を目指しているはずである。

また、中央館以外でどんな内容のおはなし会が

行われているのか、どうボランティアと連携して

いるのか、その実態がはっきり記載されていな

い。 

「きららのおはなし会」については、他の図

書館では行っていないおはなし会のため、説

明を記載しました。中央図書館以外でのおは

なし会については、参考としてＰ62～64 に記

載があります。Ｐ10 におはなし会をボランティ

アと共に行っている記載をしております。 

10 Ｐ１３ 読書ノート「本のお宝帳」の取り組みに

ついて 

基本的に数の評価がされているように思う。

一定量読むと「缶バッチ」や「感想の掲示」をし

てもらえるのはご褒美だと思う。それだけでな

く、図書館からの推薦図書を読むと２冊分の評

価を受けるなど、読書の内容への働きかけがこ

れからの課題である。しかし、推薦図書ブックリ

ストの作成は、能力と時間と手間がかかり、安易

にはできず、司書の育成が先である。 

読書ノートの活用方法は、子どもによって

様々あり、「缶バッチ」をもらうことはその一つに

すぎません。読書ノートは、この本を読むように

と強制するものではなく、読みたい本を自由に

読んだり、感想を自由に書いてもらうことを主

旨としております。 

11 Ｐ１４ 子ども司書養成講座の実施について 

「子ども司書」というだけでは、学校現場では

読書リーダーになれない。現在の教科書では、

ご指摘の通り、「子ども司書」の活動の場を

学校だけでなく他でも作るため、Ｐ16に記載の

あります、子どもラジオ局の開局等、市立図書
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６年間でＰ１５の分類記号の意味などのカリキュ

ラムをほとんど行っているからである。ただし、

司書の行う「レファレンス」や「分類番号の選び

方」や「本の選び方」は、専門的領域なので教

えていない。また、それを教育された子どもが中

学３年生になるのは平成３１年度である。学校

では図書委員会もあるし、むしろ、地域の公民

館活動など、もっと自由に発信でき学校とは別

の物差しで評価される場があった方が、子ども

たちの本来の力を生かせると思う。 

館で工夫をしています。 

12 Ｐ１７ ＹＡ（ヤングアダルト）コーナーの設置

について 

ＹＡの書棚の三分の一（蔵書冊数の４割）以

上が、ライトノベルを中心とした蔵書構成で、５

割に迫る勢いで増加してきているが、他の市町

村図書館から見て、かなり特殊な蔵書構成だと

思う。選書基準として何をめざしているのか。ラ

イトノベルはよく借りられるかもしれないが、狭い

年齢層のＹＡの一部に熱心な読者がいる本で

ある。ＹＡ文学とライトノベルは別物なので、しっ

かり選書してもらいたい。心が柔らかく好奇心旺

盛な思春期だからこそ、広く深い内容の本への

いざないがＹＡサービスに求められている。 

また、ブログの情報発信は私的な感想が多

く、あまり本や情報の広がりを感じない。「みん

なで学ぶ部屋」は、図書館で調べまとめる作業

のできる部屋として、本来の機能を取り戻してほ

しい。それには“図書館を使った調べる学習コ

ンクール”（桑名市立図書館実施）を図書館と

教育委員会で共催するなど、新たな取り組みを

始めてはどうか。学校での「図書館活用能力の

育成」とも合致する。 

Ｐ47 のアンケート結果からも中学生になると

学校図書館の利用が減る傾向が見られます。

ＹＡ世代の図書館離れを解消し図書館に関心

をもってもらう対策としては、Ｐ50 のアンケート

結果から見ると、「新しい本を増やすこと」「本

の種類を増やすこと」「自分が読みたい本があ

ること」が必要だと考えます。Ｐ５５のアンケート

結果から、「勉強する場所が広いこと」も多い

回答となっており、市立図書館は、まず図書館

に来てもらい利用したい場所となることが大切

だと考えています。その考えをもう少し分かり

やすくするため、「家庭や学校以外で過ごせる

アットホームで居心地のよい場所=サードプレ

イス」の記述を追加しました。 

また、新たな取り組みについてのご提案に

つきましては、今後の事業への参考とさせてい

ただきます。 

13 Ｐ１７ めざせ直木賞作家！ぼくのわたしのシ

ョートショート発表会について 

ご指摘の通り、この企画はＹＡ世代に良い

刺激となる事業だと考えております。今後も継
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朝井リョウ氏が関わるショートショート発表会

は、すごく良いと思う。優れた作家との出会い

は、必ずその作家の作品を読んだり、作品を書

く励みになる。将来の夢を、中高生が膨らませ

る企画だと思う。できれば、小学校の中学年・高

学年むきの作家も呼ぶことも考えてほしい。 

続していきたいと考えています。 

14 Ｐ１８ 子どもの読書推進における学校の役

割について 

学校教育法に触れているが、学校図書館法

第２条「（学校）において、図書、視聴覚教材そ

の他学校教育に必要な資料を収集し、整理し、

および保存し、これを児童又は生徒および教員

の利用に供することによって、学校の教育課程

の展開に寄与するとともに、児童または生徒の

健全な教養を育成することを目的として設けら

れる学校の施設をいう」という学校図書館の存

在理由にもふれた方が良いのではないか。公

共図書館は学校図書館に対し、それを支援す

るサービスを行うのが基本である。 

１例として学校教育法を挙げておりますが、

Ｐ19 に学校図書館についての記載をしていま

すので、学校図書館法は省略させていただい

ております。 

15 Ｐ２１ （５）困難が伴う子どもの読書推進を支

援する役割について 

マルチメディアデイジーの導入は考えて

いないのか。視覚障害といっても様々なので、

字が大きければ読みやすいわけではない。色

やフォントの変更、反転（地を黒く白文字に）が

必要な子もおり、ディスレクシアの子にも有

効と思われる。応用範囲が広いものの方が、子

どもにより便利に使ってもらえるのではないか。 

日本語に慣れていない子とは、何才くらい

の子を想定しているのか。実際には、小学生、

中学生の外国人の子も転入してくる。本の好き

な小学校中学年以上の子にとって、絵本はプラ

イドが傷つくし、借りないであろう。また、日本人

の中学生の多読用のペーパーブックシリーズ

ご指摘の通り、今後の目標に障がい者向け

資料の記載がありませんでしたので、記載を

いたします。収集資料につきましては、これ

からの選書の参考とさせていただきます。 
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は、本来の文学性が失われているものもあるた

め不適当である。大人の洋書でなく、外国語の

優れた児童文学・ＹＡ文学を収集すれば、子ど

も自身が読む楽しみを味わえ、小さい子は大人

から読んでもらって一緒に楽しむこともできる。

また他の市町村図書館からの取り寄せも周知

し、県立図書館などと蔵書の連携を図り、数の

不足を補う工夫もしてほしい。絵本だけでは

不十分。 

なお、図書館の利用説明パンフレットを、英

語版と中国版のほか、タガログ語版やポルトガ

ル語版も用意してもらえると良い。 

16 Ｐ２３ ①家読のすすめについて 

家読は「図書館から家庭への支援」と「学校

からの働きかけ」の両方を明記してほしい。 

Ｐ19 の今後の目標に「小学校での親子で同

じ本を読んだり同じ時間に読書をしたりする、

親子読書を進めていきます。」と記載してありま

す。 

17 Ｐ２３ ②地域の読書活動への支援について 

地域への支援と③まちライブラリーは、「地

域」のところに 

ご指摘のとおり(1)家庭・地域での読書活動

を啓発、広報するための取り組みに記載して

あります。 

18 Ｐ２４ 児童用及びＹＡ用図書館だよりの作成

について 

児童用「図書館だより」の本の紹介は、低学

年用物語と自然科学、社会科学に限られ、中

学年・高学年の物語は網羅されていない。 

独自のブックリストを作るのは、経験豊かな司

書にとっても、時間と手間がかかるものである。

先進的な活動をしている静岡市立図書館は、

物語のブックリストをつくるのに二年半の歳月を

費やしている。急いで作る必要はなく、専門家

としての司書を育成し、検討を重ねてしっかりし

たリストをつくり、それを子どもたちに浸透させて

ほしい。それまでは、各図書館のＨＰや、出版さ

れている定評のあるリストを活用してはどうか。 

ご指摘のとおりブックリストの作成について、

今後の参考とさせていただきます。 

19 Ｐ２７ おはなし派遣ボランティアによる学校 現在「読み聞かせ」派遣に関しては、市民
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への派遣について 

市立図書館は学校に対して、読み聞かせより

ブックトークを増やそうとしているのか。図書館

担当者会議において、「読み聞かせ」について

はこの５～６年、説明すらしていないが、ブックト

ークについては３年連続で実演・説明をしてい

る。その甲斐あってか、３年生以上はブックトー

クが急増している。単純に小さい子には読み聞

かせ、大きい子にはブックトークが適しているわ

けではない。現場の先生方に両方の良さを伝

え、そのうえで子どもたちに適したものを選ぶ判

断を任せてはどうか。 

また数多くのブックトークをこなすには、今し

ばらく司書の育成に時間と手間をかける必要が

ある。元来、ブックトークは、選書もでき子どもへ

の造詣も深い司書が行うものである。単純に数

をこなせばできるようになる訳ではない。頑張っ

て身に付けようとしている司書には、十分な研

修やアドバイス、準備に時間をかける余裕を与

えてほしい。 

協働事業の一環としてボランティア登録してい

るおはなし派遣ボランティアの協力を得て行っ

ています。また、ブックトークは、学校連携室が

主となり、図書館司書で行っております。学校

等の要望によって派遣を行っています。ブック

トークの要望が増えてきましたので、図書館司

書の育成を進めているところですが、ご指摘の

通り、時間と手間がかかります。 

20 Ｐ２７ 今後の目標について 

ボランティアの質の向上は大切であるが、時

には読み聞かせに習熟した外部講師の研修も

行ってほしい。図書館司書は、学校での読み聞

かせの経験がボランティアより少ないので、現

場に即した支援はしにくいものである。ボランテ

ィアと共に学習し共通認識を持つことは大変有

意義であり、小学生への選書の参考にもなる。 

ストーリーテリングは高学年向けのものではな

い。５歳以上の子から大人までが対象である。

話すプログラムが違うだけである。「耳からの読

書」を推進するなら、「語り手」の育成が必須で

あり、しかるべき講師の研修を連続で行い、仲

間と共に研鑚を続ける必要がある。またひとりで

今後の研修での参考とさせていただきま

す。 

ストーリーテリングは、図書館司書で現在で

きる司書がおらず、研修をして人材を育成して

いくことから始めます。 

「読み聞かせ」の研修は定例会で行ってい

ますが、図書館司書が工夫して行っている段

階で、参加者も多くないのが現状です。これか

らの研修の参考とさせていただきます。 
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何話も語るのは、よほど力のある人に限られるこ

とから、数人以上でおはなし会にあたる為、人

数の確保も重要である。 

Ｐ２９ 読み聞かせ講座の実施について 

岐阜市以外の先進的な実績を持つ外部講

師を、ぜひ呼んでほしい。図書館ボランティア、

地域ボランティア、学校職員、幼稚園・保育園

職員、図書館司書など、みんなで聞けば共通

認識が高まる。また、一緒に研修を受ければ、

他地域や立場の違いを超えた交流の機会をも

つことにもなる。ホールでの開催をして、たくさ

んの参加者を受け入れてほしい。 

Ｐ３０ 学校司書・学校図書館担当者研修会

の開催 

岐阜市立図書館司書の研修も学校司書や

司書教諭にとって有効だが、時には、もっと先

進的な図書館活用教育の取り組みをしている

地域から講師を呼んでほしい。なぜなら、図書

館司書は学校現場の読書支援や学校教育で

の指導に疎く限定的研修になってしまう。ともに

研修を受けて、学校職員と図書館司書が共通

認識をもって、子どもたちにあたる必要がある。 

21 Ｐ３４ 学校司書の研修会・交流会の開催に

ついて 

学校図書館は学校の一部であり、教育の一

翼をになう場所である。独立して指導などは行

わない。「読書指導」も「図書館を使った授業」

も、全て先生方との協働で行う。学校図書館活

用をするためには、各学校の「教育の中での位

置づけの明確化」や「先生方との共通認識」を

確認することが必要である。それは教育委員会

や学校全体の取り組みになり、学校司書独自

では、手に余る。 

ご指摘の通り、図書館が行う研修会・交流

会は学校図書館の活動を支援する立場であり

ますので、「各学校の読書指導の向上」を「各

学校の読書指導の支援」に修正いたします。 

22 Ｐ３５ テーマ別セット資料の貸出について ご指摘の通り、セット資料の選書について今



10 

 

テーマ別資料も、団体貸し出しの資料も、小

学校では大変役立ち活用されている。ただし、

セット資料は、内容の改訂を数年ごとに行わな

いと、教科書の改訂に合わないものになってし

まう。貸し出したときに、どれが役に立ち、どれ

が役に立たなかったか、アンケートをとってはど

うか。また、図書館担当者会議や司書業務研修

会で、セット資料の一部を展示すれば、即座に

内容を検討してもらえる。学校教育の特に情報

面がかなり変化してきている現在、常に内容を

見直す必要が出てきている。 

後の参考にさせていただきます。 

司書業務研修会の開催の際には、学校連

携室内に配架してあるセット資料を見学してい

ただくなど、今後の研修会の参考とさせていた

だきます。 

23 Ｐ３５ 相談窓口について 

学校の連携サービスに不案内な方が、電話

に出ることも多い。忙しいなら、無理に１３～２０

時まで随時とするより、確実に相談できる時間

帯を設定してもらった方が、学校は助かる。１３

時～１６時までは授業があるので電話をかけら

れない先生が多いし、学校司書も昼休みがある

ので、１４時以降しか掛けられない。 

学校連携室運営の今後の参考とさせていた

だきます。 

24 Ｐ３６ 学校図書館と市立図書館とのシステム

連携による図書の貸出しについて 

図書館から遠方の学校、市立図書館を利用

しづらい児童には、朗報だと思う。ただし、学校

図書館で手続きはしても、学校図書館で本を渡

さない学校も多いのを知っておいてほしい。（本

の中に市立図書館の本が紛れこまない為）ま

ず、各学校で実際にどう運用されているか、小

学校間だけでなく図書館も情報収集に努めて

ほしい。そこから、この制度のメリット、デメリット

が明確になってくると思う。このことから、連携シ

ステム＝学校図書館の利用が本当に活発にな

るかは別問題である。個人的には、読書が進む

子がでてくることを願っている。 

ご指摘の通り、学校図書館と市立図書館と

のシステム連携は始まったばかりですので、こ

れからの実績により運用を変更していく必要も

出てくるかと考えます。 

25 その他 写真については、記録写真として使用する
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計画（案）にはかなり「人」の写った写真が掲

載されているが、本人に承諾を得たのか。たと

え得られたとしても、特に子どもの写真は、もう

少し不鮮明に加工するかカットすべきで、慎重

に扱うべきだろう。こういった基本的な計画は、

ほとんどが文書で示され、必要な部分だけ写真

にして、多用はしないと思う。 

旨を説明しておりますが、一部写真を削除し、

差し替えをいたしました。 

26 Ｐ1第 1節 策定の趣旨について 

12 行目「本市においても、時代を担う子ども

を育成していくため、図書館と地域と学校とが

協力し合って活動を推進することを目指す」とあ

るが、図書館は地域の中にあるべきもので、最

初には出てこない。つまり、子どもが一日の内

で一番長く過ごすのは、学校、幼稚園や保育

園、家庭であり、子どもと読書を結びつける環

境にもある。それを図書館がフォローアップす

る。また、地域で子どもを受け入れながら育てる

ことにおいても、地域の中にある図書館が本を

通じて子供や親とつながり、時代を担う子どもを

育成する。そのために、地域（図書館）に何がで

きるのかを考える。これが子ども読書推進計画

の本来の意味であると考える。 

ご指摘のＰ１第１節 策定の趣旨についての

１２行目は「本市においても、時代を担う子ども

を育成していくため、地域と学校と図書館とが

協力し合って活動を推進することを目指す」と

修正しました。 

第２次子どもの読書活動推進計画は、活動

方針１において、（１）家庭・地域（２）図書館

（３）学校（４）幼稚園及び保育所（園）等（５）困

難が伴う子どもの順に広い範囲から取り組み

を記載しており、ご提案と異ならないものと考

えます。 

27 Ｐ2 第 2 節 第一次計画の成果と課題につ

いて 

第１次計画の中で行われた主な事業は、４つ

提示されているが、具体的な実績数字が提示さ

れていない。Ｐ61～62 で一部数字は提示され

ているものの、この事業に対するものではなく、

しかも 27 年度のみ記載なので、経年実績から

どの程度の効果があったのか、目標達成度の

検証、現状分析がされていないのではないか。

また、提示されている課題は、図書館だけの課

題であり、理由説明もない。同じように取り組ん

できた学校や幼稚園、保育園等での課題はな

平成１９年６月に策定された第１次計画に

は、図書館の計画がほとんどであり、細かな数

値目標もありませんでした。今回の計画では、

図書館で実績のあったものを第１次計画の成

果としてあげており、学校や幼稚園、保育園等

での課題については、第２章以降において今

後の目標として記載しております。 
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かったのか。 

28 Ｐ3 第 3節 基本目標について 

数値目標が全く設定されていない。「現在こ

の状態なので、５年間の計画の中でこの程度ま

では完了させたい」というように、この計画を実

行するにあたり目標値を定めるべきではな

いか。またＰ2で第１次計画の課題としてあ

げている課題はＰ3の基本目標の中に含まれ

ていないと思うが、課題ではあるが、目標では

ないということか。 

第２次計画では、平成２７年７月の中央図書

館開館により新しく始めた計画が多くあり、今

までの本館とは、規模も取り巻く状況も全く違

っていることから、この５年間で基礎を固め

方向を確立していくことを目標としてお

り、数値目標の設定を今回は考えていませ

ん。Ｐ2で第１次計画の課題としてあげてい

る課題は、第２章のなかで、取り組みとして

あげられており、実施済みであることから、目

標には含んでおりません。 

29 「他の計画と整合性を図る」とあるが、他の計

画とはどの計画のことを指しているのか。上位

計画は岐阜市教育振興基本計画かと思うが、

図書館に対することは、具体的に記載されてい

ない。また続けて「具体的施策を明らかにし」と

あるが、後に出てくる内容は文章が長くわかりに

くい。一覧表にするなどして、もっと簡潔に示し

てほしい。 

 子どもに関連する部署の計画を見ながら、子

どもの読書活動の推進に関連する施策を考え

ていくという意味であり、図書館に対すること

が、具体的に記載されている計画に限定はし

ていません。また、取り組みが文章で長いた

め、「課題と今後の方策」に再度簡潔に書いて

おります。 

30 Ｐ5 推進計画の策定方法について 

推進計画の策定方法について、現在までの

経緯が不明である。図書館だけが子どもの読書

に関わるわけではないのだから、他部署との合

意形成は必要であり、図書館だけの単なる「や

ります宣言」にならぬよう、実のある計画策定を

望む。 

策定部会には、社会教育関係者、学校教

育関係者、学識経験者、公共図書館関係者

を委員とし、オブザーバーとして行政機関の子

どもに関わる部から参加をして意見を頂いて

おります。 

31 この計画の対象がはっきりしない。この計画

でいう「子ども」とは、どのような定義で考えられ

ているのか。 

０歳からおおむね１８歳までを対象と考えて

計画を進めております。 

また、対象の明記をいたしました。 

32 Ｐ6 今後の目標として各事業別に書かれて

いるが、【継続】【拡大】となっているものがほと

んどで、新たな事業が提示されていない。第 1

次計画策定時とは、社会情勢も変化している

し、今までと同じことを繰り返すだけでよいのか

第１次計画策定時とは、社会情勢も変化し

ており、平成２７年７月の中央図書館開館を機

に、始めた事業が多くあるが、第１次計画の期

間中であるため、【新規】とできませんでした。 
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疑問。 

33 Ｐ9(2)市立図書館の役割について 

子どもの読書推進における市立図書館の役

割として「子どもの育ちを０歳から高校生まで継

続してサポートできる読書環境として、本市に

おいては中央図書館に機能を集約しており、長

い期間をかけてトータルでの子どもの読書活動

を支えていく。」とあるが、今も、今までにも分館

や各図書室において、子どもに対するサービス

やヤングアダルト層に対するサービスも行って

いる。「中央図書館に機能を集約」とはどういう

意味あいなのか。また、活動方針 1のタイトルに

使われている「役割」という言葉であるが、学校

や幼稚園等に対し「役割」という言葉を使うの

は、いかにも上から目線ではないか。図書館が

一方的に決めてかかれるものではないと思う。 

分館・図書室もヤングアダルト層に対するサ

ービスは行っておりますが、中央図書館はセ

ンター館であることを踏まえて、機能を集約し

てサービスを行う役割があると考えておりま

す。また、活動方針１のタイトルについては、こ

の計画は教育委員会の発行であるので、図書

館が学校や幼稚園等に対して使っている言葉

ではありません。 

34 Ｐ10「おはなし会」等の開催について 

子どもと本を引き合わせるには、おはなし会

はとても有効な手段だと思うが、わんこカートの

おはなし会参加者が、定例のおはなし会に進

めるような工夫をしてほしい。また今後の目標と

して、皆が参加できるように対応するとあるが、

回数を増やすだけでなく、図書館の資料を活か

し、内容の質にも図書館らしくこだわってほし

い。 

ご指摘の通り、わんこカートの参加者を定例

のおはなし会へ進めるよう、考えていきます。

またプログラムの充実を目標としてもあげてい

ます。 

35 Ｐ13 読書ノート「本のお宝帳」の取り組みに

ついて 

「本のお宝帳通信」を年 4 回発行されている

とのことであるが、読書ノートそのものに図書館

の役割や使い方を記述してはどうか。 

読書ノート「本のお宝帳」は今後も内容を刷

新していく予定ですが、図書館の役割につい

ては、まずは「本のお宝帳通信」に掲載する等

進めていく予定です。 

36 Ｐ21(5)困難が伴う子どもの読書推進につい

て 

障がい者向け資料の検討と記載されてい

るが、今後の目標の中に記載がない。特別支

ご指摘の通り、今後の目標に障がい者向け

資料の記載がありませんでしたので、記載を

いたします。 
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援学校へ通う子どもたちへの支援は、図書館が

積極的にバックアップする必要があるのではな

いか。今後の目標が一面的なとらえ方しかして

いないように感じる。 

37 Ｐ22図書館司書の専門能力の向上 

図書館司書の専門能力の向上として、定期

的な研修会を開催とあるが、専門的見地から助

言、指導できるような研修プログラムを組んでほ

しい。活動方針 3の子どもの読書活動推進のた

めの人材育成として、図書館職員（司書）に対

し、読書推進のための様々な観点から専門性

を高め、ボランティアをはじめとした関係機関

（人）を支援し、読書活動をリードしていけるよう

な人材を育てる研修プログラムを策定し、明記

してほしい。 

現在図書館職員（司書）を始めとして、学校

司書の方も、希望者には参加できる研修会を

何度か開催しております。外部の講師の方と

の派遣折衝もあり、変更もあることから、この計

画の中にプログラムの明記はいたしませんが、

内容については、今後も精査していきます。 

38 Ｐ38以降 アンケート調査結果とまとめ 

この調査では、小学校、中学校を岐阜市内

から 5校選定しアンケートを実施しているが、学

校によって読書活動には温度差があり、「岐阜

市として」まとめるには、偏りが出るのではない

か。またここでは高校に対するアンケート調査

は実施されていないようであるが、高校生のニ

ーズ把握により新しい事業施策が出せたので

はないかと考える。 

ご指摘の通り、偏りができるだけ出ないよう、

５ブロックから１校ずつ関係部署と選定しまし

た。今回は高校生へのアンケートは実施しま

せんでしたので、第３次のアンケート調査の参

考とさせていただきます。 

39 Ｐ68以降 

施策の抜粋として載せてあるが、活動方針 1

の(4)までであり、それ以降がない。(5)や活動方

針 2以降については、今後の目標に【継続】【拡

大】とあっても、施策化されていないということな

のか、よく意味が分からない。 

Ｐ67までに活動方針 4まで施策の抜粋の記

載があります。Ｐ68 からは、関係部署に照会を

かけ、回答のあったものを掲載しております。 

40 その他 

計画推進の取り組みとして、施策・事業項目

とその内容、所管課を整理することで、家庭、学

校等、地域のそれぞれにやるべきことが見え、

ご指摘の「推進体制の整備」について、Ｐ

31(4)読書推進ネットワークづくり に同じよう

な役割ができると思われる、「子ども読書情

報連携ネットワーク（仮称）」の発足につい
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連携することで深みも増すと思う。岐阜市とし

て、「今の子どもの読書活動に必要なことは

なにか」それを話し合える場が、必要ではな

いか。現場で本当に子どもたちと関わっている

人たちから、お互いの情報を交換し、岐阜市の

子どもの状況を把握することがたいせつだと思

う。この計画の中に出てこなかった「推進体制

の整備」について、ぜひ加えてほしい。 

て記載しております。 

41 全体を通して 

これは子どもの読書推進計画ではなく、図書

館の児童サービス計画にすぎないと思う。現在

の図書館でやっていることの理屈づけをしてい

るだけではないか。言葉が飾ってあるだけで、

「子どもたちが本（読書）とどのようにかかわり、

親しんでもらうのか、そのために岐阜市は何を

するべきなのか」その真意が伝わってこない。 

この計画は岐阜市立図書館協議会の中に

部会を設けて策定をしています。部会は、社

会教育関係者、学校教育関係者、学識経験

者、公共図書館関係者を委員とし、オブザー

バーとして行政機関の子どもに関わる部から

参加をして意見を頂いております。また、子ど

もに関わる部へ、子どもの読書活動に関わる

事業の照会を行い、その回答を基に計画を作

っております。幅広く関係部局にも意見をもと

め、今後の読書方針や計画実現に向けての

ネットワーク作りの発足案など新たな提案も含

めて、計画の策定を進めてきております。 

ご指摘につきましては、Ｐ１９「学校で読書活

動を推進するための取り組み」、Ｐ２０「子ども

の読書推進における幼稚園及び保育所（園）

等の役割」「幼稚園及び保育所（園）等で読書

活動を推進するための取り組み」、Ｐ３０「学校

及び幼稚園や保育所（園）等関係者への支援

活動」について、追加修正します。 

 

 

 

 

 


