第三次長野市子ども読書活動推進計画 進捗状況調査票【具体的な取組の実施状況】
令和2年3月末現在
施策分類

【施策１】
家庭におけ
る子どもの読
書活動の推
進

事業番号

担当所属

事業・取組等

新規
取組

進捗区分

令和元年度末現在
実施状況

現況・課題

おひざで絵本事業実施状況
R１：配付人数2,416人、配付率92.4%
1

家庭・地域学びの課 おひざで絵本事業の推進・充実

実施中

・H30（配付人数2,522人、配付率
91.3%）と比較し、配付率が上昇した。
・７～８か月児健康教室に参加できず、
・市内に転入した子育て世帯を対象と かつ市への連絡がない家庭に対して、
したイベントにおいて事業の紹介を行 事業の存在や読み聞かせの意義を周
い、周知を図った。
知する必要がある。

今後の方向性

・ＩＣＴの活用および子育て世帯を対象
としたイベント等において、継続して事
業の周知を行っていく。
・絵本を配付するだけでなく本の楽しさ
や読書の重要性を伝えていくため、事
業効果を検証するためのアンケート実
施を検討する。

【家庭・地域学びの課】
・おひざで絵本事業で配付している絵
本を含めたブックリストを作成し、絵本
と一緒に配布、ホームページに掲載し
ている。また、子育て世帯を対象とした
イベントでもブックリストの配布を行って
いる。
【家庭・地域学びの課】
７～８か月児健康教室における「お薦
め絵本リスト」配布実績
R1：配付人数2,416人

2

家庭・地域学びの課
市立図書館

ブックリストの作成・配布、ホームペー
ジ等での紹介

実施中

【長野図書館】
児童書の「おすすめの本」リスト配布
R1：300部
季節の「おすすめの本」リスト配布
R1：夏 350部／秋 350部
年齢別「おすすめの本」リスト配布
R1：各年齢毎 100部
【南部図書館】
児童書の「おすすめの本」リスト配布
R1：600部

【長野図書館】
・こどもの読書週間の標語にちなんだ
年間テーマ本を100冊程度選定し館内
で展示、リストを作成・配布し、ホーム
ページ等で紹介している。
・図書館全職員による季節のおすすめ
の本をイラストと文で紹介した冊子を作
成、館内で配布している。
・長野図書館おすすめ本の年齢別リス
ト（0～2歳、3～5歳、小学校低学年、中
学年、高学年）を作成、館内で配布し
ている。
【南部図書館】
・夏休みに楽しむ児童書という観点か
らリストを作成している。また、学齢別
（０～３歳、幼児、小学校低学年、小学
校高学年）の「なんぶとしょかん おす
すめ本」リストも作成している。
・紙媒体（冊子）での配布は実施してい
るが、ホームページなどでの配信はし
ていない。

・現在の取組を継続して実施する。
・市立図書館においては、定期的にお
すすめ本リストを作成し、館内掲示・配
布することや、季節ごと、または冬休
み・春休みなど子どもの休みに合わせ
た児童書の「おすすめ本リスト」の配布
を検討する。
・ホームページのほか、ＳＮＳなどイン
ターネットを活用した情報の発信を検
討する。
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令和2年3月末現在
施策分類

事業番号

担当所属

事業・取組等

3

家庭・地域学びの課 家族の関わりを促進するための啓発
市立図書館
活動の実施

4

長野市家庭の日における読書の奨
家庭・地域学びの課
励

5

健康課

出生届出の際に配布する「赤ちゃん
のしおり」で親子読書の勧めを掲載

6

家庭・地域学びの課 健康教室での読み聞かせの実施や
健康課
絵本の紹介

7

母子健康手帳交付時において、妊産
家庭・地域学びの課
婦等へ子どもの読書活動を推進する
健康課
ためのパンフレット等の配布

新規
取組

〇

進捗区分

令和元年度末現在
実施状況

現況・課題

今後の方向性
【家庭・地域学びの課】
・市民のニーズに合致し、かつ、読書
の楽しさを伝える取り組みとしてより効
果的なイベントを検討し、引き続き実施
する。

実施中

【家庭・地域学びの課】
親子を対象とした読書啓発イベント
R1：親子わくわくフェスタ「朗読劇」参加
【家庭・地域学びの課】
者 親子40人
・親子の学びを目的としたイベント「親
子わくわくフェスタ」において、親子が
【長野図書館】
一緒に読書の楽しさを体験することが
おはなし会
できる催しを企画実施し、家族の関わり
R1：123回、親子1,466人
を深めるきっかけを提供している。
お楽しみ会
・更に子どもの読書活動を啓発・推進
R1：5回、親子338人
するため、市民のニーズに合致したイ
ベントにしていく必要がある。
【南部図書館】
おはなし会
【市立図書館】
R1：46回、親子837人
・「おはなし会」や「お楽しみ会」の実施
こども会
のほか、「親子わくわくフェスタ」に参加
R1：3回、親子計440人
し、親子が触れ合う機会の提供を通じ
て、読書の楽しさや重要性を伝えてい
【市立図書館】
る。
親子わくわくフェスタ「読書手帳カバー
作り」
R1：参加者133人

実施中

・「長野市家庭の日」（毎月第３日曜日）
に、有線放送による啓発を実施。11月
放送分では読書やスポーツを通じた家
族のふれあいを勧めた。

実施中

・「７～８か月児健康教室 おひざで絵
・主管課事業に協力し、掲載内容の校
本事業 絵本引換券」の裏面を活用
・現在の取組を継続する。
正を依頼している。
し、親子読書の薦めを掲載した。

実施中

・７～８か月児健康教室において、読
「お薦め絵本リスト」の７～８か月児健康 み聞かせボランティアによる絵本の読
教室における配布実績
み聞かせを実施している。また、「お薦
R1:配布人数2,416人
め絵本リスト」により乳児向け絵本の紹
介を行っている。

実施中

・市役所内外の関係部署からのパンフ
・母子健康手帳交付時にすべての妊
・配布する情報の量、内容及び見せ方
レット等配布が多数ある中で、妊産婦
婦へ、読み聞かせを薦める内容を含む
について検討しながら、引き続き啓発
等へ必要な情報を効果的に伝えるた
母子健康手帳副読本を配布した。
を実施する。
めの手法の検討が必要である。

有線放送に加入していない家庭が多
く、全体として浸透不足となっている。
特に市ＰＴＡ連合会との連携による周
知が不足している。

【長野図書館】
・現在の取組を継続して実施する。
・参加者が少ないおはなし会の開催時
間については検討して時間を変更した
こともあり、引き続き様子を見ていく。
【南部図書館】
・現在の取組を継続して実施する。
・参加者が少ないおはなし会の開催時
間については検討して時間を変更した
ため、様子を見ていく。
・有線放送でのテーマ本紹介に「家
族」をテーマに取り上げたり、「家族関
係」のテーマ本コーナーを設けるなど
「家族の関わりを促進するための啓発
活動」のありようを検討し、実施を図る。
・来年度以降、「あかちゃんのおはなし
会」において、ＮＰＯ、合同会社等と連
携し、おひざで絵本事業とタイアップし
た「家族の関わりを促進するための啓
発活動」の推進を検討していく。
引き続き、有線放送のほか広報ながの
を使い、児童や保護者に対して家庭の
日を周知し、読書の奨励に努めてい
く。

・おひざで絵本事業をさらに周知する
ことで、７～８か月児健康教室参加率
の向上を図る。
・健康教室では、絵本を配付するだけ
でなく本の楽しさや読書の重要性を伝
えるため、読み聞かせボランティア等と
の連携をさらに深める。
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令和2年3月末現在
施策分類

【施策２】
教育・保育
施設等にお
ける子どもの
読書活動の
推進

事業番号

8

事業・取組等

保育・幼稚園課

保育士・幼稚園教諭等職員及びボラ
ンティアによる読み聞かせの実施

新規
取組

進捗区分

令和元年度末現在
実施状況

現況・課題

今後の方向性

実施中

・職員による読み聞かせは、ほとんど毎
日行った。
・ボランティアによる読み聞かせは、園 ・絵本の読み聞かせを継続していく。
・ボランティアによる読み聞かせは、各 により頻度のばらつきがある。
・ボランティアの活用を勧めていく。
園の状況に応じて、年数回行った。

9

保育・幼稚園課

園児や未就園児への図書の貸出し

実施中

・園児に対して、週１回程度絵本貸し
出しを実施した。
・未就園児に対して、絵本貸し出し実
施している園は少ない。

10

保育・幼稚園課

園だより等での読書に関する情報提
供

実施中

・多くの園は、園だよりや絵本だより等
・未実施の園がある。
で読書に関する情報提供ができた。

実施中

・職員自身が絵本の楽しさを理解して、
・公立園全体としては年1回講師を招
読み聞かせができるように、今後も研
き、読み聞かせの方法やよい絵本の選 ・研修会には保育担当の職員もいるの
修を行い技術向上に努める。研修に出
び方についての研修を行った。各園で で、全員の出席が得られない。
られなかった職員には、伝達をしっかり
も年1回程度研修実施。
と行う。

実施中

・こども広場では月１回、地域子育て支
援センターでは年３～４回講師による
読み聞かせ会を実施。年間を通じて絵
本の貸し出し、保育士等が絵本の読み
聞かせや紹介、絵本閲覧コーナーを
設置。

実施中

・予算が限られているので、同じ本を2 ・限られた予算を有効活用していく。
・破損本の修理を行った。破損度合の
冊買い求め、園児が1冊ずつ持って楽 ・園児が読みたくなるような、絵本の展
激しい本や新刊本の購入を行った。
しめる状況にない。
示の仕方を工夫をしていく。

11

【施策３】
学校等にお
ける子どもの
読書活動の
推進

担当所属

保育・幼稚園課

職員への読み聞かせ等の研修の実
施

12

保育・幼稚園課

こども広場・地域子育て支援センター
での読み聞かせ会の実施や絵本等
の紹介・貸出し

13

保育・幼稚園課

図書の購入と絵本コーナーの充実

小学校 94.4％
中学校 96.0％
14

小中学校
市立長野高校

全校一斉読書の実施

実施中

毎日
29校
週２～４回 19校
週１回
22校
月数回
1校
読書旬間中 3校
不明
1校

小学校 100.0％
中学校 96.0％
15

小中学校
市立長野高校

読書週間・読書旬間の設定

実施中

年１回
26校
年２回
46校（春・秋など）
年３回以上 1校
回数不明
5校

・園児に対する絵本貸し出しは、継続
・未就園児に対する絵本貸し出し実施 する。
園が少ない。
・未就園児に対する絵本貸し出し実施
園が増加するように促していく。
・親子で絵本が楽しめるように、保護者
に読書に関する情報提供をしていく。

・読み聞かせ会はとても好評で、親子
参加が大勢見られる。
・親子で絵本に親しむ機会を積極的に
・絵本貸し出し利用も多く、絵本に親し 設けていく。
む姿が見られる。

・一斉読書時間の設定により、普段の
読書時間が少ない児童生徒も読書す
ることにより、午後も落ち着いて学習出
来る。
・各自で読書することが習慣となってき
ている。
・日課が変わった影響で、実施できる
日や時間の確保が難しい。
・朝読書の習慣は浸透しているが、自
分の本を持ってくることがあり図書館の
本があまり利用されていない。

・読書の質向上に向けて、どのような支
援ができるのか、探っていく。
・学校日程の都合もあるが、児童生徒
が集中して落ち着いて読書をする時間
を今後も、継続して確保していきたい。

・年間を通して、学校司書を中心に図
書委員会による読書関連活動を実施。
・姉妹学級でのペア読書、図書館司
書・学校応援団の方による読み聞か
せ。
・職員・図書館ボランティアによるブック
トーク、図書館ウォークラリー。

・係や児童生徒委員会の計画を踏まえ
て実施していく。
・読書旬間を活用し、楽しむことを基本
に、読書好きな子、図書館利用ができ
る子を増やす。

推進
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令和2年3月末現在
施策分類

事業番号

16

17

18

担当所属

小中学校
市立長野高校

学校教育課
小中学校

学校教育課
小中学校

事業・取組等

学校図書館の授業での活用の推進

学校図書館の図書資料の充実

推薦図書リストの周知や活用

新規
取組

進捗区分

令和元年度末現在
実施状況

現況・課題

今後の方向性

実施中

・国語、社会など授業の一環で利用。
・1週間の時間割に設定し、本の貸し出
小学校 98.1％
しや読書時間としている。
中学校 100.0％
・総合的な学習時間として、国際交流・
職場体験・修学旅行の下調べ等に活
随 時（授業に合わせて利用） 48校 用。
週１回（読書時間等として利用） 30校 ・パソコン検索の方が便利という感覚が
根強く、図書館の本を二次資料として
活用するという意識が低い。

・主体的・意欲的な学習を行えるよう、
利用希望に応えていく。
・司書の先生と連携し、調べ学習コー
ナーの設置など、先生方が活用しやす
いようにしていく。

実施中

小学校 100.0％
中学校 100.0％

・児童生徒からのリクエストに応えられ
るようにしているが、図書館が狭い、予
算が少ない等の理由で配架が難しい。
・百科事典などの高額な図書や資料
は、買いかえが困難。
・パソコンの資料のほうが新しいため、
本を利用した調べ学習の機会が減少。
・蔵書分類基準数に偏りがあり、分類
別にバランス配分を考える必要があ
る。
・図書費が少ないので、保護者負担も
している。
・教科書に紹介されている本を資料と
して購入。

・校内でのニーズの把握した計画的な
購入。
・調べ学習など授業との連携による資
料の充実。
・図書費と別枠での全ての学校への百
科事典や子ども向け新聞の配置を要
望。
・学習の情報センターとして機能するよ
う設置の工夫をしていく。
・予算が少なく、児童生徒生徒が希望
する図書の購入が困難。
・児童生徒生徒自身が情報を比較・検
討し、正しく選択するスキルを身につけ
る資料の充実。

小学校 90.7％
中学校 96.0％

・推薦図書リストを参考に推薦本を購
入し、本の紹介コーナーや家庭へのお
便りで周知。
・本の選書が難しく、専門のアドバイス
が必要。
・高価な物が多く、予算が足りない。
・公立図書館職員への問い合わせ、相
談。

・ブックトークなどを通して、推薦図書
の内容にも触れ、更に興味を持って読
めるようにしていく。
・推薦図書リストを参考にした本の購
入、本の紹介、コーナー設置の工夫等
を継続していく。

実施中
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令和2年3月末現在
施策分類

事業番号

担当所属

事業・取組等

新規
取組

進捗区分

令和元年度末現在
実施状況

【小中学校】【学校教育課】
小学校 72.2％
中学校 60.0％
19

小中学校
学校教育課
市立図書館

市立図書館や県立図書館等の利用・
連携

実施中

【長野図書館】
団体貸出（小学校・中学校）
R元：187回、2,645冊
【南部図書館】
団体貸出（小学校・中学校）
R１：52回、234冊

20

21

教育委員会総務課

学校教育課

校舎改修事業等に伴う学校図書館
の整備・充実

学校図書館の情報化の推進

現況・課題
【小中学校】【学校教育課】
・児童生徒のリクエストなどで利用。
・学校図書館の蔵書には限りがあるの
で、とても助かる。
・学校の利用時間が限られ予約できな
いなど、制約がある。
・公立図書館との往復など距離や時間
の確保が困難なので、予約制の導入
や移動図書館、公民館の利用もできる
ようにしてほしい。
・公立図書館のレファレンスがとても重
要となっている。
・公立図書館の企画や情報を展示して
いる。

今後の方向性

【小中学校】【学校教育課】
・パソコンでの本の貸し出し予約、流通
方法の検討（市メール便の活用）。
・学校司書と公立図書館担当者との定
期的な情報交換会による情報共有を
図る。

【市立図書館】
・小学校・中学校の授業内容（課題）に
合わせた団体貸出を実施するなど、学
校との連携を更に深め、資料の活用の
拡大を図る。
【市立図書館】
・（南部図書館）：季節ごと、または冬休
・市内の小学校・中学校を中心に団体
み・春休みなど子どもの休みに合わせ
貸出を実施した。
た児童書の「おすすめ本」リストの配布
・（南部図書館）：貸出回数は増加傾向
を検討する。
にある。夏休みに楽しむ児童書という
観点から「おすすめ本」リストを作成し、
小学校に配布している。

実施中

・令和元年度は個別施設計画を策定
・校舎の長寿命化改修にあわせ、小中
中。（令和２年度策定予定） 計画策定 ・校舎の建設、改修にあわせて整備を 学校整備指針に基づき、児童生徒数
のため校舎劣化度調査等を実施した。 実施。
に合わせた広さを確保し、児童生徒の
活動の中心的な位置に配置していく。

実施中

・レファレンスの充実や児童生徒の把
握のため、継続してシステムの活用を
図っていく。
・児童生徒生徒の学習・読書・情報活
動を担うメディアセンターとしての役割
を担う
・教育用ポータルや校支援にアクセス
できるPCやタブレット端末の配備・情報
機器の配備を要望。
・第２図書館（調べ学習に使える部屋）
の設置などスペース確保の検討が必
要。
・各学校間での図書の貸し借り、蔵書
を兼用できるシステムがあると便利。
・学校図書館システムを利用できる端
末の増設を検討する。
・公立図書館（県立、市立）職員、学校
司書をメンバーとしたワーキンググルー
プで次年度以降に研究していく。

・現状の図書館システムを使用した児
童生徒生徒のリクエスト対応、蔵書状
況や児童生徒生徒個々の貸し出し状
況などの確認に活用。
・タブレット端末やテレビが図書館に配
小学校 74.1％
備されていない、学校司書専用のPC
中学校 100.0％
が配備されておらず、情報を共有でき
ない。
・県立図書館職員と情報センター、学
・学習情報センターとしての役割を意
習センターの役割、在り方について検
識し、学習に適したメディア(印刷物や
討。
新聞等)の選定、掲示による情報提供。
・引き続き、学校図書館システムの運
用、学校間相互の蔵書検索や図書に
ついての情報共有手段としてシステム
の活用をすすめていく。

第三次長野市子ども読書活動推進計画 進捗状況調査票【具体的な取組の実施状況】
令和2年3月末現在
施策分類

事業番号

22

23

24

担当所属

学校教育課

学校教育課

小中学校
学校教育課

事業・取組等

新規
取組

校内読書コーナー等の設置の検討

進捗区分

現況・課題

今後の方向性

小学校 88.9％
中学校 92.0％

・校内数カ所（昇降口・階段踊り場・図
書館の廊下等）に本の紹介コーナーを
設けている。
・生徒会行事などに関連したコーナー
掲示
・ゆったりと本に親しめるよう、図書館内
に畳や絨毯敷の読書コーナーを設
置。
・各教室等への学級文庫の設置。

・各学校の実践事例を参考にするな
ど、情報共有しながら児童生徒生徒が
興味をひくような掲示・展示を促進す
る。
・月替わりで学級・クラスからのお薦め
本を紹介するコーナーの設置。

実施中

市主催研修会 年４回開催
支会別研修会 各年２～３回開催

・学校図書館司書としての役割や実
務、資質向上、勤務に関することを目
・次年度以降もワーキンググループ開 的とした、研修会の実施。
催による公立図書館との連携や学校 ・市主催（教育センター含む）の研修会
司書の資質向上を図っていく。
開催（年４回）。
・各支会ごとの研修会開催（年２～３
回）。

実施中

・親子読書カードの配布により、親子で
読書に親しめるように呼び掛けている。
小学校 94.4％
・読書旬間や長期休み期間は貸し出し
中学校 76.0％
冊数を増やしている。
・多忙な家庭もあり、取組に差が見られ
年１～２回
54校（読書旬間中など）
る
月１～２回
8校
・参観日に保護者を対象とした貸し出
長期休み前
5校
しの実施。
時期不明
3校
・学年・学級通信などへの掲載で家庭
読書の呼び掛けを実施。

実施中

学校図書館の運営に携わる職員の
研修機会の充実

家庭での読書推進の呼び掛け

令和元年度末現在
実施状況

小学校 94.4％
中学校 68.0％
25

26

27

小中学校
学校教育課

ボランティアやＰＴＡによる読み聞か
せ・ブックトークの実施

小中学校
学校教育課

ふるさとや世界各国の文化等を理解
するためのテーマ本の選定・コー
ナーの設置

こども政策課

放課後こども総合プランアドバイザー
や地域で組織されたボランティアによ
る読み聞かせの実施

実施中

〇

年１～２回
ど）
月１～２回
週１回
通年（年数回）

20校（読書旬間中な
19校
16校
13校

・保護者に対して、子どもの読書の様
子を伝えながら、家庭での読書の必要
性と読書推進の呼びかけを継続してい
く。
・出版社による読書推進に関する無料
冊子提供に申し込み、全校配布を実
施。
・今後も図書館だより、参観日等で図
書館の利用を進めていく。

・学年やクラス毎に日程を打ち合わせ
て継続している。
・クラス毎に読み聞かせの実施。
・お話の会の方に年数回、読み聞かせ ・学年毎に読み聞かせ会の実施。
に来ていただいている。
・ボランティアによる活動の推進。
・近隣に団体がなく、ＰＴＡも勤務時間
などの都合でなかなか頼みにくい。
・児童生徒のふるさと学習や東京オリン
ピック開催に向けた国際交流に合わせ
てコーナーを設置、紹介していく。
・購入図書の中で適宜対応していく。
・公立図書館等を参考にして展示ス
ペースを設置する。
・地元の方に資料を集めの協力をお願
いする。

実施中

小学校 87.0％
中学校 100.0％

・郷土の民話や国際理解、オリンピッ
ク・パラリンピックに関する本のコー
ナーを設置。
・２類世界地図の近くに国際理解テー
マ本を配架。
・本の種類や冊数、展示場所に限りが
ある。

実施中

アドバイザー活動延べ人数
R1：740人
参加延べ児童数
R1：15,624人

・読み聞かせや紙芝居などの活動は昨 ・引き続き読み聞かせの出来るアドバイ
年比約1.5倍増加した。
ザーの活用を周知し実施に努める。

第三次長野市子ども読書活動推進計画 進捗状況調査票【具体的な取組の実施状況】
令和2年3月末現在
施策分類

事業番号

28

【施策４】
市立図書館
等における
子どもの読
書活動の推
進

29

30

担当所属

こども政策課

市立図書館

市立図書館

事業・取組等

推薦図書の周知と図書の充実

子ども向け行事の実施及び保護者へ
の啓発

ブックリストの作成・配布、ホームペー
ジ等での紹介

新規
取組

進捗区分

実施中

令和元年度末現在
実施状況

今後の方向性

・厚生労働省や長野県からの推薦図 ・推薦図書については、国の審議会で
厚労省や県からの推薦図書等の周知
書等を各地施設の事業受託者に周知 審査されたものなので積極的な周知に
R1：１回
している。
努める。
【長野図書館】
おはなし会
R１：123回、親子計1,466人
お楽しみ会
R１：5回、親子計338人

実施中
【南部図書館】
おはなし会
R1：46回、837人
こども会
R1:３回、440人

実施中

現況・課題

【長野図書館】
児童書の「おすすめの本」リスト配布
R１：300部
季節の「おすすめの本」リスト配布
R１：夏 350部
秋 350部
年齢別「おすすめの本」リスト配布
R１：各年齢毎 100部
【南部図書館】
児童書の「おすすめの本」リスト配布
R1：600部

・年間を通じて、読み聞かせを中心とし
た、子どもに読書の楽しさを伝える各種
行事を開催している。
・広報ながの・生涯学習だより・子ども
情報誌「ホリデー」・子育てガイドブッ
ク・信毎等各種メディアにおいて図書
館で実施されている子ども向け行事を
紹介し、保護者への啓発もあわせて実
施している。

【長野図書館】
・こどもの読書週間の標語にちなんだ
年間テーマ本を100冊程度選定し館内
で展示、リストを作成・配布し、ホーム
ページ等で紹介している。
・図書館全職員による季節のおすすめ
の本をイラストと文で紹介した冊子を作
成、館内で配布している。
・長野図書館おすすめ本の年齢別リス
ト（0～2歳、3～5歳、小学校低学年、中
学年、高学年）を作成、館内で配布し
ている。
【南部図書館】
・夏休みに楽しむ児童書という観点か
らリストを作成している。また、学齢別
（０～３歳、幼児、小学校低学年、小学
校高学年）の「なんぶとしょかん おす
すめ本」リストも作成している。
・紙媒体（冊子）での配布は実施してい
るが、ホームページなどでの配信はし
ていない。

・今後も事業を継続する。
・行事参加者の増加を図るため、ホー
ムページ、広報紙以外にも、ＳＮＳなど
の各種メディアを活用したイベント開催
情報の発信の拡大を検討する。

・現在の取組を継続して実施する。
・図書館においては、定期的におすす
め本リストを作成し、館内掲示、配布す
ることや、季節ごと、または冬休み・春
休みなど子どもの休みに合わせた児童
書の「おすすめ本」リストの配布を検討
する。
・ホームページのほか、ＳＮＳなどイン
ターネットを活用した情報の発信を検
討する。

第三次長野市子ども読書活動推進計画 進捗状況調査票【具体的な取組の実施状況】
令和2年3月末現在
施策分類

事業番号

31

32

担当所属

市立図書館

南部図書館

事業・取組等

児童向け図書館だより（こども読書
ニュース「ふれあい」・こどもかいだより
「おひさま」）の発行・ホームページへ
の掲載

移動図書館における児童書の充実と
貸出し

新規
取組

進捗区分

令和元年度末現在
実施状況

【長野図書館】
こども読書ニュース「ふれあい」
R１：毎月300部、ホームページ掲載
実施中

実施中

【南部図書館】
こどもかいだより「おひさま」
R１：毎月550部、ホームページ掲載

移動図書館 児童書貸出冊数
R1：36,745冊

現況・課題

今後の方向性

【長野図書館】
・月毎のテーマ、読み聞かせ行事、新
刊児童図書等の情報を掲載した児童
向け館報を、毎月１回作成・発行し、
ホームページに掲載している。
・保育・幼稚園課を通じて市内の保育
園・幼稚園にも配信し、読書活動啓発 ・現在の取組を継続して実施する。
事業の推進を図っている。
・民間の幼稚園・子育て支援センター、
ＮＰＯなど、子どもに関する民間機関・
【南部図書館】
団体と連携し、頒布先の拡大を検討す
・毎月、こどもかいだより「おひさま」を る。
ホームページに掲載し、月ごとのテー
マ本や新刊本のリストの情報発信をし、
子どもの読書活動の啓発事業の推進
を図っている。
・窓口、分室、移動図書館、長野市南
部の保育園、小学校等には直接配布
（紙媒体（チラシ））し、読書活動の啓発
事業の推進を図っている。

・市内全域（９２ステーション）を巡回し、
図書館本館、分室から遠距離に居住
する子どもの読書活動の推進を図って
いる。
・より効果的な利用を図るため、巡回ス
テーションごとの貸出冊数、利用者数
に基づき、図書館本館及び分室の利
用圏域の補完及び巡回のルート設定
を考慮し、巡回ステーション・コース・時
間の見直しを実施している。
・少子化や両親の就労等により、児童
書の貸出冊数は減少傾向にある。

・今後も事業を継続する。
より効果的な利用を図るため、巡回ス
テーション・コース・時間の見直しを図
る。
・立寄った中山間地の支所、公民館等
で読み聞かせを行う等、移動図書館が
さらに有効活用されるよう検討する。

第三次長野市子ども読書活動推進計画 進捗状況調査票【具体的な取組の実施状況】
令和2年3月末現在
施策分類

事業番号

担当所属

事業・取組等

新規
取組

進捗区分

令和元年度末現在
実施状況

【長野図書館】
・子どもが靴を脱いで利用できるスペー
スを設置し、子どもと保護者が自由に
絵本や紙芝居などの読み聞かせを行う
場所としている。
児童書蔵書数
R１：116,478冊
33

34

35

36

市立図書館

市立図書館

市立図書館

長野図書館

児童書コーナー「お話しの部屋」・「親
子コーナー」の整備・充実

青少年向けの図書を集めたコーナー
の整備・充実

中学生・高校生による読み聞かせボ
ランティア・職場体験の実施

点字図書・録音図書製作ボランティ
アの養成

実施中

実施中

【南部図書館】
・「親子コーナー」の一部に、子どもが
靴を脱いで利用できるスペースを設置
した。子どもと保護者が自由に絵本や
紙芝居などの読み聞かせを行う場所、
ボランティアによるおはなし会の場所と
して活用している。
児童書蔵書数
R１：117,784冊

今後の方向性

【長野図書館】
・施設の構造上、子ども向けスペースを
現状から変えることは困難であるが、本
のディスプレイ方法等により、居心地の
よい空間・雰囲気づくりに努めている。 ・現在の取組を継続して実施する。
・改築が検討されている南部図書館に
【南部図書館】
ついては、改築の議論の中で、児童書
・図書館全体の約４割の面積を占める コーナーの施設・設備上の充実に配慮
「親子コーナー」が設置されているが、 する。
防音設備（間仕切りカーテン等）がない
ため、他の利用者への配慮を要する状
態にある。

【長野図書館】
・青少年向けの図書を集めた常設コー
ナーを設置し、図書等を購入してい
・書架の移動や各種サインの導入を実 ・青少年向けコーナーの資料の充実を
る。
施し、好きな本を探せるようにするな
図る。
・年に２回、青少年向けのテーマで本
ど、子どもたちが気軽に利用できる場 ・推薦図書をホームページで紹介する
を集め、紹介している。
所づくりに努め、図書整備とサービスの など、広報紙及びインターネット等によ
充実を図っている。
る広報・周知活動を実施する。
【南部図書館】
・ヤングアダルトコーナー（青少年図書
コーナー）を設置した。

【長野図書館】
職場体験の受入
R１：中学校5校13人、高校2校9人
実施中
【南部図書館】
職場体験の受入
R１：中学校2校3人、高校3校5人

実施中

現況・課題

・図書館をより身近に感じてもらえるよう
・周辺の中学校・高等学校と連携し、現
に、中学生・高校生の希望に応じて積
在の取組を継続して実施する。
極的に受け入れている。

・音訳ボランティアのスキルアップのた
・ボランティアのスキルアップを図る。 ・引き続きスキルアップのための勉強会
めの勉強会を開催した。
・視覚障害者ネットワーク登録のため を実施するとともに、指導員資格取得
・点字指導者資格受講のための講習
に、指導員資格の取得が必要である。 者の確保を図る。
会を受講、認定試験を受験した。
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令和2年3月末現在
施策分類

事業番号

37

担当所属

長野図書館

事業・取組等

障害者ライブラリー（点字図書・録音
図書の収集・製作・貸出し）の充実

新規
取組

進捗区分

実施中

令和元年度末現在
実施状況

点字図書の製作（タイトル数）
R１：53
録音図書の製作（タイトル数）
R１：29

【長野図書館】
R１：6回、349冊
38

市立図書館

特別支援学級、特別支援学校等の
施設への団体貸出し

実施中

【南部図書館】
R1：貸出し実績なし。

【長野図書館】
図書館司書の外部研修への参加
R１：23回、 のべ48人
39

市立図書館

各種研修への積極的な参加

実施中
【南部図書館】
図書館司書の外部研修への参加
R１：6回、20人

40

41

市立図書館

市立図書館

子ども向け図書の買い換え、資料等
の充実

利用者のリクエストへの対応

今後の方向性

・ボランティアによる点字図書・録音図
書の製作。
・利用者へは新刊図書・おすすめ図書 ・引き続き製作・貸出を実施する。
等の紹介を毎月行っている。また、リク
エストには随時対応している。

【長野図書館】
【長野図書館】
・引き続き貸出しを実施する。
・団体からの申し出により貸出しを行っ
ている。
【南部図書館】
・団体からの申し出により、貸出しを実
【南部図書館】
施する。また、改築の議論の中で、特
・団体からの申し出により貸出しを行っ
別支援学級、特別支援学校等の施設
ている。
への団体貸出しの充実に配慮する。

・図書館司書が更に専門的知識を得る
ことができるように、県立図書館、長野
・引き続き外部の各種研修会へ参加
県図書館協会、北信公共図書館連絡
し、図書館司書としての能力・技術等
協議会などが主催する講座・講習会へ
の研鑽に努める。
参加している。

【長野図書館】
児童書受入状況
R１：3,195冊

【長野図書館】
【長野図書館】
・良書、名作の整備を目的として、子ど
・今後も、子ども向け図書の計画的な
も向け図書の計画的な購入や買い換
購入や買い換えを実施する。
えを実施している。

【南部図書館】
児童書受入状況
R１：4,619冊

【南部図書館】
【南部図書館】
・今後、大活字本など資料等の購入を
・大活字本など資料等の購入はしてい
検討する。
ない。

実施中

実施中

現況・課題

・子ども、保護者及び読み聞かせボラ
ンティア等からのリクエストを受付け、資
料収集方針に基づき利用者のニーズ
を考慮しながら選書・購入をしている。
・図書のリクエストについて、主に新刊 ・長野図書館では、児童書のリクエスト
図書の選書・購入を通して適切に対応 については、選書基準に適合するもの
している。
は全て購入している。
・在館しない資料については相互貸借
により他市町村の図書館から借受をし
ている。

・利用者のニーズによるリクエストへの
対応の増加を図るため、広報紙及びイ
ンターネット等によるリクエスト制度の広
報・周知活動の実施を検討する。

第三次長野市子ども読書活動推進計画 進捗状況調査票【具体的な取組の実施状況】
令和2年3月末現在
施策分類

事業番号

42

担当所属

市立図書館

事業・取組等

新規
取組

調べ学習に役立つパスファインダー
の作成・充実

進捗区分

実施中

令和元年度末現在
実施状況

【長野図書館】
図書館ホームページのパスファイン
ダー
「本の探し方」 １項目
「入門編」 １項目
「夏休み編」（実践編） 21項目
【南部図書館】
実施していない。

43

市立図書館

ふるさとや世界各国の文化等を理解
するためのテーマ本の選定・コー
ナーの設置

〇

実施中

【長野図書館】
・毎月テーマを決め「一般向け」「児童
向け」、また「青少年向け」「高齢者向
け」を交互に本の紹介をしている。
【南部図書館】
実施していない。

44

45

公民館
公民館講座等における読み聞かせ
交流センター
等の実施
家庭・地域学びの課

公民館
交流センター
図書館分室の整備及び利用促進
南部図書館
家庭・地域学びの課

現況・課題

【長野図書館】
・調べ学習に役立てるため、子ども向
けのパスファインダー「本の探し方」「入
門編」、「夏休み編」（実践編）を図書館
ホームページに掲載している。
【南部図書館】
・実施していない。

今後の方向性

【長野図書館】
・今後も事業を継続する。
「夏休み編」（実践編）については、多
様なテーマについて項目を追加してい
く。
【南部図書館】
・当面、実施の予定はないが、改築の
議論の中で、調べ学習に役立つパス
ファインダーの作成・充実に配慮する。

【長野図書館】
【長野図書館】
・現在の取組を継続して実施する。
・テーマに関連する資料の一覧をホー ・オリンピックイヤーにあわせ、コーナー
ムページに掲載し、検索にも役立てて を設置する。
いる。
【南部図書館】
【南部図書館】
・今後、テーマ本の選定・特設コー
・実施していない。
ナーの設置等について実施を検討す
る。

実施中

・地域で活動する読み聞かせボラン
ティアと連携し、おはなし会を実施した
り、親子学級の中で読み聞かせ等の時
公民館講座等において読み聞かせ等 間を設けている。
を実施した公民館・交流センター
・地域に子どもが少ない等の理由によ
R1：24公民館・交流センター
り、講座を企画をしたが参加者が集ま
らなかった公民館・交流センターもあ
り、開催方法や参加者の募集方法を工
夫していく必要がある。

・公民館・交流センターを利用する地
域の読み聞かせ団体や子育てサーク
ルと連携して引き続き読み聞かせを実
施していく。
・それぞれの地域の実情に応じて、実
施方法や参加者の募集方法を検討し
ていく。

実施中

【南部図書館】
・図書館分室に新刊本を随時配本し、
児童書の充実を図るとともに、分室から
児童書貸出冊数
の本のリクエスト（予約）の受付けや分
R1：27,633冊
室での「おはなし会」の選書をするな
ど、公民館との連携を深め、地域に根
【公民館・交流センター】
ざした子どもの読書活動の推進を図っ
・21の公民館・交流センターにおいて、 ている。
公民館報、交流センターだより、図書 ・図書館分室ごとに、図書室の扱いが
だより、ホームページ等で分室の紹介 様々で、児童書の貸出数に差が生じて
等を行った。
いる。
・新刊本やおすすめ本の配置の工夫
やポスター掲示、「読書通帳」の発行な 【家庭・地域学びの課】
ど、分室利用促進のための取組を行っ ・公民館報・交流センターだより等に分
た。
室の紹介記事を掲載している他、本の
配置の工夫や読書通帳の発行等によ
り、分室利用促進のための取組を行っ
ている。

・公民館報、交流センターだより等によ
る図書館分室の広報・周知活動を継続
して実施する。また、子供向け図書の
案内記事の掲載等、子どもの分室利
用を更に促進するための取組を検討
する。
・分室使用促進の取組により、利用し
やすい環境を整備し、貸出数の増加
及び利用率の向上を図る。

第三次長野市子ども読書活動推進計画 進捗状況調査票【具体的な取組の実施状況】
令和2年3月末現在
施策分類

事業番号

担当所属

事業・取組等

46

公民館
図書館分室において、季節や年中行
交流センター
事を意識した絵本の紹介やお薦め本
家庭・地域学びの課 等の展示

47

公民館
ふるさとや世界各国の文化等を理解
交流センター
するためのテーマ本の選定・コー
家庭・地域学びの課 ナーの設置

48

49

50

公民館
子育てサークルや子ども読書活動を
交流センター
行うグループへの学習室等の貸出し
家庭・地域学びの課

博物館

家庭・地域学びの課

博物館行事に合わせた読書イベント
の開催

少年科学センターにおける読書コー
ナーの設置

新規
取組

〇

進捗区分

南部図書館

リサイクル図書の有効活用

現況・課題

今後の方向性

・季節に合わせたテーマブックコー
ナーやお薦め本の展示を行っている。
子ども向け書架の上等にテーマブック
コーナーを設置し、紹介ポップを書くな ・各分室の状況に合わせ、読書活動へ
ど利用者の目に留まりやすい工夫を の関心を高め、利用しやすい分室とな
行っている。
るような取組を引き続き実施する。
・蔵書や展示スペースに限りがあるた
め、展示場所の確保が難しい分室もあ
る。

実施中

季節や年中行事を意識した絵本の紹
介やお薦め本等の展示
R1：19分室で実施した。

実施中

・図書館分室において、「ながのを知ろ ・蔵書数やスペースが限られており、
う」コーナーや郷土の食べ物に関する テーマ本の選定やコーナーの設置が
図書コーナーを設けた。
困難な分室もある。

・各分室の状況に合わせ、ふるさとや
世界各国の文化等を理解するための
テーマ本の選定・コーナーの設置につ
いて検討する。

実施中

・子育てサークルや子ども読書活動を
行うグループへ学習室等の貸出しを
・15公民館・交流センターで57団体が
行っている。
登録・活動（令和元年３月末現在）して
・乳幼児が利用できる部屋（和室等、床
いる。
の利用が可能な部屋）や駐車スペース
が限定され、施設面での制約がある。

・引き続き子育てサークルや子ども読
書活動を行うグループへの学習室貸
出しを行っていくと共に、公民館の子
育て講座終了後の自主的な学習グ
ループ化を支援していく。

実施中

・古民家でおはなし会
令和１年6月29日 参加者11名
令和1年9月23日 参加者23名
計34名参加

実施中

・少年科学センターにおける子供向け
・学習室に絵本などの子ども向け書籍 ・継続的に子供向け書籍を設置し、新
書籍の設置は、あくまでも付属的なも
を設置し、親子や子どもたちの読書活 しい本を定期的に購入し、古いものと
のであるが、子ども読書活動を支援す
動を推進した。
入れ替えている。
るため、引き続き整備していく。

実施中

・南部図書館で不要となった本のうち、
一部を令和元年東日本台風災害によ
り被災した市有施設への補填用とし
た。
・令和元年東日本台風災害により被災
した施設の補填分を除いた不要本に
ついては、１月にリサイクル本配付を実
施し、有効活用を図った。

【施策５】
関係機関へ
の連携と普
及啓発の促
進
51

令和元年度末現在
実施状況

・グループの解散に伴い、企画は廃
・博物館事業の方針と活動内容があわ 止。今後、よみきかせなどの希望が
ず、ボランティアグループの維持も難し あった場合には、ボランティア主催で
い。
企画を行うが、博物館主催の事業とし
ては行わない。

・南部図書館で不要となった本をリサイ
クル本として児童館等、学校、公民館、
保育園など市の施設及び関係施設を
中心に配付することにより、市の施設
及び関係施設全体での図書の充実
（有効活用）を図っている。

・今後も事業を継続する。
・小学生対象のリサイクル図書が出た
場合は、児童館等、学校、公民館、保
育園など市の施設及び関係施設への
周知配布について検討する。

【施策５】
関係機関へ
の連携と普
及啓発の促
進

第三次長野市子ども読書活動推進計画 進捗状況調査票【具体的な取組の実施状況】
令和2年3月末現在

施策分類

事業番号

担当所属

事業・取組等

新規
取組

進捗区分

令和元年度末現在
実施状況
【学校教育課】
小学校 31.5％
中学校 64.0％

52

市立図書館
学校教育課

児童・生徒の図書館見学・体験の実
施

実施中

【学校教育課】
・公立図書館の紹介、校外学習での見
学や本の貸し出し体験の実施。
・公立図書館へ地域や教科の学習、社 ・公立図書館が遠く、往復の時間が掛
会見学、遠足行事として実施。
かるので実施が困難。
・図書館や図書委員会の広報作成の ・（児童生徒生徒が学校図書館会内
情報収集として公立図書館を利用。
の）本の分類や館内の図書配置につ
・児童生徒の職場体験希望者による いて確認した。
（公立図書館、学校図書館での）図書
館司書の仕事体験。
【長野図書館】
・図書館をより身近に感じてもらえるよう
【長野図書館】
に、希望に応じて積極的に受け入れて
小・中学生、高校生の見学・体験
いる。
見学1校1人、体験7校22人
【南部図書館】
【南部図書館】
・児童についての図書館見学・体験等
中学生・高校生の職場体験等
は実施していない。
R1：5校 8人
【学校教育課】
・公立図書館（県立、市立）職員、学校
司書をメンバーとしたワーキンググルー
プにおいて、次年度から教員や学校司
書からの個別相談に対して、必要な支
援を受けられるよう実施するための方
針を決めた。

53

市立図書館
学校教育課

学校図書館に関する相談体制の整
備

実施中

現況・課題

今後の方向性

【学校教育課】
・校外学習の中に取り入れた見学・体
験、集団貸し出し利用の検討。
・派遣依頼の対応を検討。
・公立図書館に通うことが難しいので、
移動図書車を利用する。
【長野図書館】
・現在の取組を継続して実施する。
周辺の中学校・高等学校と連携して
行っていく。
【南部図書館】
・篠ノ井地区の小学校等と連携し、「図
書館の”秘密の裏側探訪”」等のイベン
トを企画し、図書館見学の実施を検討
していく。

【学校教育課】
・窓口となる担当者を決め、教員や学
校司書などの求めに応じたレファレン
スサービス等、個別の相談・要望に関
・教員や学校司書からの個別の相談に
しても対応できるようにする必要があ
は、その都度必要な支援を行う
り、次年度より実施する予定。
【長野図書館】
・今後も継続的に関係機関と協議を行
・学校司書の実務に関するワーキング
い、支援体制の整備について更なる検
【市立図書館】
グループや、学校図書館での研修に
討をしていく。
・窓口となる担当者を決め、教員や学
参加し、理解を深めた。
校司書などの求めに応じたレファレン
・西部支会の長野図書館視察研修を
スサービス等、個別の相談に対応する
行った。
必要がある。
【南部図書館】
・実施していない。

第三次長野市子ども読書活動推進計画 進捗状況調査票【具体的な取組の実施状況】
令和2年3月末現在
施策分類

事業番号

担当所属

事業・取組等

新規
取組

進捗区分

令和元年度末現在
実施状況

現況・課題

【家庭・地域学びの課】
・市立図書館で同様の講座が行われ
ていることから、実施していない。
【家庭・地域学びの課】
R1：実施なし

54

市立図書館
読み聞かせボランティア等養成講座
家庭・地域学びの課 の開催

実施中

【長野図書館】
「読みがたり講座」5回シリーズ
R１：受講者24名
【南部図書館】
読み聞かせ初心者講座
R1：35人
読み聞かせ中級講座
R1：18人

55

56

家庭・地域学びの課

家庭・地域学びの課

ＩＣＴを活用した子ども読書活動の啓
発

長野市子ども読書デーにおける啓発
活動の実施

〇

【長野図書館】
・基本的な理論から実践までを演習と
まじえて学べる講座で、定員を上回る
受講があった。
【南部図書館】
・「読み聞かせ初心者講座」として、「読
み聞かせ入門コース（読み聞かせの基
礎の習得）」と「読み聞かせボランティア
入門コース（ボランティア活動の基礎知
識・技術の習得）」を実施している。
また、初心者講座修了者が、読み聞か
せボランティア等の高度な実践を十分
に行えるように、令和元年度から「読み
聞かせ中級（ステップアップ）講座」を
実施した。

今後の方向性

【家庭・地域学びの課】
・実施予定なし。
【長野図書館】
・今後も事業を継続する。
・「読みがたり講座」修了者が、ボラン
ティアの実践を行えるような「読み聞か
せボランティア養成講座」を実施する。
【南部図書館】
・読み聞かせボランティアグループの
新規結成を目指し、そのリーダーを養
成するため、令和２年度以降に「読み
聞かせ上級（リーダー養成）講座」の開
催を検討する。さらに、受講者の増加
を図るため、各種メディアを活用した講
座開催情報の配信の拡大を検討す
る。

実施中

・現在の配信内容は事業の紹介に留
・子育てアプリ「すくすくなび」や「なが
まっているため、家庭での読み聞かせ ・配信内容を検討しながら、今後も取
のわくわく子育てメール」を利用してお
等を啓発する内容も盛り込んでいける 組を継続する。
ひざで絵本事業の紹介を行った。
とよい。

実施中

・長野市子ども読書デー関連イベントと
して、親子わくわくフェスタにおいて、
長野県立大学生による「朗読劇」を実
施した。
・広報及び市政ラジオによる啓発活動
を行った。

・「親子わくわくフェスタ」に合わせ、長
野市子ども読書デー関連イベントとし
て絵本の読み聞かせ等の催しを企画・
実施している。
・さらに子どもの読書活動を啓発・推進
するため、市民のニーズに合致したイ
ベントにする必要がある。

・市民のニーズに合致し、かつ、読書
の楽しさを伝える取り組みとしてより効
果的なイベントを検討し、引き続き実施
する。
・ICTを活用し、子ども読書デーの啓発
や関連イベントの周知を積極的に行っ
ていく。

第三次長野市子ども読書活動推進計画 進捗状況調査票【具体的な取組の実施状況】
令和2年3月末現在
施策分類

事業番号

担当所属

事業・取組等

新規
取組

進捗区分

令和元年度末現在
実施状況

【家庭・地域学びの課】
・啓発用ポスターを小・中学校、公民
館、保育園等へ配布した。
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市立図書館
こどもの読書週間における啓発活動
家庭・地域学びの課 の実施

実施中

【長野図書館】
児童書の「おすすめの本」リスト配布
R１：300部
しおりの配布
R１：1200枚
【南部図書館】
たんぽぽこども会 参加者数
R1：75人
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家庭・地域学びの課

読書活動推進イメージキャラクターの
活用

実施中

・ホームページ、ブックリスト等に掲載し
ている。
・ＢＯＯＫロウのしおりを作成し、長野市
子ども読書デー関連イベントで配布し
た。

現況・課題

【家庭・地域学びの課】
・啓発用ポスターを小・中学校、公民
館、保育園等へ配布した。
【長野図書館】
・各年のこどもの読書週間の標語及び
年間テーマによりリストを作成・配布し、
ホームページ等で紹介している。
・職員による手作りのしおりを作成し配
布している。

今後の方向性

【家庭・地域学びの課】
・今後も継続して実施する。
【長野図書館】
・今後も事業を継続する。

【南部図書館】
・今後も事業を継続する。
・イベント参加者の増加を図るため、
【南部図書館】
ホームページ、広報紙等以外にも、Ｓ
・子ども読書週間（子ども読書の日）事 ＮＳ、スマートフォンアプリ、Ｗｅｂサイ
業として、毎年、５月上旬に「たんぽぽ ト、フリーペーパー、行政情報モニタな
こども会」を開催し、「こどもの読書週
どの各種メディアを活用したイベント開
間」の啓発用ポスターの掲示と共に、 催情報の発信の拡大を実施する。
子どもの読書の啓発活動と読書活動の
推進を図っている。

・ホームページやブックリスト等におい
て、積極的にキャラクターを使用し周知
・引き続き従来の方法による啓発活動
を図っている。
を実施するとともに、キャラクターの新
・第三次長野市子ども読書計画策定時
たな使用方法を検討する。
にイラストの種類が増えたことで、キャラ
クターを使用する機会が増えている。

