
第３次枚方市子ども読書活動推進計画　（進捗管理表）
課題1．読書をとおして生きる力を育成

（１）はじめての本との出会い～乳幼児期の読書活動推進

実績 実績 実績 実績

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度

1-(1)-①
児童書および子どもの読書に関す
る図書資料を系統的に整備

児童書および子どもの読書に関す
る図書資料を系統的に整備する。

冊数、金額

【教育指導課】
・購入冊数：小学校（45校合計）　　　19,494冊
　　　　　　中学校（19校合計）　　　11,001冊
・購入金額：小学校（45校合計）　37,753,942円
　　　　　　中学校（19校合計）　21,908,838円

【中央図書館】
・購入冊数：11,870冊
・寄贈冊数：2,880冊
・金額：12,277,338円（税込）
（別途、「子どもに本を届ける事業」として
3,486,558円、2,445冊購入）

【教育指導課】
・購入冊数：小学校（45校合計）　　19,547冊
　　　　　　中学校（19校合計）　　11,362冊
・購入金額：小学校（45校合計）32,895,336円
　　　　　　中学校（19校合計）20,990,414円

【中央図書館】
・購入冊数：11,460冊
・寄贈冊数：2,280冊
・金額：18,125,708円（税込）
（別途、「子どもに本を届ける事業」として
4,985,976円、3,401冊購入）

【教育指導課】
・購入冊数：小学校（45校合計）　　17,911冊
　　　　　　中学校（19校合計）　　11,618冊
・購入金額：小学校（45校合計）32,909,457円
　　　　　　中学校（19校合計）20,934,643円

【中央図書館】
・購入冊数：13,005冊
・寄贈冊数：2,317冊
・金額：16,781,536円（税込）
（別途、「子どもに本を届ける事業」として
6,090,942円、4,102冊購入）

【教育指導課】
・購入冊数：小学校（45校合計）　　18,556冊
　　　　　　中学校（19校合計）　　11,662冊
・購入金額：小学校（45校合計）32,295,273円
　　　　　　中学校（19校合計）21,507,095円

【中央図書館】
・購入冊数：15,814冊
・寄贈冊数：4,090冊
・金額：22,539,501円（税込）
※香里ケ丘図書館建て替えに伴う臨時的経費分を
含む。
（別途、「子どもに本を届ける事業」、「子ども
夢基金」関連資料として5,034,669円、3,730冊購
入。）

学校教育室教育指導
担当

中央図書館

1-(1)-②
【拡充】
図書館利用の促進

OSAKA PAGE ONEプロジェクト（※
注１)や家読（うちどく）（※注
２)の周知を図り、図書館利用の
促進に努める。

実利用者数
【中央図書館】
実利用者数：11,562人

【中央図書館】
実利用者数：10,200人

【中央図書館】
実利用者数：10,143人

【中央図書館】
実利用者数：7,350人 中央図書館

1-(1)-③ 団体貸出の実施
読書ボランティア団体および保育
所（園）、認定こども園や幼稚園
への団体貸出を実施する。

冊数、回数、団体数

【中央図書館】
・冊数：55,602冊
・回数：4,180回
・団体数：294団体

【中央図書館】
・冊数：59,618冊
・回数：4,119回
・団体数：273団体

【中央図書館】
・冊数：53,307冊
・回数：4,244回
・団体数：275団体

【中央図書館】
・冊数：23,024冊
・回数：1,766回
・団体数：186団体

中央図書館

1-(1)-④
0・1・2歳児を対象としたおはな
し会の実施

わらべうたや手遊びなどを取り入
れた読み聞かせを定期的に実施
し、子どもに読書の楽しさを伝え
るとともに、周囲の大人の関心を
高める。

開催回数、
参加人数（保育所・園
等、幼稚園除く）

【保健センター】
■１歳６か月児健診、２歳６か月児歯科健診、３
歳６か月児健診において、待合の時間を利用して
保育士による絵本の読み聞かせや手遊びを実施
（年間127回）

【中央図書館】
・開催回数：195回
・参加人数：1,309人

【保健センター】
■１歳６か月児健診、２歳６か月児歯科健診、３
歳６か月児健診において、待合の時間を利用して
保育士による絵本の読み聞かせや手遊びを実施
（年間122回）

【中央図書館】
・開催回数：141回
・参加人数：1,331人

【保健センター】
■１歳６か月児健診、２歳６か月児歯科健診、３
歳６か月児健診において、待合の時間を利用して
保育士による絵本の読み聞かせや手遊びを実施
（年間105回）

【中央図書館】
・開催回数：107回
・参加人数：1,052人

【保健センター】
■新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、２
歳６か月児歯科健診は中止、１歳６か月児健診、
３歳６か月児健診において、待合の時間を利用し
た保育士による絵本の読み聞かせも中止。

【中央図書館】
・開催回数：94回
・参加人数：393人

地域健康福祉室母子
保健担当(保健セン

ター）

中央図書館

1-(1)-⑤
幼児を対象としたおはなし会の実
施

定期的に読み聞かせや手遊びなど
のおはなし会を実施し、子どもに
読書の楽しさを伝えるとともに、
周囲の大人の関心を高める。

開催回数、
参加人数（保育所/園等、
幼稚園除く）

【保健センター】
■１歳６か月児健診、２歳６か月児歯科健診、３
歳６か月児健診において、待合の時間を利用して
保育士による絵本の読み聞かせや手遊びを実施
（年間127回）

【中央図書館】
・開催回数：998回
・参加人数：4,611人

【保健センター】
■１歳６か月児健診、２歳６か月児歯科健診、３
歳６か月児健診において、待合の時間を利用して
保育士による絵本の読み聞かせや手遊びを実施
（年間122回）

【中央図書館】
・開催回数：865回
・参加人数：7,136人

【保健センター】
■１歳６か月児健診、２歳６か月児歯科健診、３
歳６か月児健診において、待合の時間を利用して
保育士による絵本の読み聞かせや手遊びを実施
（年間105回）

【中央図書館】
・開催回数：721回
・参加人数：5,882人

【保健センター】
■新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、２
歳６か月児歯科健診は中止、１歳６か月児健診、
３歳６か月児健診において、待合の時間を利用し
た保育士による絵本の読み聞かせも中止。

【中央図書館】
・開催回数：595回
・参加人数：2,325人

地域健康福祉室母子
保健担当（保健セン

ター）

中央図書館

体系番号 具体的な施策 取り組みの方向
担当課

（関係課）
評価指標

資料９-２（別紙）
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（１）はじめての本との出会い～乳幼児期の読書活動推進

実績 実績 実績 実績

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度

1-(1)-⑥
読書への導入になるような行事の
実施

季節の催しや「えほんのひろば
（※注３）」などを開催し読書へ
の関心を高める。

開催回数
参加人数

【中央図書館】
夏のストーリーテリング「こわいはなし」やえほ
んのひろばinくすはモールなどを開催。
・開催回数：84回
・参加人数：1,819人

【中央図書館】
夏やすみの「こわいはなし」やえほんのひろば
「本がぎょうさんならんだら」などを開催。
・開催回数：41回
・参加人数：1,698人

【中央図書館】
夏やすみの「こわいはなし」やクリスマス工作な
どを開催。
・開催回数：27回
・参加人数：1,240人

【中央図書館】
夏の「こわいはなし」やおりがみ教室などを開
催。
・開催回数：67回
・参加人数：776人

中央図書館

1-(1)-⑦
「こどもの読書週間（※注４）」
にあわせた行事の実施

「こどもの読書週間」にあわせて
行事を実施し、子どもに読書の楽
しさを伝えるとともに、子どもの
読書に対する周囲の大人の関心を
高める。

開催回数
参加人数

【中央図書館】
こどもの読書週間にあわせて「ひらかた絵本まつ
り」を実施し、全館でイベントを開催。
・開催回数：52回
・参加人数：712人

【中央図書館】
こどもの読書週間にあわせて「ひらかた絵本まつ
り」を実施し、全館でイベントを開催。
・開催回数：26回
・参加人数：882人

【中央図書館】
こどもの読書週間にあわせて「ひらかた絵本まつ
り」を実施し、全館でイベントを開催。
・開催回数：46回
・参加人数：2,165人

【中央図書館】
こどもの読書週間にあわせて実施していた「ひら
かた絵本まつり」は、新型コロナウイルス感染症
拡大防止のため休館し中止。

中央図書館

1-(1)-⑧

【拡充】
枚方版ブックスタート（※注５）
の充実

1歳の誕生月の子どもを対象に保
育所（園）で読み聞かせを行い、
絵本を1冊プレゼントする「枚方
版ブックスタート」を通して、子
どもに絵本の楽しさを伝えるとと
もに読書に対する保護者の関心を
高め、参加比率の向上を図る。

参加比率

【子育て事業課】
市内56か所の保育所（園）で実施。参加者数
1,934人。
ブックスタート案内はがき送付数2,912通に対し
ての参加比率は66.41％。

【子育て事業課】
市内56か所の保育所（園）で実施。参加者数
1,931人。
ブックスタート案内はがき送付数2,798通に対し
ての参加比率は67％。

【私立保育幼稚園課】
市内56か所の保育所（園）で実施。参加者数
1,712人。
ブックスタート案内はがき送付数2,691通に対し
ての参加比率は64％。

【私立保育幼稚園課】
市内56か所の保育所（園）で実施。参加者数
1,497人。
ブックスタート案内はがき送付数2,698通に対し
ての参加比率は55％。
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、４
月、５月、12月、１月、２月は中止。
６月、７月、８月、９月、10月、11月、３月は規
模を縮小して開催。

私立保育幼稚園課

1-(1)-⑨
母子保健事業における読書活動の
推進

母子保健事業の機会に絵本の読み
聞かせを行い、乳幼児おすすめ絵
本リーフレット等を配布し、子ど
もに絵本の楽しさを伝えるととも
に読書に対する保護者の関心を高
める。

開催回数
参加者数

【保健センター】
■枚方市立図書館等より提供を受けたリーフレッ
トを４か月児健診受診者に配付（４か月児健診受
診者数　2,706人）
■乳幼児健診時の待合室に絵本を設置（乳幼児健
診開催回数　171回）
■１歳６か月児健診、２歳６か月児歯科健診、３
歳６か月児健診において、待合の時間を利用して
保育士による絵本の読み聞かせや手遊びを実施
（年間127回）

【保健センター】
■枚方市立図書館等より提供を受けたリーフレッ
トを４か月児健診受診者に配付（４か月児健診受
診者数　2,670人）
■乳幼児健診時の待合室に絵本を設置（乳幼児健
診開催回数　164回）
■１歳６か月児健診、２歳６か月児歯科健診、３
歳６か月児健診において、待合の時間を利用して
保育士による絵本の読み聞かせや手遊びを実施
（年間122回）

【保健センター】
■枚方市立図書館等より提供を受けたリーフレッ
トを４か月児健診受診者に配付（４か月児健診受
診者数　2,364人）
■乳幼児健診時の待合室に絵本を設置（乳幼児健
診開催回数　142回）
■１歳６か月児健診、２歳６か月児歯科健診、３
歳６か月児健診において、待合の時間を利用して
保育士による絵本の読み聞かせや手遊びを実施
（年間105回）

【保健センター】
■新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、
２歳６か月児歯科健診は中止、１歳６か月児健
診、３歳６か月児健診において、待合の時間を利
用した保育士による絵本の読み聞かせも中止。
また、４か月児健康診査も集団健診から個別の医
療機関での健診に変更し実施。

地域健康福祉室母子
保健担当（保健セン

ター）

1-(1)-⑩ ふれあいルーム（※注６）の実施

本とふれあいながら親子の交流を
図る「ふれあいルーム」を通し
て、子どもに絵本の楽しさを伝え
るとともに読書に対する保護者の
関心を高める。

開催回数
参加者数

【子育て事業課】
図書館等８か所で10市民団体が、絵本の読み聞か
せや紙芝居、手遊びなどを実施し、子育て親子の
絵本への関心を高めている。
開催回数357回
参加者数10,634人。

【子育て事業課】
図書館等８か所で10市民団体が、絵本の読み聞か
せや紙芝居、手遊びなどを実施し、子育て親子の
絵本への関心を高めている。
開催回数：331回
参加者数：10,155人

【私立保育幼稚園課】
図書館等８か所で９市民団体が、絵本の読み聞か
せや紙芝居、手遊びなどを実施し、子育て親子の
絵本への関心を高めている。
開催回数：277回
参加者数：7,719人

【私立保育幼稚園課】
図書館等８か所で９市民団体が、絵本の読み聞か
せや紙芝居、手遊びなどを実施し、子育て親子の
絵本への関心を高めている。
開催回数：108回
参加者数：1,551人
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、４
月、５月、６月、12月、１月、２月は中止。
７月、８月、９月、10月、11月、３月は規模を縮
小して開催。

私立保育幼稚園課

具体的な施策 取り組みの方向 評価指標
担当課

（関係課）
体系番号
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（１）はじめての本との出会い～乳幼児期の読書活動推進

実績 実績 実績 実績

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度

1-(1)-⑪
乳幼児期の読書に関する講演会や
講座の実施

乳幼児期の読書に関する講演会や
講座等を実施し、子どもの読書に
対する周囲の大人の理解促進を図
る。

開催回数
参加者数
テーマ

【中央図書館】
■「あかちゃんへの読み聞かせボランティア養成
講座」
・とき：６/６・19、７/３
・講師：正置友子（絵本研究所主宰）
・参加人数：延べ167人
■「あかちゃんへの読み聞かせボランティア実
習」
・とき：６/６・19、７/３
・講師：正置友子（絵本研究所主宰）
・参加人数：延べ119人
■「ストーリーテリングボランティア養成講座」
・とき：９/15・22、10/６・13
・講師：ボランティア（くずはおはなしを語る
会）
・参加人数：延べ19人
■「ストーリーテリングボランティア養成講座実
習」
・とき：10/29、11/５、12/３・10
・講師：ボランティア（くずはおはなしを語る
会）
・参加人数：延べ41人

【中央図書館】
■「紙芝居を演じてみよう！紙芝居ボランティア
養成講座」
・とき：９/20・27
・講師：ボランティア（紙芝居サークルよっちゃ
ん）
・開催回数：２回
・参加人数：延べ37人
■「紙芝居deおはなし会（紙芝居ボランティア養
成講座実演）」
・とき：10/28、11/３・４、２/24、３/24
・実施者：講座受講者
・開催回数：５回
・参加人数：延べ142人

【中央図書館】
■「紙芝居を演じてみよう！紙芝居ボランティア
養成講座」
・とき：９/19・26
・講師：ボランティア（紙芝居サークルよっちゃ
ん）
・開催回数：２回
・参加人数：延べ22人
■「紙芝居deおはなし会（紙芝居ボランティア養
成講座実演）」
・とき：10/22、11/３
・実施者：講座受講者
・開催回数：３回
・参加人数：延べ78人

【中央図書館】
■「ボランティア養成講座」
・とき：１/14
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止。

中央図書館

1-(1)-⑫
家庭での読書活動推進のための講
座等の実施

妊娠期から就学前までの読書につ
いて講座などの開催や相談を行
う。

開催回数
参加者数

【保健センター】
■妊娠届出時に、絵本に関する内容を盛り込んだ
母子健康手帳及び副読本を配付（妊娠届出数
2,878件）
■マタニティスクールにて保育士による絵本の読
み聞かせ体験を実施（６回、参加者数128人）

【中央図書館】
定期開催しているお話会や窓口にて、利用者から
の質問、相談にその都度回答した。

【保健センター】
■妊娠届出時に、絵本に関する内容を盛り込んだ
母子健康手帳及び副読本を配付（妊娠届出数
2,691件）
■マタニティスクールにて保育士による絵本の読
み聞かせ体験を実施（６回、参加者数101人）

【中央図書館】
定期開催しているお話会や窓口にて、利用者から
の質問、相談にその都度回答した。

【保健センター】
■妊娠届出時に、絵本に関する内容を盛り込んだ
母子健康手帳及び副読本を配付（妊娠届出数
2,576件）
■マタニティスクールにて保育士による絵本の読
み聞かせ体験を実施（６回、参加者数　103人）

【中央図書館】
定期開催しているお話会や窓口にて、利用者から
の質問、相談にその都度回答した。

【保健センター】
■妊娠届出時に、絵本に関する内容を盛り込んだ
母子健康手帳及び副読本を配付（妊娠届出数
2,509件）
■新型コロナウイルス感染症拡大防止対応のた
め、マタニティスクールはオンライン開催とな
り、読み聞かせ体験は中止。

【中央図書館】
定期開催しているお話会や窓口にて、利用者から
の質問、相談にその都度回答した。

地域健康福祉室母子
保健担当（保健セン

ター）

中央図書館

1-(1)-⑬ ブックリストの作成配布
年齢に応じたブックリストの作成
配布を行う。

発行回数
配布件数

【中央図書館】
「おすすめの子どもの本」「中学生・高校生のみ
なさんへ　おすすめの本」をそれぞれ年に１回発
行している。
・発行回数：２回
・配布件数：おすすめの子どもの本　64件
　　　　　　中学生・高校生のみなさんへ
　　　　　　　　　　　　おすすめの本　30件

【中央図書館】
「おすすめの子どもの本」「中学生・高校生のみ
なさんへ　おすすめの本」をそれぞれ年に１回発
行している。
・発行回数：２回
・配布件数：おすすめの子どもの本　64件
　　　　　　中学生・高校生のみなさんへ
　　　　　　　　　　　　おすすめの本　30件

【中央図書館】
「おすすめの子どもの本」「中学生・高校生のみ
なさんへ　おすすめの本」をそれぞれ年に１回発
行している。
・発行回数：２回
・配布件数：おすすめの子どもの本　64件
　　　　　　中学生・高校生のみなさんへ
　　　　　　　　　　　　おすすめの本　30件

【中央図書館】
「おすすめの子どもの本」「中学生・高校生のみ
なさんへ　おすすめの本」をそれぞれ年に１回発
行している。
・発行回数：２回
・配布件数：おすすめの子どもの本　64件
　　　　　　中学生・高校生のみなさんへ
　　　　　　　　　　　　おすすめの本　30件

中央図書館

1-(1)-⑭

【新規】
保育士・幼稚園教諭との相互交流
の実施

子どもの読書に関する情報交換を
行う。

実施回数
【中央図書館】
団体貸出などで窓口に来られた際に、情報交換す
るなどして交流した。

【中央図書館】
団体貸出などで窓口に来られた際に、情報交換す
るなどして交流した。

【中央図書館】
団体貸出などで窓口に来られた際に、情報交換す
るなどして交流した。

【中央図書館】
団体貸出などで窓口に来られた際に、情報交換す
るなどして交流した。

中央図書館

体系番号 具体的な施策 取り組みの方向 評価指標
担当課

（関係課）

3



（２）豊かな心と考える力を育む～学齢期からヤングアダルト（※注７）期の読書活動推進　

実績 実績 実績 実績

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度

1-(2)-①
年齢に応じた図書資料の整備と蔵
書管理

年齢に応じた図書資料の整備と蔵
書管理を行う。

冊数と金額

【教育指導課】
・購入冊数：小学校（45校合計）　19,494冊
　　　　　　中学校（19校合計）　11,001冊
・購入金額：小学校（45校合計）　37,753,942円
　　　　　　中学校（19校合計）　21,908,838円

【中央図書館】
赤ちゃん絵本やヤングアダルト向けなど年齢に応
じた図書資料を整備した。
・購入冊数：11.870冊
・寄贈冊数：2,880冊
・購入金額：12,277,338円（税込）
（別途、「子どもに本を届ける事業」として
3,486,558円、2,445冊）

【教育指導課】
・購入冊数：小学校（45校合計）19,547冊
　　　　　　中学校（19校合計）11,362冊
・購入金額：小学校（45校合計）32,895,336円
　　　　　　中学校（19校合計）20,990,414円

【中央図書館】
赤ちゃん絵本やヤングアダルト向けなど年齢に応
じた図書資料を整備した。
・購入冊数：11,460冊
・寄贈冊数：2,280冊
・購入金額：18,125,708円（税込）
（別途、「子どもに本を届ける事業」として
4,985,976円、3,401冊）

【教育指導課】
・購入冊数：小学校（45校合計）17,911冊
　　　　　　中学校（19校合計）11,618冊
・購入金額：小学校（45校合計）32,909,457円
　　　　　　中学校（19校合計）20,934,643円

【中央図書館】
赤ちゃん絵本やヤングアダルト向けなど年齢に応
じた図書資料を整備した
・購入冊数：13,005冊
・寄贈冊数：2,317冊
・金額：16,781,536円（税込）
（別途、「子どもに本を届ける事業」として
6,090,942円、4,102冊購入）

【教育指導課】
　・購入冊数：小学校（45校合計）18,556冊
　　　　　　　中学校（19校合計）11,662冊
　・購入金額：小学校（45校合計）32,295,273円
　　　　　　　中学校（19校合計）21,507,095円

【中央図書館】
赤ちゃん絵本やヤングアダルト向けなど年齢に応
じた図書資料を整備した
・購入冊数：15,814冊
・寄贈冊数：4,090冊
・金額：22,539,501円（税込）
※香里ケ丘図書館建て替えに伴う臨時的経費分を
含む。
（別途、「子どもに本を届ける事業」、「こども
夢基金」関連資料として5,034669円、3,730冊購
入。）

学校教育室教育指導
担当

中央図書館

1-(2)-②
【拡充】
市立図書館利用の促進

OSAKA PAGE ONEプロジェクトや家
読（うちどく）の周知を図るとと
もに、小中学校入学時に利用案内
を配付し、図書館利用を促進す
る。

実利用者数、貸出回数、
貸出冊数

【中央図書館】
・実利用者数：11,562人
・貸出回数：110,063回
・貸出冊数：930,575冊

【中央図書館】
・実利用者数：10,200人
・貸出回数：102,180回
・貸出冊数：921,611冊

【中央図書館】
・実利用者数：10,143人
・貸出回数：104,246回
・貸出冊数：917,348冊

【中央図書館】
・実利用者数：7,350人
・貸出回数：77,480回
・貸出冊数：709,899冊

中央図書館

1-(2)-③
【拡充】
学校図書館司書配置

平成30年度に全19中学校区の学校
図書館に司書を配置する。

中学校区数

【教育指導課】
10中学校区を実践研究校区として、学校司書をそ
れぞれ配置し、読書好きの子どもを増やし、読書
時間の増加をめざした。また、授業等における学
校図書館の活用の充実を図り、子どもの読書力の
向上につなげた。

【教育指導課】
全19中学校区に学校司書をそれぞれ配置し、読書
好きの子どもを増やし、読書時間の増加をめざし
た。また、授業等における学校図書館の活用の充
実を図り、子どもの情報活用能力の向上につなげ
た。

【教育指導課】
全19中学校区に学校司書をそれぞれ配置し、読書
好きの子どもを増やし、読書時間の増加をめざし
た。また、授業等における学校図書館の活用の充
実を図り、子どもの情報活用能力の向上につなげ
た。

【教育指導課】
全19中学校区に学校司書をそれぞれ配置し、読書
好きの子どもを増やし、読書時間の増加をめざし
た。また、授業等における学校図書館の活用の充
実を図り、子どもの情報活用能力の向上につなげ
た。

学校教育室教育指導
担当

(中央図書館)

1-(2)-④
【拡充】
学校図書館機能の充実

学校図書館の円滑な運営と充実を
図る。

貸出回数、冊数、授業で
の利用回数

【中央図書館】
・児童への貸出冊数：427,081冊（45小学校）
・生徒への貸出冊数：35,886冊（19中学校）

【中央図書館】
・児童への貸出冊数：461,347冊（45小学校）
・生徒への貸出冊数：39,402冊（19中学校）

【中央図書館】
・児童への貸出冊数：443,710冊（45小学校）
・生徒への貸出冊数：37,889冊（19中学校）
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため3/2
～24臨時休校

【中央図書館】
・児童への貸出冊数：460,917冊（45小学校）
・生徒への貸出冊数：48,305冊（19中学校）
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため4/８
～5/31臨時休業

学校教育室教育指導
担当

(中央図書館)

1-(2)-⑤

【拡充】
市立図書館から学校図書館への調
べ学習用図書の団体貸出の充実

学校図書館を支援するために調べ
学習用図書の団体貸出を継続し、
内容について充実を図る。

貸出回数、貸出冊数、校
数
学校図書館との協議回数

【中央図書館】
調べ学習用団体貸出
・貸出回数（受付件数）：128件
・貸出冊数：5,375冊
・校数：32校／64校

【中央図書館】
学校教育支援用団体貸出
（「調べ学習用団体貸出」を「学校教育支援用団
体貸出」と名称変更）
・貸出回数（受付件数）：307件
・貸出冊数：10,559冊
・校数：50校／64校

【中央図書館】
学校教育支援用団体貸出
・貸出回数（受付件数）：387件
・貸出冊数：12,978冊
・校数：50校／64校

【中央図書館】
学校教育支援用団体貸出
・貸出回数（受付件数）：290件
・貸出冊数：7,417冊
・校数：58校／64校

中央図書館

取り組みの方向具体的な施策
担当課

（関係課）
評価指標体系番号
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（２）豊かな心と考える力を育む～学齢期からヤングアダルト※期の読書活動推進　

実績 実績 実績 実績

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度

1-(2)-⑥
市立図書館から学校図書館への読
書支援用図書の団体貸出の実施

学校図書館を支援するために、読
書支援用図書の団体貸出を継続実
施する。

貸出回数、貸出冊数、校
数

【中央図書館】
学校への団体貸出図書配本事業
・貸出回数：年３回
・校数：29校

子どもに本を届ける事業
・貸出回数：年２回
・校数：45校

読書支援用団体貸出冊数：23,151冊

【中央図書館】
学校への団体貸出図書配本事業
・貸出回数：年３回
・校数：30校

読書支援用団体貸出冊数：19,134冊

※子どもに本を届ける事業は平成30年度より、学
校図書館蔵書として全45小学校に配本。

【中央図書館】
学校への団体貸出図書配本事業
・貸出回数：年2回
・校数：35校

読書支援用団体貸出冊数：16,043冊

※子どもに本を届ける事業は、全45小学校に学校
図書館蔵書として配本を継続。

【中央図書館】
学校への団体貸出図書配本事業
・貸出回数：年2回
・校数：36校

読書支援用団体貸出冊数：15,805冊
中央図書館

1-(2)-⑦
市立図書館から学校図書館への団
体貸出図書の搬送サービスの実施

１－（２）－⑤および⑥に関して
団体貸出図書の搬送サービスを実
施する。

貸出回数、貸出冊数
【中央図書館】
学校園等連絡便（別便）を活用：44件

【中央図書館】
学校園等連絡便（別便）を活用：105件

【中央図書館】
学校園等連絡便（別便）を活用：140件

【中央図書館】
中央図書館と学校図書館を結ぶ配送便を活用
　　　　　　　　　　　　　　　　　：94件

中央図書館

1-(2)-⑧ 朝の読書活動の実施
児童生徒の読書時間を確保するた
め、朝の読書活動を実施する。

実施校数

【教育指導課】
読書活動の推進の一環として、読書の機会を確保
するため、枚方市立45小学校及び18中学校で朝の
読書活動を実施した。

【教育指導課】
読書活動の推進の一環として、読書の機会を確保
するため、枚方市立45小学校及び17中学校で朝の
読書活動を実施した。

【教育指導課】
読書活動の推進の一環として、読書の機会を確保
するため、枚方市立45小学校及び17中学校で朝の
読書活動を実施した。

【教育指導課】
読書活動の推進の一環として、読書の機会を確保
するため、枚方市立41小学校及び17中学校で朝の
読書活動を実施した。

学校教育室教育指導
担当

1-(2)-⑨ 学校図書館を活用した授業の実施
児童生徒が思考力、判断力、表現
力を育成するため年1回以上調べ
学習授業を実施する。

実施回数
【中央図書館】
学校図書館を活用した調べ学習等の授業時間数：
751時間（学校司書配置10中学校）

【中央図書館】
学校図書館を活用した調べ学習等の授業時間数：
1221時間（学校司書配置19中学校）

【中央図書館】
学校図書館を活用した調べ学習等の授業時間数：
1,178時間（学校司書配置19中学校）
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため3/2
～24臨時休業

【中央図書館】
学校図書館を活用した調べ学習等の授業時間数：
608時間（学校司書配置19中学校）
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため4/８
～5/31臨時休業

学校教育室教育指導
担当

（中央図書館）

1-(2)-⑩ 学校でのおはなし会等の実施

子どもと本をつなぐために、「読
み聞かせ」や「ストーリーテリン
グ（※注８）」、「ブックトーク
（※９）」、「えほんのひろば」
などを実施する。

実施回数

【教育指導課】
・「読み聞かせ」
枚方市立39小学校、３中学校で実施
・「ストーリーテリング」
枚方市立22学校、１中学校で実施
・「ブックトーク」
枚方市立１小学校、１中学校で実施
・「えほんのひろば」
枚方市立７小学校で実施

【教育指導課】
・「読み聞かせ」
枚方市立43小学校、２中学校で実施
・「ストーリーテリング」
枚方市立28小学校、１中学校で実施
・「ブックトーク」
枚方市立７小学校、４中学校で実施
・「えほんのひろば」
枚方市立16小学校で実施

【教育指導課】
・「読み聞かせ」
枚方市立43小学校、２中学校で実施
・「ストーリーテリング」
枚方市立28小学校、１中学校で実施
・「ブックトーク」
枚方市立７小学校、４中学校で実施
・「えほんのひろば」
枚方市立16小学校で実施

【教育指導課】
・「読み聞かせ」
枚方市立34小学校、１中学校で実施
・「ストーリーテリング」
枚方市立19小学校で実施
・「ブックトーク」
枚方市立４小学校、３中学校で実施
・「えほんのひろば」
枚方市立７小学校で実施

学校教育室教育指導
担当

体系番号 具体的な施策 取り組みの方向 評価指標
担当課

（関係課）
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（２）豊かな心と考える力を育む～学齢期からヤングアダルト※期の読書活動推進　

実績 実績 実績 実績

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度

1-(2)-⑪ 施設でのおはなし会等の実施

子どもと本をつなぐために、「読
み聞かせ」や「ストーリーテリン
グ」、「えほんのひろば」などを
実施する。

開催回数
参加人数（学校を除く）

【子ども青少年政策課】
「枚方よみかたりキャラバン隊」により、よみか
たりイベントや食育フェスティバルでよみかたり
を実施し、子どもたちが絵本と触れ合う機会の創
出に取り組んだ。また、活動内容や絵本の展示を
行った。
・開催回数：２回
・参加人数：146名

【放課後子ども課】
図書館職員や読書ボランティア等による「ストー
リーテリング」「読み聞かせ」、および、留守家
庭児童会室職員による紙芝居を行事として開催し
た。
・開催回数：８回（田口山､藤阪､長尾､山田東､樟
葉西､川越）
・参加人数：478人
また、図書館の団体貸出制度を活用した読書活動
や、市立図書館・分室への訪問も行った。
・実施児童会室数：10室(田口山､明倫､長尾､高
陵､桜丘､川越､蹉跎､枚方､交北､西牧野)

【中央図書館】
「えほんのひろばinくずはモール」や「市制施行
70周年記念事業　枚方市こども夢基金活用事業
絵本作家のキラメキひろば『三浦太郎絵本原画展
＆ワークショップ』」などを行った。
・開催回数：1.868回
・参加人数：19,833人

【子ども青少年政策課】(枚方公園青少年セン
ター)
「枚方よみかたりキャラバン隊」により、よみか
たりイベント「動物をテーマにした絵本のよみか
たりと絵本に出てくる動物クイズに挑戦」や「第
11回ひらかた食育カーニバル」でよみかたりを実
施し、子どもたちが絵本と触れ合う機会の創出に
取り組んだ。また、活動内容や絵本の展示を行っ
た。
・開催回数：２回
・参加人数：113名

【放課後子ども課】
図書館職員・読書ボランティア・留守家庭児童会
室職員等による「おはなし会」「読み聞かせ」
「紙芝居」を開催した。
・開催回数：19回（香里・春日・川越・香陽・樟
葉西・殿山第二・西牧野・船橋・樟葉北・藤阪）
・参加人数：1017人
また、図書館の団体貸出制度も活用した。
・実施児童会室数：1室（桜丘）

【中央図書館】
えほんのひろば『本がぎょうさんならんだら』や
枚方市こども夢基金活用事業『めざせ宇宙』など
を行った。
・開催回数：1,190回
・参加人数：15,168人

【子ども青少年政策課】(枚方公園青少年セン
ター)
「枚方よみかたりキャラバン隊」により、よみか
たりイベント「よみかたりキャラバン隊と一緒に
プラバン作り」（８月）プラバン作りや絵本のよ
みかたりを開催した。「第12回ひらかた食育カー
ニバル」（２月）で食に関する絵本のよみかたり
や絵本の展示を実施した。子どもたちが絵本と触
れ合う機会の創出に取り組んだ。
・開催回数：２回
・参加人数：293名

【放課後子ども課】
図書館職員・読書ボランティア・留守家庭児童会
室職員等による「おはなし会」「読み聞かせ」
「紙芝居」を開催した。
・開催回数：60回（室名：五常、田口山、中宮、
津田、藤阪、春日、川越、船橋、東香里、伊加
賀）
・参加人数：2,962人
また、図書館の団体貸出制度も活用した。
・実施児童会室数：24室（室名：明倫、津田、牧
野、高陵、小倉、交北、招提、田口山、中宮、枚
方、山之上、津田南、樟葉西、樟葉南、菅原東、
中宮北、蹉跎東、氷室、藤阪、平野、長尾、川
越、船橋、西長尾）

【中央図書館】
枚方市こども夢基金活用事業『宇宙の学校』や
『鉄道おもちゃの世界展』などを行った。
・開催回数：960回
・参加人数：22,425人

【子ども青少年政策課】(枚方公園青少年セン
ター)コロナ感染拡大対策のため、「枚方よみか
たりキャラバン隊」の活動は中止。

【放課後子ども課】
図書館職員・読書ボランティア・留守家庭児童会
室諸君等による「お話し会」「読み聞かせ」「紙
芝居」、感染症拡大防止のため読み聞かせ等、未
実施。
〇
令和2年度　図書館の団体貸出制度を活用した。
実施児童会数：17室
船橋、平野、樟葉西、西牧野、中宮北、菅原、田
口山、津田南、菅原東、氷室、長尾、藤阪、五
常、枚方、香陽、春日、川越

【中央図書館】
枚方市こども夢基金活用事業『山本省三原画展
「月をめざしてしゅっぱつ！」』や『講演会：小
惑星探査機はやぶさ２の帰還～そして新たな旅立
ち～』などを行った。
・開催回数：922回
・参加人数：10,993人

子ども青少年政策課

放課後子ども担当

中央図書館

1-(2)-⑫

【新規】
中学校でのビブリオバトル（※注
10）の実施

表現力やコミュニケーション力を
養うため「ビブリオバトル」を実
施する。

開催校数、開催回数

【教育指導課】
生徒の読書時間を増やすとともに、表現力やコ
ミュニケーション力の育成のため、枚方市立７中
学校で、年間に１回～２回、ビブリオバトルを実
施した。

【教育指導課】
生徒の読書時間を増やすとともに、表現力やコ
ミュニケーション力の育成のため、枚方市立19中
学校で、年間に１回以上、ビブリオバトルを実施
した。

【教育指導課】
生徒の読書時間を増やすとともに、表現力やコ
ミュニケーション力の育成のため、枚方市立19中
学校で、年間に１回以上、ビブリオバトルを実施
した。

【教育指導課】
生徒の読書時間を増やすとともに、表現力やコ
ミュニケーション力の育成のため、枚方市立10中
学校で、年間に１回以上、ビブリオバトルを実施
した。

学校教育室教育指導
担当

1-(2)-⑬
「こどもの読書週間」にあわせた
行事の実施

「こどもの読書週間」にあわせて
行事を実施し、子どもに読書の楽
しさを伝えるとともに、子どもの
読書に対する周囲の大人の関心を
高める。

開催回数
参加人数（学校を除く）

【中央図書館】
枚方市立図書館では「こどもの読書週間」に合わ
せて、「ひらかた絵本まつり」を開催し、各館・
分室で行事を行っている。
・開催回数：52回
・参加人数：712人

【中央図書館】
枚方市立図書館では「こどもの読書週間」に合わ
せて、「ひらかた絵本まつり」を開催し、各館・
分室で行事を行っている。
・開催回数：26回
・参加人数：882人

【中央図書館】
枚方市立図書館では「こどもの読書週間」に合わ
せて、「ひらかた絵本まつり」を開催し、各館・
分室で行事を行っている。
・開催回数：46回
・参加人数：2,165人

【中央図書館】
こどもの読書週間にあわせて実施していた「ひら
かた絵本まつり」は、新型コロナウイルス感染症
拡大防止のため休館し中止。

学校教育室教育指導
担当

中央図書館

担当課
（関係課）

体系番号 具体的な施策 取り組みの方向 評価指標
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（２）豊かな心と考える力を育む～学齢期からヤングアダルト※期の読書活動推進　

実績 実績 実績 実績

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度

1-(2)-⑭
読書への導入や促進になるような
行事の実施

ビブリオバトル、朗読大会、調べ
学習コンクールや各種ワーク
ショップなどを実施する。

開催回数
参加人数（学校を除く）

【中央図書館】
「こころをつたえよう！朗読大会」
・とき：１/21
・場所：中央図書館
・参加者：80人

「中学生の調べ学習コンクール」
・とき：11/18-12/17
・場所：中央図書館
・出展（参加）：中学生202人

「中学生のビブリオバトル（知的書評合戦）」
・とき：３/18
・場所：中央図書館
・参加：65人

【中央図書館】
事前学習会「朗読を楽しく学ぼう」
・とき：12/26
・場所：中央図書館
・参加者：43人
「こころをつたえよう！朗読大会」
・とき：１/20
・場所：中央図書館
・参加者：89人

「中学生の調べ学習コンクール」
・とき：11/17～12/16
・場所：中央図書館
・出展（参加）：中学生158人

「中学生のビブリオバトル（知的書評合戦）」
・とき：３/17
・場所：輝きプラザきらら
・参加：126人

【中央図書館】
「中学生の調べ学習コンクール」
・とき：11/16～12/15
・場所：中央図書館
・出展（参加）：中学生215人

「こころをつたえよう！朗読大会」
・とき：1/19
・場所：中央図書館
・参加者：80人

「中学生のビブリオバトル（知的書評合戦）」
・とき：3/15
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止

【中央図書館】
「中学生の調べ学習コンクール」
 ※ 　新型コロナウイルスの影響のため中止

「こころをつたえよう！朗読大会」
・とき：12/6
・場所：中央図書館
・参加者：48人

「中学生のビブリオバトル（知的書評合戦）」
・とき：3/20
・場所：中央図書館
・参加者：11人

学校教育室教育指導
担当

中央図書館

1-(2)-⑮ 図書館だよりの発行
児童・生徒を対象としたものを発
行する。

年間発行回数

【教育指導課】
児童生徒の読書に対する意欲や関心を高めるため
に、枚方市立13小学校及び14中学校で、年間発行
総回数141回の図書だより・図書館だよりを発行
した。

【中央図書館】
年間発行回数：12回

【教育指導課】
児童生徒の読書に対する意欲や関心を高めるため
に、枚方市立10小学校及び17中学校で、年間発行
総回数186回の図書だより・図書館だよりを発行
した。

【中央図書館】
年間発行回数：12回

【教育指導課】
児童生徒の読書に対する意欲や関心を高めるため
に、枚方市立10小学校及び17中学校で、年間発行
総回数186回の図書だより・図書館だよりを発行
した。

【中央図書館】
年間発行回数：12回

【教育指導課】
児童生徒の読書に対する意欲や関心を高めるため
に、枚方市立９小学校及び18中学校で、年間発行
総回数145回の図書だより・図書館だよりを発行
した。

【中央図書館】
年間発行回数：12回

学校教育室教育指導
担当

中央図書館

1-(2)-⑯ おすすめ本リストの発行
対象別（小学生・中高生）におす
すめ本リストを発行する。

年間発行回数

【中央図書館】
「おすすめの子どもの本」は４月に、「中学生・
高校生のみなさんへ　おすすめの本」は10月に発
行している。
年間発行回数：２回（４月・10月）

【中央図書館】
「おすすめの子どもの本」は４月に、「中学生・
高校生のみなさんへ　おすすめの本」を10月に発
行している。
年間発行回数：２回（４月・10月）

【中央図書館】
「おすすめの子どもの本」は４月に、「中学生・
高校生のみなさんへ　おすすめの本」を10月に発
行している。
年間発行回数：２回（４月・10月）

【中央図書館】
「おすすめの子どもの本」は４月に、「中学生・
高校生のみなさんへ　おすすめの本」を10月に発
行している。
年間発行回数：２回（４月・10月）

市内19中学校の学校司書によるブックリスト
「BOOK DOOR－学校司書のおすすめ本」を年２
回、7月、10月に発行。

中央図書館

1-(2)-⑰
私立小中学校や公私立高等学校と
の連携

団体貸出制度の周知に努めるとと
もにブックリストや行事のチラシ
の配付協力を求める。

団体貸出実施回数、冊数
ブックリストや行事の周
知回数

【中央図書館】
・団体貸出回数：32回
・冊数：393冊
・ブックリスト配布：１回
※学校図書館支援Gより周知：２回（「中学生の
調べ学習コンクール」「こころをつたえよう！ひ
らかた朗読大会」）

【中央図書館】
・団体貸出回数：14回
・冊数：177冊
・ブックリスト配布：１回
※学校図書館支援Gより周知：３回（「中学生の
調べ学習コンクール」「こころをつたえよう！ひ
らかた朗読大会」「中学生のビブリオバトル」）

【中央図書館】
・団体貸出回数：１回
・冊数：21冊
・ブックリスト配布：１回
※学校図書館支援Gより周知：３回（「中学生の
調べ学習コンクール」「こころをつたえよう！ひ
らかた朗読大会」「中学生のビブリオバトル」）

【中央図書館】
・団体貸出回数：０回
・冊数：０冊
・ブックリスト配布：１回
※学校図書館支援Gより周知：2回（「こころをつ
たえよう！ひらかた朗読大会」「中学生のビブリ
オバトル」）

中央図書館

体系番号 具体的な施策 取り組みの方向 評価指標
担当課

（関係課）
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課題２．読書のバリアフリー～すべての子どもたちに読書の楽しみを

実績 実績 実績 実績

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度

2-(1)-①
＊1-(1)-
①、1-(2)-
①と関連

多様な形態の図書資料の整備
多様な形態の図書資料の整備を図
る。

冊数と金額

【中央図書館】
・受入数
大活字資料：59冊、デイジー：72冊、点字：０タ
イトル、手話・字幕付DVD：１冊、漫画：1,207
冊、合計：1,343冊
・蔵書数
大活字資料：7,446冊、デイジー：1,288冊、テー
プ：1,436冊、点字：3,989タイトル、手話・字幕
付DVD：85冊、手話・字幕付ビデオ：３冊、漫
画：54,252冊、合計：68,499冊

【中央図書館】
・受入数
大活字資料：235冊、デイジー：64冊、点字：11
タイトル、手話・字幕付DVD：1冊、漫画：1,534
冊、合計：1,884冊
・蔵書数
大活字資料：8,161冊、デイジー：1352冊、テー
プ：1,436冊、点字：4,000タイトル、手話・字幕
付DVD：88冊、手話・字幕付ビデオ：３冊、漫
画：62,666冊、合計：79,558冊

【中央図書館】
・受入数
大活字資料：153冊、デイジー：48冊、点字：０
タイトル、手話・字幕付DVD：５冊、漫画：2,215
冊、合計：2,428冊
・蔵書数
大活字資料：8,212冊、デイジー：1,400冊、テー
プ：1,436冊、点字：4,000タイトル、手話・字幕
付DVD：91冊、手話・字幕付ビデオ：3冊、漫画：
63,734冊、合計：78,876冊

【中央図書館】
・受入数
大活字資料：281冊、デイジー：39冊、点字：２
タイトル、手話・字幕付DVD：５冊、漫画：3,865
冊、合計：4,192冊
・蔵書数
大活字資料：8,490冊、デイジー：1,509冊、テー
プ：626冊、点字：4,002タイトル、手話・字幕付
DVD：96冊、手話・字幕付ビデオ：3冊、漫画：
67,521冊、合計：82,247冊

中央図書館

2-(1)-② 手話で楽しむおはなし会の開催
定期的に手話での絵本の読み聞か
せを行う。

開催回数
参加人数

【中央図書館】
・開催回数：23回
・参加人数：407人

【中央図書館】
・開催回数：12回
・参加人数：286人

【中央図書館】
・開催回数：９回
・参加人数：176人

【中央図書館】
・開催回数：７回
・参加人数：79人

中央図書館

2-(1)-③ 病院への配本事業
市立ひらかた病院のほか、院内学
級へ定期的に配本を行う。

実施回数

【中央図書館】
市立ひらかた病院、星ヶ丘医療センター、公済病
院へ定期的に配本を行った。
実施回数：59回

【中央図書館】
星ケ丘医療センター院内学級及び院内保育、枚方
病児保育へ定期的に配本を行った。
実施回数：49回

【中央図書館】
星ケ丘医療センター院内学級及び病児保育、院内
保育、枚方病児保育へ定期的に配本を行った。
実施回数：59回

【中央図書館】
星ケ丘医療センター院内学級及び病児保育、院内
保育、枚方病児保育へ定期的に配本を行った。
実施回数：45回

中央図書館

2-(1)-④ 病院でのおはなし会の開催
市立ひらかた病院のほか、院内学
級で定期的におはなし会を行う。

開催回数
参加人数

【中央図書館】
自動車文庫事業の見直しにより、実施しなかっ
た。

【中央図書館】
自動車文庫事業の見直しにより、実施しなかっ
た。

【中央図書館】
自動車文庫事業の見直しにより、実施しなかっ
た。

【中央図書館】
自動車文庫事業の見直しにより、実施しなかっ
た。

中央図書館

取り組みの方向
担当課

（関係課）

（１）障害等のある子どものためのアプローチ

具体的な施策体系番号 評価指標
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実績 実績 実績 実績

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度

2-(1)-⑤

【新規】
障害児福祉サービス事業所や支援
学級の図書館利用の促進

図書館利用について周知を図り、
定期的な利用を促進する。

来館回数
貸出回数
貸出冊数

【中央図書館】
・貸出回数：285回
・貸出冊数：2,526冊

【中央図書館】
・貸出回数：205回
・貸出冊数：1,937冊

【中央図書館】
・貸出回数：335回
・貸出冊数：2,842冊

【中央図書館】
・貸出回数：121回
・貸出冊数：1,147冊

中央図書館

2-(1)-⑥ 啓発事業の実施
「世界のバリアフリー絵本（※注
11）展」の開催など、読書のバリ
アフリーの周知に努める。

開催回数
参加人数

【中央図書館】
「世界のバリアフリー絵本展」は２年に１回の行
事の為、平成29年度は開催なし。

【中央図書館】
「言葉をつかわないコミュニケーション・ワーク
ショップ」や「世界のバリアフリー児童図書展」
などを開催した。
・開催回数：18回
・参加人数：1,242人
「世界のバリアフリー絵本展」は、「世界のバリ
アフリー児童図書展」に名称を変更。

【中央図書館】
「世界のバリアフリー児童図書展」は２年に１回
の行事の為、令和元年度は開催なし。

【中央図書館】
「日本昔話の旅」
・とき：11/14
・参加人数：58人
「世界のバリアフリー児童図書展」などを開催し
た。
・とき：３/15～３/21
・参加人数：90人

中央図書館

実績 実績 実績 実績

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度

2-(2)-①
＊1-(2)-②
と関連

図書館利用の促進
小中学校入学時に図書館利用案内
を配付する。

配付枚数
【中央図書館】
配布枚数：小学校　3,590枚
　　　　　中学校　3,494枚

【中央図書館】
配布枚数：小学校 3,346枚
　　　　　中学校 3,324枚

【中央図書館】
配布枚数：小学校 3,293枚
　　　　　中学校 3,411枚

【中央図書館】
配布枚数：小学校 3,004枚
　　　　　中学校 3,656枚

中央図書館

2-(2)-②
＊1-(2)と関
連

図書館行事への参加促進 図書館行事の案内を配付する。 配付枚数

【中央図書館】
配布枚数：「中学生の調べ学習コンクール」「中
学生のビブリオバトル」21校に配布（各校10枚）
「こころをつたえよう！ひらかた朗読大会」67校
に配布（各校３枚）

【中央図書館】
配布枚数：「中学生の調べ学習コンクール」「中
学生のビブリオバトル」21校に配布（各校10枚）
「こころをつたえよう！ひらかた朗読大会」67校
に配布（各校３枚）
「めざせ！宇宙」74校に配布（42,896枚）

【中央図書館】
配布枚数：「中学生の調べ学習コンクール」「中
学生のビブリオバトル」21校に配布（各校10枚）
「こころをつたえよう！ひらかた朗読大会」67校
に配布（各校３枚）

【中央図書館】
配布枚数：「中学生の調べ学習コンクール」「中
学生のビブリオバトル」21校に配布（各校10枚）
「こころをつたえよう！ひらかた朗読大会」67校
に配布（各校５枚）

（学校教育室教育指
導担当）

中央図書館

2-(2)-③
＊1と関連

地域や小学校でのおはなし会の実
施

保育所（園）、小学校、留守家庭
児童会室で「えほんのひろば」や
おはなし会を実施する。

開催回数、参加人数（学
校を除く）

【放課後子ども課】
図書館職員や読書ボランティア等による「ストー
リーテリング」「読み聞かせ」を開催した。
・開催回数：７回（田口山､藤阪、長尾､山田東､
樟葉西､川越）
・参加人数：402人

【中央図書館】
小学校や留守家庭児童会室で図書館職員による、
おはなし会を実施した。
・学校訪問おはなし会　16回
・川越留守家庭児童会室　１回　33人

【放課後子ども課】
図書館職員・読書ボランティア・留守家庭児童会
室職員等による「おはなし会」「読み聞かせ」
「紙芝居」を開催した。
・開催回数：19回（香里・春日・川越・香陽・樟
葉西・殿山第二・西牧野・船橋・樟葉北・藤阪）
・参加人数：1017人

【中央図書館】
小学校や留守家庭児童会室で図書館職員による、
おはなし会を実施した。
・学校訪問おはなし会　17回
・留守家庭児童会室訪問おはなし会　４回　189
人

【放課後子ども課】
図書館職員・読書ボランティア・留守家庭児童会
室職員等による「おはなし会」「読み聞かせ」
「紙芝居」を開催した。
・開催回数：60回（室名：五常、田口山、中宮、
津田、藤阪、春日、川越、船橋、東香里、伊加
賀）
・参加人数：2,962人

【中央図書館】
小学校や留守家庭児童会室で図書館職員による、
おはなし会を実施した。
・学校訪問おはなし会　12回
・留守家庭児童会室訪問おはなし会　５回

【放課後子ども課】
図書館職員・読書ボランティア・留守家庭児童会
室諸君等による「お話し会」「読み聞かせ」「紙
芝居」は、感染症拡大防止のため読み聞かせ等未
実施。

【中央図書館】
小学校で図書館職員による、おはなし会を実施し
た。
・学校訪問おはなし会　6校　８回

学校教育室教育指導
担当

放課後子ども担当

中央図書館

2-(2)-④
＊1-(1)-
①、1-(2)-
①と関連

多言語の絵本等の整備
英語だけでなく、住民のニーズに
応じた多言語の絵本等の整備に努
める。

蔵書冊数、言語数
【中央図書館】
・購入冊数：173冊
・言語数：９

【中央図書館】
・購入冊数：108冊
・言語数：６

【中央図書館】
・購入冊数：106冊
・言語数：３

【中央図書館】
・購入冊数：1,147冊
・言語数：６

中央図書館

2-(2)-⑤
多言語で楽しむおはなし会の定例
開催

すべての子どもたちを対象に多言
語で楽しむおはなし会を実施し、
絵本をとおして国際理解を深め
る。

開催回数
参加人数

【中央図書館】
・開催回数：１回
・参加人数：36人

【中央図書館】
・開催回数：１回
・参加人数：44人

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止。
【中央図書館】
・開催回数：２回
・参加人数：43人

中央図書館

体系番号 評価指標
担当課

（関係課）
具体的な施策 取り組みの方向

（１）障害等のある子どものためのアプローチ

具体的な施策 取り組みの方向

（２）特別なニーズがある子どものためのアプローチ

体系番号
担当課

（関係課）
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課題３．子どもに本を届けるための推進体制

（１）市民との協働

実績 実績 実績 実績

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度

3-(1)-①
【新規】
子どもに本を届ける事業

市民の古書を譲り受け、売却益等
により、児童書の整備をする。

寄付件数、金額、購入冊
数

【中央図書館】
・寄付件数：222件
・金額：7,557,690円
・購入冊数：2,445冊

【中央図書館】
・寄付件数：155件
・金額：3,422,088円
・購入冊数：3,401冊

【中央図書館】
・寄付件数：159件
・金額：3,331,066円
・購入冊数：4,102冊

【中央図書館】
・寄付件数：131件
・金額：3,442,831円
・購入冊数：2,639冊

中央図書館

3-(1)-②
読書ボランティア養成講座・スキ
ルアップ講座の実施

読書ボランティア養成のため、定
期的に読み聞かせやストーリーテ
リングなどの子どもの読書に関す
る講座を実施する。

開催回数
参加人数

【中央図書館】
・開催回数：４回
・参加人数：346人

【中央図書館】
・開催回数：９回
・参加人数：558人

【中央図書館】
・開催回数：５回
・参加人数：100人
スキルアップ講座は、新型コロナウイルス感染症
拡大防止のため中止。

【中央図書館】
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止。

中央図書館

3-(1)-③
＊1-(1)-
①、1-(2)-
①と関連

子どもの読書に関する市立図書館
資料の充実

読書ボランティア活動の参考にな
るような図書資料を整備する

蔵書冊数
【中央図書館】
購入冊数：６冊

【中央図書館】
購入冊数：７冊

【中央図書館】
購入冊数：１冊

【中央図書館】
購入冊数：１冊

中央図書館

3-(1)-④ 読書ボランティア交流会の実施
読書ボランティア同士の情報交換
の場として交流会を定期的に開催
し、活動充実への支援を図る。

開催回数
参加人数

【中央図書館】
・開催回数：１回
・参加人数：54人

【中央図書館】
・開催回数：１回
・参加人数：52人

【中央図書館】
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止。

【中央図書館】
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止。

中央図書館

3-(1)-⑤
読書ボランティアによる夏休みお
はなし会の開催

夏休み期間に図書館主催でボラン
ティアによるおはなし会を開催す
る。

開催回数
参加人数

【中央図書館】
・開催回数：29回
・参加人数：452人

【中央図書館】
・開催回数：27回
・参加人数：600人

【中央図書館】
・開催回数：19回
・参加人数：320人

【中央図書館】
・開催回数：８回
・参加人数：86人

中央図書館

3-(1)-⑥
読書ボランティアによるおはなし
会などの協働開催

施設内において、読書ボランティ
アによるおはなし会を協働開催す
る。

施設内でのおはなし会開
催回数、参加人数

【中央図書館】
・開催回数：217回
・参加人数：1,747人

【中央図書館】
・開催回数：172回
・参加人数：1,439人

【中央図書館】
・開催回数：160回
・参加人数：1,671人

【中央図書館】
・開催回数：70回
・参加人数：513人

中央図書館

3-(1)-⑦ 市立図書館資料の団体貸出の実施

おはなし会などに必要な図書館資
料の団体貸出を行い、読書ボラン
ティアの自主的な活動を支援す
る。

貸出団体数
貸出冊数

【中央図書館】
・貸出団体数：294団体
・貸出冊数：55,602冊

【中央図書館】
・貸出団体数：273団体
・貸出冊数：59,618冊

【中央図書館】
・貸出団体数：275団体
・貸出冊数：53,307冊

【中央図書館】
・貸出団体数：186団体
・貸出冊数：23,024冊

中央図書館

3-(1)-⑧
＊1-(1)-
⑬、1-(2)-
⑯と関連

図書に関する情報提供
おはなし会などの活動の充実に向
けて、「おすすめ本リスト」の配
布や読書相談などを行う。

図書館だより、おすすめ
本リスト発行件数

【中央図書館】
発行件数：26件

【中央図書館】
発行件数：26件

【中央図書館】
発行件数：26件

【中央図書館】
発行件数：26件

中央図書館

体系番号
担当課

（関係課）
評価指標具体的な施策 取り組みの方向
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（２）職員の人材育成

実績 実績 実績 実績

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度

3-(2)-①
子どもと本を結ぶ技術・知識の習
得と向上に関する研修の実施

図書館職員、保育士、保育教諭、
小中学校教員、幼稚園教員、放課
後児童支援員に対して、「えほん
のひろば」、「読み聞かせ」、
「ストーリーテリング」、「ブッ
クトーク」、「ビブリオバトル」
など、読書を喚起するような行事
について研修を行う。

開催回数
参加人数

【中央図書館】
学校司書対象研修：学校司書連絡会開催12回（う
ち読書活動をテーマにした研修２回）

【中央図書館】
学校司書対象研修：学校司書連絡会開催12回（う
ち読書活動をテーマにした研修２回）

【中央図書館】
学校司書対象研修：学校司書連絡会開催10回（う
ち読書活動をテーマにした研修0回）
　※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため開
催を1回中止（うち読書活動をテーマにした研修
中止）

【中央図書館】
学校司書対象研修：学校司書連絡会開催4回（う
ち読書活動をテーマにした研修4回）
　※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため開
催を7回中止

学校教育室教育指導
担当・教育研修担当

中央図書館

3-(2)-②
子どもの本の選書に関する研修の
実施

図書館職員、保育士、保育教諭、
小中学校教員、幼稚園教員、学校
図書館司書、放課後児童支援員に
対して、新刊を含めた出版状況や
児童書の選び方などについて研修
を行う。

開催回数
参加人数

【中央図書館】
学校司書対象研修：学校司書連絡会12回（うち選
書をテーマにした研修１回）

【中央図書館】
学校司書対象研修：学校司書連絡会12回（うち選
書をテーマにした研修０回）

【中央図書館】
学校司書対象研修：学校司書連絡会10回（うち選
書をテーマにした研修1回）

【中央図書館】
学校司書対象研修：学校司書連絡会開催4回（う
ち選書をテーマにした研修0回）

学校教育室
教育指導担当・教育

研修担当

中央図書館

3-(2)-③
子どもの発達段階と読書に関する
研修の実施

図書館職員、放課後児童支援員に
対して、子どもの発達段階に応じ
た読書について研修を行う。

開催回数
参加人数

【中央図書館】
「中高生を対象とした選書について」
・開催回数：１回
・参加人数：44人

【中央図書館】
「中高生を対象とした選書について」
・開催回数：１回
・参加人数：35人

【中央図書館】
「中高生を対象とした選書について」
・開催回数：１回
・参加人数：35人

【中央図書館】
「中高生を対象とした選書について」
・開催回数：１回
・参加人数：50人

中央図書館

担当課
（関係課）

体系番号 具体的な施策 取り組みの方向 評価指標
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（２）職員の人材育成

実績 実績 実績 実績

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度

3-(2)-④
学校図書館の役割と活用に関する
研修の実施

小中学校教員、学校図書館司書に
対して、学校図書館のあり方や学
校図書館の機能充実について研修
を行う。

開催回数
参加人数

【教育研修課】
１．司書教諭・学校司書研修（１）
　「司書教諭と学校司書の役割」
　　（学校司書配置中学校）
　「学校図書館のあり方について」
　　　講師：教育指導課
　　　　　　　中野　洋子　指導主事
　　　と き：４/24
      場所：枚方市立中央図書館
　　　参加：小中学校司書教諭61名、
　　　　　　　学校司書10名
　「調べ学習の充実に向けて」
　　　　　　　～システムでできる事～
　　　講師：枚方市立中央図書館
　　　　　　　市川　直美　課長代理
　　　と き：４/24
      場所：枚方市立中央図書館
　　　参加：小中学校司書教諭61名、
　　　　　　　学校司書10名
２．司書教諭・学校司書研修（２）
　「学ぶ力を育む学校図書館」
　（講義、演習「３分間おすすめ読書」）
　　　講師：清教学園中・高等学校
　　　　　　　図書館リブラリア
　　　　　　　片岡　則夫　館長
　　　と き：８/18
　　　場所：枚方市立教育文化センター
　　　参加：小中学校司書教諭54名、
　　　　　　　学校司書10名

【教育研修課】
１．司書教諭・学校司書研修（１）
　「今年度の学校図書館運営について」
　「展望及び年間計画作成について」
　　　（中学校区グループ協議）
　　  講師：教育指導課
          中野　洋子　指導主事
    とき：4/19
    場所：枚方市立メセナひらかた会館
　　参加：小中学校司書教諭64名、
　　　　　　　学校司書20名

２．司書教諭・学校司書研修（２）
「学校図書館の環境整備について」（実践報

告）
　「学校図書館の現状について」
　　　（中学校区グループ協議）
   　 講師：教育指導課
          中野　洋子　指導主事

枚方市立第二中学校 司書教諭・学校
司書
    とき：6/15
    場所：枚方市立第二中学校
　　参加：小中学校司書教諭40名、
　　　　　学校司書20名

【教育研修課】
１．司書教諭・学校司書研修(1)
　「今年度の学校図書館運営について」
　「昨年度の取り組みを振り返り今年度の年間
　　計画を作成する」（中学校区グループ協議）
　　　講師：教育指導課
          中野　洋子　指導主事
    とき：4/15
    場所：輝きプラザきらら
　　参加：小中学校司書教諭,学校司書及び
　　　　　学校図書館担当職員81名
　

２．司書教諭・学校司書研修（２）
　「言語能力の育成に向けて

効果的に読書活動を取り入れた単元（授
業）」
   　 講師：京都女子大学　発達教育学部
　　　　　　水戸部　修冶　教授
    とき：8/30
    場所：教育文化センター
　　参加：小中学校司書教諭,学校司書及び
　　　　　学校図書館担当職員82名

【教育研修課】
１．司書教諭・学校司書研修(1)
　「今年度の学校図書館運営について」
　
　　　講師：教育指導課
          中野　洋子　指導主事
    とき：５/18～5/28
    形態：動画配信による研修
    場所：各所属校
　　参加：小中学校司書教諭,学校司書及び
　　　　　学校図書館担当職員83名
　

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため開催
を変更（4回実施のところ2回中止）

学校教育室教育指導
担当・教育研修担当

3-(2)-⑤
学校図書館を活用した授業実践に
関する研修の実施

小中学校教員、学校図書館司書に
対して、学校図書館を活用した授
業実践について研修を行う。

開催回数
参加人数

【教育研修課】
３.司書教諭・学校司書研修（３）
　「学校図書館を活用した授業」
    (講義、模擬授業、グループ協議）
　講師：豊中市立野畑小学校
　　　　　小林　洋子　教頭
　　　　　内川　育子　司書
　と き：10/23
　場所：枚方市立教育文化センター
　参加：小中学校司書教諭61名、
　　　　　　　学校司書10名
４．司書教諭・学校司書研修（４）
　「司書教諭・学校司書としての
　　実践発表」
　　　（実践発表と校区グループ交流）
　　発表：枚方市立第二中学校
　　　　　枚方市立山田中学校
　　　　　枚方市立渚西中学校
　　　　　　　司書教諭、学校司書
　「次年度の取組にむけて」
　　講師：教育指導課
　　　　　　中野　洋子　指導主事
　　と き：１/29
    場所：枚方市立教育文化センター
　  参加：小中学校司書教諭61名、
　　　　　　　学校司書９名

【教育研修課】
３．司書教諭・学校司書研修（３）
　「教科における学校図書館の活用について」
     （講義・演習）
    講師：元白山市立蕪城小学校長
　　　　  中條　敏江　氏
「ビブリオバトルについて」（演習）

講師：枚方市立中央図書館 市川 直美 課
長代理
    と き：8/20
    場所：輝きプラザきらら
　　参加：小中学校司書教諭64名、
　　　　　学校司書20名

４．司書教諭・学校司書研修（４）
「小中学校９年間を見通した読書指導につい

て」
                              （実践報告）

講師：枚方市立小中学校 司書教諭・学校司
書
　「学習指導と学校図書館」（講義・演習）
　  講師：帝塚山学院大学
　　　　  曲里　由喜子　講師
    と き：1/21
    場所：枚方市立教育文化センター
　　参加：小中学校司書教諭64名、
　　　　　学校司書20名

【教育研修課】
３．司書教諭・学校司書研修（３）
　　研究授業
　　「学校図書館を活用した授業」
    講師：枚方市立樟葉西小学校　司書教諭
　　　　　神戸常盤大学　教育学部
　　　　　　山下　敦子　准教授
    と き：11/22
    場所：　樟葉西小学校
　　参加：小中学校司書教諭,学校司書及び
　　　　　学校図書館担当職員41名

４．司書教諭・学校司書研修（４）
　　実践報告
　　「小中学校９年間を見通した図書館教育」

講師：枚方市立小中学校 司書教諭・学校司
書
　　講義・演習
　　「次年度の取組をデザインする」
　　　　　教育指導課　指導主事
    と き：2/18
    場所：枚方市立教育文化センター
　　参加：小中学校司書教諭,学校司書及び
　　　　　学校図書館担当職員80名

【教育研修課】
２．司書教諭・学校司書研修（２）

「言語能力の育成に向けて効果的に読書活動を
取り入れた授業づくり」
 講師：教育指導課
          中野　洋子　指導主事
 講師：京都女子大学　発達教育学部
　　　　　水戸部　修冶　教授
    とき：10/27
    場所：西牧野小学校
　　参加：小中学校司書教諭,学校司書及び
　　　　　学校図書館担当職員83名

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため開催
を変更（4回実施のところ2回中止）

学校教育室
教育指導担当・教育

研修担当

体系番号 具体的な施策 取り組みの方向 評価指標
担当課

（関係課）
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※注１「O S A K A  PA G E  O N Eプロジェクト」 平成 2 8年度、大阪府教育委員会は、O S A K A  PA G E  O N Eプロジェクトとして、子どもたちの読書率の向上をめざし、月に１回読書を楽しむ日を「 PA G E  O N Eの日」と定めた。
「ヤングアダルト」 図書館サービスの対象としてのヤングアダルトは、主に中学生・高校生を指す。身体的・情緒的発達特性を踏まえ、彼らの興味や関心、学習などに関する資料要求に応えるため、図書館サービスの対象分野のひとつとして取り扱うことがある。

※注２「家読（うちどく）」 「家読（うちどく）」は、「家族ふれあい読書」の略語（造語）で、家族みんなで読書をすることで「家族のコミュニケーション」を深めることを目的とした読書運動のこと。（家読推進プロジェクトＨＰより）

※注３「えほんのひろば」 「えほんのひろば」とは絵本いっぱいの会場で、絵本を通して、子どもたちの心をほぐす取り組みのことをいう。大人が子どもに本を読み聞かせるのではなく、くつろいだ雰囲気で子ども達が自由に絵本を手に取り、絵本をとおして会話をするなど、絵本を楽しむイベントである。図書館とは離れた場所で行なわれる。

※注４「こどもの読書週間」 昭和34年（1959年）に始まる。もともとは５月１日～14日（こどもの日を含む２週間）。平成12年（2000年）の「子ども読書年」を機に、４月23日～５月12日に期間を延長。子どもの読書振興を目的とする。

※注５「枚方版ブックスタート」 絵本の楽しさや大切さを体験するとともに、親子のふれあいを一層深めてもらう機会として実施。１歳の誕生日月の子どもを対象に、保育所（園）で絵本の読み聞かせを行い、絵本を１冊プレゼントする。

※注６「ふれあいルーム」 本とふれあいながら親子が交流できる場。子育て経験の豊富な市民スタッフによる絵本の読み聞かせやミニ講座なども行う。

※注７「ヤングアダルト」図書館サービスの対象としてのヤングアダルトは、主に中学生・高校生を指す。身体的・情緒的発達特性を踏まえ、彼らの興味や関心、学習などに関する資料要求に応える、図書館サービスの対象分野のひとつである。

※注８「ストーリーテリング」 物語を覚えて語ること。「おはなし」ともいう。聞き手は視覚情報に頼らず、語り手の声を聞いておはなしの世界を想像する、耳から聞く言葉を通して物語を楽しむことは、活字を読んで具体的にイメージする力を養うことにも結びつく。読書への導入手段としても
用いられる。

※注９「ブックトーク」 テーマに沿って本を紹介すること。本への興味を喚起する目的を持つ。読書への導入手段として用いられる。

※注 1 0 「ビブリオバトル」 京都大学から広まった、本の紹介コミュニケーションゲームのこと。知的書評合戦ともいう。「人を通して本を知る．本を通して人を知る」をキャッチコピーに日本全国に広がっている。（「知的書評合戦ビブリオバトル公式サイト」より）

※注 1 1 「バリアフリー絵本」 「障害」のある子どもたちのために作られている絵本と「障害」について描かれている絵本の２系統に分類される。前者は、点字絵本、さわる絵本、布の絵本、手話や絵文字がついた絵本、やさしくよめる本、認知特性や見え方の特性に配慮した絵本、音声がつ
いた絵本、におう絵本などで、後者は、絵本に「障害」児者が描かれていたり「障害」のことを学んだりできる絵本、あるいは、「障害」のある人たちによって制作された絵本とされる。（「 J B B Y 」ＨＰより）
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