
提出人数 意見数

４人 １３件

第２次八尾市子ども読書活動推進計画（素案）についての

市民意見提出制度(パブリックコメント）の実施結果と市の考え方について

　「第２次八尾市子ども読書活動推進計画」を策定するにあたり、八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例第１２条の規定に基づき、検
討途中の素案を公表し、市民意見提出制度（パブリックコメント）を実施しました。その結果と提出された市民意見に対する市の考え方を公
表します。
　ご提出いただいたご意見等は、原文の内容を基本としつつ、趣旨を損なわないように要約するとともに、同じ内容の趣旨のご意見につい
ては、まとめております。

（１）意見募集期間
　　　　令和３年１月２７日（水）～令和３年２月２６日（金）

（２）提出人数及び意見数



NO.
該当

ページ 項目 意見の要約 市の考え方
素案
修正

1 2～3

第２章 若者を中心とした活字離れや読書離れが進んでいるのは、どういう原因や具体的
な背景だろうと関心を持ち、図書館で「学校図書館を活性化する　参納哲郎著　図
書館流通センター」や「放課後の子どものあり方に関するアンケート調査　報告書
八尾市青少年課」を読みました。
図書館利用の低下は『生活時間の変化』として「下校時間」「習い事」「スポーツ活
動」「テレビゲーム」などが原因と、富山県小杉町の実践例で指摘されていました。
一方、八尾市内の小学生1年・３年・５年生の保護者2,500人から回答のあったアン
ケート調査では、「図書館や読書環境」が全く出てきません。子ども未来部は読書
環境の変化や効果に関心がないのか？
このアンケートで下校後の過ごし方、放課後子ども教室、学童保育の利用状況、
子ども会活動、青少年会館の参加など具体的に調査をされています。もう少し視
野を広げたら、見えて来る？
今後は連携や相互の影響を視野に取り組まれてはいかがでしょうか。
平成27年11月に調査されたデータですので、その時点ではすでに八尾図書館の
移転開館もしており、読書通帳や学習室などもオープンしています。青少年課に
とっても貴重な子どもの地域資源である図書館４館や移動図書館利用も設問に加
え、全体として把握できる取り組みなら良かったと思います。

実際の取組として、放課後子ども教室では、これまでから読書活動に取り組ん
でいただいている地域もあり、また、放課後児童室では、移動図書館等を活用
しながら、児童の読書機会の確保に取り組んでいるところでありますが、今後、
児童の放課後の過ごし方の中で連携等を含めた取組検討を行うにあたり、ア
ンケートを行う際には、いただきましたご意見の内容も参考にさせていただきた
いと考えております。

なし

2 2

第２章
１　図書館での取組

【意見】
場の提供、職業体験の受入、講座等開催等に、成果の明示が無い。具体的数値
（実績数、割合、調査結果）等も無く、取組内容の成果として説得力に欠く。 また、
職業体験はいつから開始したか不明だが、読書通帳のように新たな取組であれば
いつからと明記すべき。移動図書館のように元々有る仕組みなら、「利用できるよ
うにしてきました」と新たに開始したように誤解する表記は避けたほうが良い。
【提言】
場の提供、職業体験の受入、講座等開催等に、各々の実績提示までは不要だ
が、実施成果と言えるような件数や参加者の増加、満足度調査結果等を示すこと
が分かりやすい表記として望ましい。また、職業体験は新たな取組であれば開始
時期を明記し、元々有るのであれば、上記他の取組同様、件数表記や体験者の
好意的な感想等でも有れば成果が伝わるのではないか。移動図書館は、八尾図
書館開館以前から自動車文庫として活躍しており、ここに記載したいのであれば、
「4館体制になった後も、ルートや頻度を工夫して全域での利用促進に貢献できる
よう取り組んでいます。」等が適切ではないか。

市立図書館では、子ども読書活動を推進するため、好きなときに好きなだけ本
と過ごせるような場の提供、職業体験の受入、講座や講演会等の開催等に取
り組んでまいりました。紙数の都合上、直接の記載はしていませんが、場の提
供、職業体験の受入、講座等開催等を含む図書館の活動実績は毎年「事業報
告」としてまとめております。
移動図書館についての表現につきましては、ご提案の趣旨を踏まえ、「図書館
の継続利用は、子どもたちに読書の楽しさを伝え、考える力を育み、それが生
きる力になり、移動図書館はそのきっかけを作り、強く後押しすることができる
ものであることから、図書館から離れた地域について、移動図書館の巡回場所
を一定間隔で配置し、２週間ごとに巡回して市内全域で図書館を利用できるよ
うにしてきました。」を「図書館の継続利用は、子どもたちに読書の楽しさを伝
え、考える力を育み、それが生きる力になり、移動図書館はそのきっかけを作
り、強く後押しすることができるものであることから、図書館から離れた地域に
ついて、龍華図書館が開館し４館体制になった後も、ルートや頻度を工夫して
全域での利用促進に貢献できるよう取り組んできました。」に修正させていただ
きます。

あり

（３）提出された意見の要約及び市の考え方
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該当

ページ 項目 意見の要約 市の考え方
素案
修正

3 2

第２章
２　学校での取組

【意見】
２ページ当該項２行目「読書の機会の拡充や図書の紹介、読書経験の共有によ
り、様々な図書に触れる機会の確保に努めました。」の文中に、具体的な取組も成
果も記載が無い。配置された学校図書館サポーターが研修を受けた記載は有る
が、その活動内容さえ記載が無い。また、２ページ当該項６行目「また、新学習指
導要領では…」の段落は、学習指導要領の説明に終始している。それに対して、
市としてどう取り組んだか、どう取り組むのか、何が課題なのか、記載が無い。も
し、この段落を新しい学習指導要領に対応することが課題、と示したい意図であれ
ば、そもそもこの「新」学習指導要領は2020年度以降のものを示しているのか、
2011年度以降のものも言語活動の充実は目指されており、その変化に対して何を
改善課題と捉えているのかが不明である。
【提言】
　「各学校段階において」、「生涯にわたる読書習慣を身に付け、読書の幅を広げ」
る成果が有った取組をいくつかでも具体的に記載することが望ましい。その中で、
学校図書館サポーターが関わったものがあれば合わせて記載出来れば、限られ
た資源・時間での支援効果、またはその配置への課題も分かるのではないか。新
学習指導要領に対しては、市としてこれまでどう取り組み、今後の変化への課題を
どう捉えているか、もしまだ明記出来る段階でないので有れば、その旨と検討から
進める必要がある旨の記載をしておくのも可能ではないか。その際、必要なサ
ポートを図書館や学校図書館サポーター等からの連携・分掌で行う事に触れてお
くのが望ましい。

学校は、子どもが自ら進んで読書を楽しみ、読書に親しみ、読書を活かす習慣
を形成していくうえでの重要な拠点となります。また、2020年度の新学習指導
要領では、言語活動の充実とともに、学校図書館を計画的に利用し、その機能
の活用を図り、児童・生徒の自主的な読書活動を充実することが規定されてい
ます。２ページ当該項６行目の「また、新学習指導要領では・・・」を「また、学習
指導要領では・・・」に修正させていただきます（同様に、17ページ第５章　４ 学
校の役割 ３行目「新学習指導要領の趣旨も踏まえ・・・」についても「学習指導
要領の趣旨も踏まえ・・・」に修正させていただきます。）。
本市では現在、学校図書館サポーターとして、図書館司書等の資格を持つ
方々を全小中学校及び義務教育学校に配置しているところですが、今後、学
校図書館司書等人的配置の拡充や学校図書館の整備等についての検討を進
め、学校図書館の活用促進を図ってまいりたいと考えております。
なお、今後、取組について随時紹介してまいりたいと考えております。

あり

4 3

第２章
３　就学前施設（認定子ど
も園・保育所（園）・幼稚
園）・青少年会館等での取
組

【意見】
具体的数値（実績数、割合、調査結果）等も無く、取組内容の成果として説得力に
欠き、計画立案のための現状評価ができない。そのため、３ページ当該項７行目
「今後も、引き続き…」と課題認識に欠けた、現状維持が前提かとも読める文章は
適切ではない。また、読書活動に興味の無い、読書環境に恵まれ無かった保護者
に対しても直接アプローチが可能であり、そうした一定層に学校や図書館には出
来ない取組が行える役割を有する当事者意識も感じられない。
【提言】
各々の実績提示までは不要だが、実施成果と言えるような件数や参加者の増加、
人口比率での参加割合増加、参加者の感想・反応の変化等を示すことが分かりや
すい表記として望ましい。もし成果が不調で有れば、課題と明記し、成果が上がる
よう取り組むのが実効性のある計画である。また、その成果が順調で有ったとして
も、上記に記載したような一定層に対し、また子育てを担う保護者の孤立、貧困等
にも、図書館資料が役に立つ事を伝えていく重要性を挙げておく事も、新たな計画
立案に際し必要ではないかと考えられる。

子どもの読書活動は図書館や学校に限らず、いつでもどこでも本に親しむこと
ができるよう読書活動が身近で行える環境を整備することが必要です。本市に
おいても、子どもの生活に密着した就学前施設や青少年会館等において、絵
本や物語に親しむための取組を実施してまいりました。引き続き、ブックリスト
の配布のような取組を通じてすべての子育て世帯への働きかけを積極的に進
めてまいりたいと考えております。図書館や学校以外での子ども読書活動の推
進は引き続き重要であると認識しており、いただきましたご意見については、今
後の具体的な取組を検討する上での貴重なご意見とさせていただきます。

なし
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第２章
４　連携による読書活動の
推進

【意見】
当該項で市民および対象となる子どもが求める「連携」とは、それにより家庭文庫
や読書活動ボランティアや、学校、各種団体、学校図書館サポーターが読書活動
を推進出来ている状態を指すのではないか。情報交換・貸出・研修・交流を実施し
ている事のみが記載されており、それぞれの読書活動にどう寄与したか、団体貸
出増や連携事業増等の成果の有無も不明である。また、家庭や学校に居場所が
無い子どもの存在について、地域活動や学校図書館を通して発見し、居場所や生
きるための読書、情報収集が出来る図書館へ繋ぐ役割は、教員や図書館内の人
間には果たし得ない。そうした課題認識は持ち合わせていないのだろうと、容易に
想像できる文章である。
【提言】
連携の結果としての、家庭文庫や読書活動ボランティアや、学校、各種団体、学校
図書館サポーターによる読書活動を、いくつか成果として具体的に記載することが
望ましい。研修・交流等の実施記載は不要であり、もしそれによって成し遂げられ
た読書活動があれば記載しても良い程度である。研修・交流等以外記載出来る事
が無いのであれば、課題と明記すべきである。また、上記に記載したような家庭や
学校に居場所が無い子どもの発見、図書館への連携については、今回の新たな
計画立案に際し課題として触れておくべきと考える。

市立図書館司書や、教職員、読書活動ボランティアなど読書活動に関わる人
材が連携することは、子どもの読書活動を推進するための土台づくりとなり、必
要不可欠であると認識しております。
第２章「４　連携による読書活動の推進」では、読書活動ボランティアとの情報
交換、学校図書館サポーターへの研修の実施のような各主体が連携するため
に取り組んできたことを記しており、今後も連携が重要であるとの認識のもと、
子どもの読書活動に関わる人材の確保、スキル向上、相談・協力・連携できる
ネットワークづくりに取り組んでまいります。

なし

6 4～9

第２章
５　読書活動の状況

【意見】
（１）児童・生徒の読書活動の状況
実態を示す数値と、全国・大阪府との対比が明示されており分かりやすい。全国学
力・学習状況調査はウェブ公開されている結果が平成１９年度以降、毎年有った
が、何故５年前との比較としたか、理由の記載が有ると良い。また、それぞれの対
比結果の理由をどう分析するか、考えられる原因等の記載が有れば、それを踏ま
え、第３章以降の計画の意図の理解が出来ると思われる。
（２）家庭での読書活動の状況
調査方法が、図書館利用者のみへのアンケート実施であり、質問内容も含め、家
庭での読書活動の状況把握を目的として適切な調査だったか疑問が生じる。八尾
市第２次図書館サービス計画策定時のように、市内公共施設等来訪者といった図
書館未利用者への調査を行わずして、本来の読書活動の推進はもちろん、新しく
第２次の子ども読書活動推進計画を立案するタイミングにおける社会の変化・ニー
ズの把握は出来ていないのではないか。この結果をどう分析するかの記載が求め
られる。
【提言】
（１）児童・生徒の読書活動の状況
全国学力・学習状況調査の年度対比を、５年前とした目的・意図の付記と、「中学
生の読書意欲は高まる傾向にある」といえる原因等の記載が必要と考えられる。
（２）家庭での読書活動の状況
家庭での読書活動の状況を把握するためには、記載されたアンケート回答では不
十分で、対象に未利用者も含めた追加の調査やアンケート実施が望ましい。また、
追加調査が難しいのであれば、把握している他の情報も含め、現状として言及で
きる事実の記載のみの記載と、正確な把握が出来ていないためその調査・分析が
必要との課題提示をしておくべきである。

第２章「５　読書活動の状況」（１）児童・生徒の読書活動の状況において、５年
前の数値と比較をしたのは、社会情勢等の変化を把握するのに概ね５年が目
安になると判断したためです。また、（２）家庭での読書活動の状況の把握方法
としていただきましたご意見については、今後、市立図書館における各年度の
事業計画での具体的な取組を検討する上での貴重なご意見とさせていただき
ます。

なし
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第３章「５　計画の目標」に掲げる成果指標の１『「読書は好きですか」の問いに
対し「当てはまる」「どちらかといえば、当てはまる」と回答する生徒・児童の割
合を全国平均以上とする』という目標については、読書が好きかきらいかという
読書意欲を端的に表す指標であり、第３次大阪府子ども読書活動推進計画も
参考として設定しており、全国平均に達するためには、第４章以降の取組を効
果的に実施していくことが大事であると考えております。成果指標の２『読書活
動ボランティア及び市立図書館の「おはなし会」の実施回数を１年度で２４０回
以上開催する』という目標については、おはなし会は、子どもと出合う・子ども
の本を知る・子どもと本を結びつけるといった役割のある大切なものと考えてお
り、それを、読書活動ボランティアと連携して進めていくことが重要であるとの
考えから、読書活動ボランティアと市立図書館の両者がそれぞれ実施しなけれ
ば達成できない回数を目標としております。成果指標の３『市立図書館児童書
蔵書数を359,000点以上とする』という目標については、「図書館の設置と運営
に関する数値基準」に基づき算出した本市の望ましい蔵書点数から児童書相
当分の点数を目標としており、子どもを取り巻く読書環境の整備に資するもの
と考えております。
いただきましたご意見については、今後、市立図書館における各年度の事業
計画での具体的な取組を検討する上での貴重なご意見とさせていただきま
す。

なし

7
10～
13

第３章 【意見】
第２章で不明瞭な課題提起に留まっている事に加え、第３次大阪府子ども読書活
動推進計画ほぼ書き写しの箇所が散見される。そのため、市の上位計画との整合
性は図られたとしても、今後８年の期間において、素案の「はじめに」で述べられた
「子どもを取り巻く情報環境が大きな変化を見せており（はじめに　４行目）」の進行
も予想される中で、そうした変化への対策も一切語られていない当該箇所「基本的
な考え方」は、「これまで取り組んできた読書活動推進のための取組をさらに実効
性のあるものにするため（はじめに　18行目）」の計画として不適切である。また、
11ページ「５　計画の目標」で示された成果指標の、(１)の目標値は是非理想として
は長期に目指して欲しいところである。しかし達成のためには、例えば現在全国平
均以上の同規模自治体の取組調査や、それに向けた市の課題抽出などを経て高
い実行力が求められるが、第４章以下にそれを意識した取組の記載に乏しい。む
しろ高すぎると感じるような目標値を設定した理由が理解しかねる。(２)の回数を目
標値とした設定は、参加する子どもの数が見えず実効性が無い。(３)の蔵書数も、
子どもの読書活動が推進されている成果が見えず、目標値として掲げるのは不適
切。利用者・貸出数・本を読むのが好きと回答する子供が減っていても達成できる
ため、同じく実効性が無い。
【提言】
まずは、第２章での成果と課題の明示、正しい認識に立ち返り、計画の基本的な
考え方の検証をしていただけないか。大阪府でも、第４次大阪府子ども読書活動
推進計画（案）が既に公表されており、常識的な調査や課題認識に基づき作成さ
れている。10ページ「１　計画の位置付け」には現時点で有効な「第３次…の内容
を踏まえ」と有り、もちろん「第４次…」を踏まえよとの意図では無い。一つの参考に
すれば、この提言で言わんとする、課題認識、計画の基本的な考え方の検証がど
ういう事か、ご理解いただけると考える。次に、成果指標は計画の実効性を高める
意味で必要である。期間終了後の報告も行うべきである。しかしここで目標とすべ
き成果を正しく認識しなければならない。(１)を掲げるならそれに紐づく第４章以下
の取組の見直しを、または他に適切な目標値の設定をする事が望ましい。ここでも
大阪府の「第４次・・・」が参考になろう。(２)には、簡単には対象人口当たりのべ参
加者数の他、定員充足率・新規参加者数なども有効な値ではないだろうか。(３)
は、読書推進の成果として適切と思われる、貸出数や新規利用者数・団体登録貸
出数等を求めたいところである。これらの改善が行われれば、自ずと第４章以下に
記載された「＜主な取組>」が、より現実的に実効性ある内容に改められるであろ
う。最後に、当該計画（素案）全体を通し、インターネットやスマホの普及による社
会や子どもの行動の変化とは別の次元で、読書の重要性のみを切り取っている感
覚を覚える。極論だが、借りられない本を買う、同じ参加者ばかりのおはなし会を
実施する、頻度の少ないレファレンススキルを研鑽する事等になっていても疑問を
持たないのだろうか。それ以前に、図書館だけでなく現場の子どもの声を聴き実態
を知る力、子どもにベネフィットを感じてもらえるアプローチ方法を考える力、手段と
してのICT能力、マーケティング能力等が必要であるという当事者意識を持ち、取り
組んでいただきたい。子どもの読書活動が真に推進できれば、まちの賑わいや市
の産業活性化にも繋がり、救える命がある。
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8 14

第４章
２　小学生期における読書
活動の推進

「主な取組」が列記されていますが、具体的に書かれていないので、どのような取
組か例があれば良いと思います。前回の「八尾市子ども読書活動推進計画」の方
がまだわかりやすいです。
計画素案にあるように、市立図書館との連携が必要だと思います。市立図書館で
は、小学校、放課後児童室などへの団体貸出を促進する（14頁）とありますが、車
での配送システムがないと利用しにくいので、配送システムの構築まで計画に入
れていただきたいです。

「主な取組」は、本市の子どもがあらゆる機会と場所において自主的に読書活
動を行うことができるよう、子どもの読書活動の推進に向けた取組例について
記載したものであり、小学校などへの団体貸出の促進としての配送システムの
構築については、現在、検討中です。ご意見の趣旨を踏まえ、14ページ第４章
２ 小学生期における読書活動の推進＜主な取組＞２点目「小学校、放課後児
童室などへの市立図書館による団体貸出の促進」を「小学校、放課後児童室
などへの配送サービスの実施などを含む市立図書館による団体貸出の促進」
に修正させていただきます。

あり

9 15

第４章
３　中学生・高校生期にお
ける読書活動の推進

「この時期は興味や関心、活動範囲が広がることにより、読書から遠ざかりがちに
なりやすい時期でもある」とのこと。
それであれば、広く関心を集めるのではなく、図書館や司書の仕事を体験してみた
り、本を選んだり書庫の配架を見学するなどのことを、限られた希望者や、学校生
活で役立つワークを図書館として受け入れることで、「読書」に強い関心を持つ中
学生・高校生を育ててはどうか。
具体的には年数回、市内中学校・高校で図書委員をしている学生を、市立図書館
４館で２日から３日間程度の『体験研修』として受け入れていけないでしょうか。
図書館司書の仕事の魅力を知り、自分の学校に帰り、学校図書館の展示コーナー
を作ってみることなど、実際に取り組むことで同級生の反応を知り、「図書委員養
成」で、公共図書館が役割を果たすこともできるのではないでしょうか。

中学生・高校生期は、行動範囲や生活の幅も広がり、興味関心も多様化して、
図書以外にも関心を引くものが多く、読書から遠ざかりがちになりやすい時期
です。これらの年代自身に専門の読書の知識を学んでもらい、同年代等の読
書推進力になってもらう取組として、市立図書館では、例年、中学生の職業体
験を受け入れております。職業体験では、図書館の仕事の体験や書庫の配架
の見学などを行っております。これを含め、幅広く中学生・高校生期の読書意
欲を喚起する取組を継続して行ってまいります。

なし

10 15

第４章
４　特別な支援を必要とす
る子どもに対する読書活動
の推進

ここでは、障がい児通所支援事業所の図書館利用の促進を図書館として取り組む
としている。八尾市には障がい者総合福祉センター（きづな）があり、図書の提供も
行っている。図書館が単独で取り組むのではなく、きづなのスタッフと共同事業とし
て放課後等デイサービス利用者への読書活動支援を検討してはどうだろうか。
市内には多くの放課後等デイサービスがあり、この連携にあたり、図書館だけでな
く、障がい児に日常的にサポートしているスタッフのノウハウを生かし、公共図書館
の蔵書・副本の利用・活用策を研究していくことで、子ども達の読書活動の活性化
を育てていくことができるのではないでしょうか。

子どもに対する読書活動の推進は、図書館だけで取り組むのではなく、関係者
や支援者、関係機関などとの連携した取り組みが大切であると認識しておりま
す。連携の方法については、いただいたご意見も参考に検討してまいりたいと
考えております。

なし

11 16

第５章
２　地域の役割

主な取組として、地域子育て支援センターやつどいの広場での読み聞かせなど
と、青少年会館のイベントがあげられています。
私はむしろ移動図書館サービスを月２回行っている会場の中で、桂青少年会館、
高美南小学校、竹渕小学校の３会場で、集中して読書環境づくりを進めてみては
どうかと考えます。この３会場は青少年会館や竹渕出張所等の公共施設や小学校
などもあり、共通した条件での実験的な取り組みも可能ではないでしょうか。
学校関係者・学校司書教諭、青少年会館・出張所スタッフと移動図書館スタッフが
連携して継続して取り組めることを工夫することで、環境づくりの事業内容が見え
てくると思います。
読書活動推進計画は図書館が頑張るのでは見えてこない、『地域の動きやひとづ
くり』を地域施設がつないでいくことで、イベントや定例で集う魅力が見えてくると思
います。

子どもたちが日々過ごす家庭や、就学前施設、学校のほかに、子どもの読書と
関わる場として地域があります。この地域での読書環境づくりに、移動図書館
サービスを活用することは有意義と考えております。取組方法については、い
ただいたご意見も参考に検討してまいりたいと考えております。

なし
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12 17

第５章
４　学校の役割

学校図書館を授業や子どもの読書意欲の増進に結び付けていくためには、本と人
が必要です。
人＝司書が常に居て、まず図書館をいつでも開けておく、先生方と連携して授業
のサポートをする、子どものニーズに合わせて選書し本を手渡す、といったことが
重要です。
「情報センター」としての機能を期待するならなおさら、忙しい先生方が学級経営の
合間にできるレベルではないはず。
一度には無理でも、モデル校に司書を配置して、ゆくゆくは全校図書館に司書が
いるのが当たり前、という八尾市になってほしいと期待します。
学校図書館司書への言及が必要だと考えています。（他１件）

学校生活の中で、児童生徒の育成における学校図書館司書の果たす役割は
非常に重要であると考えており、その必要性等については「学校図書館の整
備・充実」という部分に包含されているものと考えております。本市では現在、
学校図書館サポーターとして、図書館司書等の資格を持つ方々を全小中学校
及び義務教育学校に配置しているところですが、いただいたご意見も参考にし
ながら、今後、学校図書館司書等人的配置の拡充や学校図書館の整備等に
ついての検討を進め、学校図書館の活用促進を図ってまいりたいと考えており
ます。なお、市立図書館としても学校図書館所管課と連携して進めてまいりま
す。

なし

13 19

第６章 私は今年３月で箕面市の紙芝居祭りが30周年になり、今回でコンクールなどが終
了することを知りました。残念であると同時に、八尾では山本図書館で続いてきた
「紙芝居づくり」が大変貴重な企画であり、講師をしていただいている方の力量に
感謝しています。
また、図書館行事で人形劇を演じてくれるサークルの活動も、今年プリズムホール
が改修工事で集会活動ができなくなるのではないか？と心配しています。
こうした活動が持続して可能になるよう、「紙芝居づくり講座」を図書館として支援
する、人形劇講習会も現在のリーダと続けていく工夫を検討する、こうしたことが大
切と思います。
抽象的に『ボランティア』と表現するだけではなく、紙芝居づくり、人形劇サークルな
どを（連携から踏み込んで）支援すると表記しても良いのではないかと思います。

市立図書館では、例年、ボランティアによる「手づくり紙芝居講座」や「手づくり
紙芝居まつり」を行っているほか、ボランティアの協力を得て図書館行事として
「人形劇」を行っております。紙芝居については、子ども自ら紙芝居を作ること
により、絵を書く、文章を書く、読み語りをするといった作業を通して、子どもた
ちを本好きにさせ、より深い読解力や高い創造力、表現力を養えるものであ
り、また、人形劇についても、子どもたちに楽しい本の世界を体験させることが
できるものであり、それぞれ、子どもの読書活動の推進に寄与するものと考え
ております。こうした活動が持続可能になることは、読書活動に関わる人材育
成を通じて子どもの読書活動の推進につながるものであり、その支援について
は「読書活動ボランティアとの連携」という表現に包含されているものと考えて
おりますが、ご意見の趣旨を踏まえ、19ページ第６章＜主な取組＞２点目「読
書活動ボランティアとの連携」を「読み聞かせ、紙芝居づくり、人形劇サークル
などの読書活動ボランティアとの連携」に修正させていただきます。

あり


