
令和２年度（令和元年度事業対象）図書館評価報告書 質問・意見に対する回答

議題・報告事項 質問・意見内容 質問者 回答 回答者

17p

国立国会図書館のデジタルコレクションのデー

タなどを簡便に使えるようにしてほしい。 馬場委員

「簡便に使えるように」との御指摘には、システムを

使いやすくするという側面とデータの利用をしやすく

するという側面があるかと思います。前者はシステム

を開発する国立国会図書館、後者は著作権に関係する

ものと考えます。さいたま市図書館のみでクリアでき

る問題ではありませんが、機会を捉えて関係各所に要

望してまいります。

その他

コロナの制約で何かとサービスもできかねた年

であったが工夫したサービスができるよう智恵

を絞っていただきたい。

馬場委員

図書館のホームページには自宅で楽しむことができる

コンテンツを作成して掲載しておりますが、さらなる

充実を図るべく検討してまいります。

・バリアフリー

サービス

・多文化

・子ども読書活動

総合評価がＣであることからもう少しサービス

の向上を願いたいです。

また、子どもの読書へのアプローチを今まで以

上に大切にしてほしいです。

鷲見委員

総合評価がＣとなりました目標につきましては、今

後、原因を分析し、改善に向けて方策を立て、サービ

スの向上に活かしてまいります。子どもの読書へのア

プローチにつきましても、これまでの活動を分析した

うえで進めてまいります。

図書館評価報告書

について

15p

文化事業の開催

コロナの影響で今後開催は難しくなると思う

が、ネット配信などを取り入れ、作家などの講

演会を増やしてほしいと思います。

高校との交換展示は大変良かったと思うので、

様々な高校とのコラボ企画を期待します。

鷲見委員

コロナ禍の中では対面となる講演会などの開催は厳し

い状況が続くと思われます。ネット配信はこれに対す

る一つの回答になると考えられますが、複製権、上映

権、公衆送信権などさまざまな著作権や著作隣接権な

どをクリアしなければなりません。講演会に関するご

意見につきましては、今後の重要な検討課題として捉

え、調査を進めてまいります。高校との交換展示につ

いては、今後も、市内の高校との連携を推進してまい

ります。

11p

パブリシティ件数

図書館の可能性"読書"ということの重要性を

様々な角度からＰＲすることがより大切になっ

ている気がします。ますますの工夫を期待しま

す。

鷲見委員

“読書”が子どもたちの感性を育み、読解力を鍛えると

ともに、社会に出たあとも様々なリテラシー獲得や自

己実現に貢献していることは論を俟たないと考えま

す。読書の観点から図書館の可能性や重要性につい

て、より効果的なＰＲの方法を追求してまいります。

27p

「親しみやすい図書館づくり」の評価Ｂについ

て利用者への対応を考えていただきがんばって

いただいたので「Ａ」で良いのではないでしょ

うか？

志村委員

ありがとうございます。「親しみやすい図書館づく

り」の評価は、来館者アンケートの結果、目標の91%

に0.1%届かず「Ｂ」評価となりましたが、前年度の実

績値である90.6%は上回りました。評価結果は、評価

実施要項で定めた基準により、目標に届かない場合

は、評価Ｂとなります。引き続き、親しみやすい図書

館づくりに努めてまいります。

40p,2(6)

「高齢者の役に立ち、楽しめるような資料と

サービスを提供します」

↓

ぜひ、様々な角度から検討して、良いサービス

を行って下さい。期待しています。

志村委員

来館者アンケートや実際の貸出データ等を参考にし、

来館が困難な高齢の方へのサービス等も考慮しなが

ら、効果的で良質なサービスの提供を目指してまいり

ます。



13p

地域資料は、一般の蔵書ほど閲覧の需要がある

と思えないので、必ずしも閲覧回数が伸び続け

て行くものではないと思います。

収集、保存に力を入れ、存在をきちんと知らし

めておけば、必要な時に需要に応えられるの

で、毎年の閲覧回数を評価の対象にする必要は

無く、内容を評価すべきでは？

木村委員

「デジタル化してインターネット公開した地域資料の

閲覧回数」を指標としたねらいは、来館しなくてもど

こでも閲覧できることによって、地域資料を身近に感

じていただくとともに、地域の理解を深める一助にな

ることを期待してのことでした。委員の御指摘はこれ

からの参考とさせていただきます。地域・行政資料の

収集と保存に力を入れ、その存在を知らしめ、需要に

応えてていくことは、地域の知の拠点たる公立図書館

としての重要な役割との認識に今後も変わりありませ

ん。

14p
自動貸出機の利便性は高く、引き続き導入を進

めるべきと思います。
木村委員

ありがとうございます。自動貸出機については、今年

度末までに、未導入の５館への設置が終了する予定で

あり、全図書館への導入が完了いたします。今後は、

自動貸出機の利便性の高さを活かしてまいります。

16p

各世代向けの本の紹介では、どの様にして紹介

資料を選ぶのでしょうか？それに先立って、実

際の世代別読書傾向等を貸出状況から調べるの

ですか？

木村委員

来館者アンケートから、ある程度の世代別読書傾向は

つかめます。また、個々の資料の貸出状況からも傾向

をつかむこともできます。各世代向けの本の紹介で

は、世代別読書傾向を踏まえつつ、そのときの社会情

勢や話題、各世代のトレンドなどを勘案したうえで資

料を選んでいます。

17p

職員のレファレンス研修やパスファインダー作

成など、サービス向上に繋がる取組が素晴らし

いと思います。

木村委員

ありがとうございます。利用者のニーズを的確につか

み、その方にとって最適な資料や情報を提供するため

には、基礎となるレファレンス研修が継続して必要で

す。さらなるサービス向上を目指して取り組んでまい

ります。

20p

宅配サービスについては、利用登録者数の増加

に注目すべきで、全体としての利用回数が、今

年度は減っても、人数が増えることにより、来

年度以降への需要の伸びが期待できると思いま

す。

木村委員

貸出総数を見ますと残念ながら減少傾向にあります

が、宅配サービスの貸出は平成24年度からPRを強化し

て以来伸び続け、令和元年度に初めて減少しました。

ご指摘のとおり、利用登録者数の増加という視点も踏

まえて利用の拡大に努力してまいります。

24,25p
携により活動に広がりが期待できる。

木村委員

との協働・連携は、ご指摘のとおり活動に広がりを持

たせることができるとともに、図書館のPRにもつなが

ると考えております。ますます連携を深めてまいりま

す。

28,29p

職員の研修については、内容、回数共に充実し

ていると思われる。引き続き、質の向上に努め

て欲しい。

木村委員

今後も、より一層、利用者へのサービスを向上させる

ため、資料や情報を的確に提供する技術を高める研修

等を実施してまいります。

32p

危機管理体制の強化については、日常的に結果

が目に見える訳ではないが、様々な属性の利用

者が訪れる施設であるから、非常事態に備え

て、最大限の準備が必要と思われる。引き続

き、取り組んで頂きたい。

木村委員

利用者が安心して図書館を利用できるよう、今後も館

内の安全確保のため訓練や研修等を継続してまいりま

す。



20p

目標10

バリアフリーサービスの充実

対面朗読の回数減は納得します。コロナでの休

館がとかれた後の対面のやり方は課題です。

神谷委員

コロナ禍以降の対面朗読については、室内を常時換気

し、利用者はマスク着用のうえ、朗読者との間には

パーテーションを設け充分な距離をとり、フェイス

シールドを用意する等、３密を避けて実施しました

が、利用者が外出を自粛する傾向にあったことから、

利用回数は減少しました。対面朗読に代わる手段とし

て、希望者には朗読対象の資料をＤＡＩＳＹ化して提

供しております。

22p

目標12

子ども読書活動

学校・保育園等の訪問・招待は、具体的にどの

地域か、どの学校か知りたいです。

どのようなかたちで実施しているのかも知りた

いです。

神谷委員

保育園(幼稚園を含む)と小学校でほとんどを占めま

す。保育園では10区すべてで訪問しておりますが、招

待は6区でした。訪問数で見ると、中央区が12園と最

た。小学校では、最も訪問を利用している桜区で5校

(土合・栄和・大久保東・神田・中島)、続いて岩槻区

で4校(太田・和土・新和・慈恩寺)の順でした。招待で

は北区(東大成・日進・宮原・植竹・大宮別所)・緑区

(尾間木・大門・野田・中尾・美園)・岩槻区(岩槻・太

田・河合・新和・東岩槻)がともに5校で最大でした。

実施にあたっては、各図書館が対象とする保育園及び

小学校へ案内を送付し、電話やFAXなどで申し込みを

受けて日程と内容を調整し、当日を迎えます。

その他

新型コロナウイルスによりいろいろな所や場面

で影響がありますが、近隣の図書館（岩槻の図

書館）では、いつも気持ちよく応対してもら

い、安心して利用できます。係員の方々、今後

ともよろしくお願いします。

神谷委員
ありがとうございます。今後とも、図書館を気持ちよ

くご利用いただけるよう、努めてまいります。

その他

図書館ビジョンの４つの目標は大変すばらしい

図書館のあり方だと思います。これからもこの

ビジョンを大切にお願いし、期待します。

神谷委員

ありがとうございます。現在の図書館ビジョンは今年

度でその実施期間が終了し、令和３年度からは第２期

図書館ビジョンとしてスタートするため、現在策定中

です。第２期のビジョンにおいても、図書館のあるべ

き姿を示すものとして、その実現に取り組んでまいり

ます。

11p､16p

目標1､6

新規来館者数が増え、aであることはよかったと

思います。ｂのあらゆる世代に向けたサービス

も大事なことだと思います。高齢者は多く利用

していますが、まだまだ広くとはいかず一度も

足を運んだことが無いという人もいるようで

す。

加藤委員

令和元年度にさいたま市図書館を1回以上利用した方

の割合は16.4%です。ご高齢の方をはじめ各世代でご

利用されていない方が多い状況です。今後、市報のほ

か、ツイッターやさまざまなメディアへの情報発信に

より、さいたま市図書館のアピールに努めてまいりま

す。

27p､28p

目標17､18

分館を主に利用していますので、大変お世話に

なっており、満足でbは不思議です。
加藤委員

この項目の評価は、来館者アンケートの結果に、評価

実施要項で定めた基準を適用したもので、目標に届か

ない場合は、評価ｂとなります。満足度は、目標の

91%に0.1%届かず「b」評価となったものです。



その他

それぞれの分野の"碩学の方々"が"叡智"を集

め、厳しい"視座"からのご評価、誠にすばらし

く言葉もありません。本当におつかれさまで

す。

さて、後はこれらの指摘をどう現実のために生

かすかが肝要です。最近の傾向では"図書館の事

務事業の委託化"が急激に進んでいます。それら

の動向との整合が大きな課題ですね。今後とも

行政の司書さんのご尽力こそが特に必要です

ね。

松岡委員

評価の結果をどのように生かすかについては、司書の

発想や創意工夫が問われていると思います。職員一丸

となって尽力してまいります。

その他

旧の大宮図書館は今どのような構想があるので

しょうか。あの環境といい、風格といい、伝統

と歴史ある建物は今後どのように生かそうとし

ているのでしょうか。社会教育施設・市立博物

館との併用、あのまま朽ちらせるにはまことに

をし、叡智を集めて提言をしたことがあります

まったのでしょうか。教育委員会の責任ではな

いですが、行政の怠慢ですね。

松岡委員

旧大宮図書館の建物の活用につきましては、令和２年

度第１回のご意見に回答させていただいたとおりで

す。また、本件は、図書館協議会での協議内容ではご

ざいませんので、これ以上の回答は差し控えさせてい

の所管課である大宮区コミュニティ課に伝えます。

14p

目標4

ICT（情報通信技

術）を活用した

サービスの充実

〇来館しなくても利用できるサービスについて

検討します。

・具体案はあるのでしょうか

・例えばどんな方法を考えていますか

・中にはインターネットなど使用方法の分から

ない人でもこのサービスは受けられますか

小澤委員

電子書籍の提供数の拡充、地域資料のデジタル化のさ

らなる推進、ホームページコンテンツの充実、宅配

サービスの拡大等です。インターネットなどの使用方

法の分からない方へは、館内のインターネット端末を

活用して、上記のサービスの使用方法を学びご利用い

ただく等により、サービスを受けられると考えており

ます。

27p

目標17

親しみやすい図書

館づくり

〇誰もが気持ちよく利用できるよう読書環境を

整え「さいたま市図書館の利用に関するアン

ケート」における満足度を向上させます。

・アンケートの実施期間はいつからどの位の期

間ですか

・回答数は何人くらいですか

・回答者の年齢はどの位ですか

小澤委員

アンケートは、令和元年9月13日から9月23日までの

間、休館中の岩槻駅東口図書館を除く24館で実施し、

4,544件［人］の回答がありました。年代別回答者は

10歳未満248人、10歳台254人、20歳代123人、30歳代

399人、40歳代786人、50歳代706人、60歳代864人、

70歳以上1,127人でした。なお、年代別回答者の合計

4,507人がアンケートの回答数4,544人と一致しません

が、これは年齢を回答しなかった方がいたためです。

ちなみに、調査結果は令和2年1月17日から2月13日ま

で館内に掲示したほか、ホームページに掲載し公表し

ております。



第２期さいたま市図書館ビジョンへの意見募集
テーマ：さいたま市の未来の図書館像について

意見 回答者 回答 回答者

小学校の学童保育への情報提供、使用などが何らかの方法でできないか。 馬場委員 実施計画作成の参考とさせていただきます。

新しい世界を見せてくれるワクワクするような図書館

資料の充実はもとより、情報の収集記録なども積極的に行ってほしいと思います。

一般に向けた図書館見学ツアーなどを行い、利用方法、レファレンスガイド、どんな情報を集め、活用できるのか、図書館の機能をＰＲしてはいかがで

しょう。

また、講座・講演会の回数を増やし、本を借りる以外に図書館に足を運ぶ機会を増やしてほしいと思います。

鷲見委員 実施計画作成の参考とさせていただきます。

本が読める子、苦手な子、困難な子などが共に楽しめる図書館

様々なタイプの子どもに合った資料の充実を切望します。また、そういった資料（図書など）があることを大きくPRし、活用してもらうようにする。

病院への本の提供、貸出しなど（現在はどうなっていますか？）

鷲見委員

実施計画作成の参考とさせていただきます。

現在さいたま市図書館では病院への本の提供を行って

おりません。消毒の方法など難しい問題はあります

が、今後の課題と考えています。

司書のいる図書館

本についてのプロがいて、いろいろな本を紹介してくれたら楽しみがより増すように思います。

本を手渡してくれる“人”の存在を大切にしてほしいと思います。

鷲見委員 実施計画作成の参考とさせていただきます。

鷲見委員 実施計画作成の参考とさせていただきます。

・ふらりと立ち寄ってみたいなと思った時、気軽に入れる雰囲気だといいなと思います。

・本を手に取ってすぐに読める場所、いすでもあるといいですね。

志村委員 実施計画作成の参考とさせていただきます。

・第1期図書館ビジョンの４つの目標は、すばらしいものでした。これを基とした図書館像に期待します。

・③の自然災害・犯罪対策について、新型コロナウイルスの為の休館により、貸出が難しくなりましたが、予約本の貸出は実施できないものか、そのよ

うな時の体制作りを検討してはいかがですか？

神谷委員

第1期図書館ビジョンの精神を引き継ぎ、新たな時代

の図書館像を作っていきたいと考えております。

災害や犯罪に遭遇しても情報提供を続けることが図書

館の使命と考えております。

図書館はもっと"街に、町に出るべきですね"待ちの姿勢はダメですね

そのために積極的に人々のために出よう、"行政の御用聞き"でもいい。知識と経験とそのノウハウと力をぜひ発揮してほしい。学者を見下したような現下

の政権は必ず失敗をするということを肝にめいじよう。さいたまはそういうことのないように目覚めてほしい。必ず。

松岡委員
図書館を媒介とした人のつながり、地域の連携につい

ては、次期ビジョンの柱と考えております。

少し前まで、図書館に対して抱いていた理想的なイメージは、本を媒介に人が集う場所、読書を楽しむ人たちの友好の場という物でした。読書会や朗読会

等の企画が組まれ、本を廻る様々な情報が、同好の志との間で交わされて行く、読書を通じて、人とも出会える場所であって欲しいと願っていました。と

ころが、この1年で、社会の事情は一転し、夢あふれる理想も、悉く挫かれた感があります。何よりも人と接する事が不自由になり、接触が忌避すべき事

となった今、本を手に取る事にすら、抵抗を覚える有様です。今の状況が続くのであれば、図書館活動においても、出来るだけ人と接触する事無く、目

的の資料を手に入れる為の、効率の良い方法が最良とされ、そのシステムが模索されて行くのでしょう。勿論、それは手段の1つとして、既に進められて

来た分野ではあるのですが。

昨今の大きな流れとしては、世の中の様々な資料がデジタルデータ化され、人が移動すること無く、電子機器を介して知識を得ることが出来るという方向

で、あらゆるシステムが改変されています。図書館活動においても、デジタル化は進み、電子機器の利用によって、利便性が改善されているのは事実で

す。しかしながら、それでもなお、本を手に取って、視覚、触覚で本を楽しむ事こそが、読書の醍醐味と思う人は少なくないでしょう。

正直言って、この先の展望も全く見えず、「場」としての図書館の有り方については、何も考えられないのが現状です。しかしながら図書館は、資料の宝

庫ですから、これを活用する方法を何としても見付けて行かなければならないでしょう。別項で拝見した「子ども読書活動推進」の様に、図書館が保育や

学校教育との連携の中でこれまで培って来た書物の知識や読書についてのノウハウを生かして、活動の主軸を担って行く事には、大きな期待が持てます。

時間的に余裕の少ない学校教育の場で、どれだけ実現できるのか分かりませんが、例えば、コンピューター導入が進む中で、是非とも時間を割いて取り組

んで欲しいのが、図書館の資料へのアクセス方法を学び学習に活用できる様にするオリエンテーションの時間を設けることです。これを、スキルを身に付

けた図書館職員が手伝うなど、学校との連携体勢で進めて行けると良いと思います。また、読書感想文についても提案があります。悪名高い夏休みの宿

題『読書感想文』とは一味違った、図書館主導の催しが有ればよいと思います。つまらない『推薦図書』は、読む気にもなれない代物でしたが、もっと

自由に、自分で選んだ書物の感想を発表できる場があればもっと読書が楽しめると思います。題材は、図書館にある物なら何でも、画集でも絵本でもよ

くて、感想の表現も、文章だけでなく、絵で表す事も可能です。実際にはどこで、どの様に発表するのか、難しい事かも知れませんが、ホームページを活

用するなどして、実現できれば楽しいでしょう。学校の様に、評価をしようとすると後処理が大変ですが、発表するということを目的に、誰でも気軽に参

加できる催しになれば良いと思います。

以上、散漫に書き連ね、何の纏めも出来ませんが、今後も大きく変わるであろう社会情勢を見据えながら、柔軟に思考を廻らせ、図書館の有り方を模索

して行けたらと思います。

木村委員

デジタル化の中の図書館のあり方、図書館を媒介とし

た人とのつながりについては、次期図書館ビジョンの

柱となるものと考えております。ご提案の事業につい

ては、実施計画作成の参考とさせていただきます。

昨年度までの様子を顧みながらさいたま市図書館の未来に思いをはせたいと思います。

・私は主に分館利用が多いため、職員の皆様に資料探しにご協力いただいたり、参考にさせていただいています。

これはP10のトップの非来館サービスの充実とはそぐわないかも知れません。自動とのやりとりは、目に見えるもの以外には広がりません。図書館の方々

の体験から参考に見つけだしてきていただいた本に感動することが多々ありました。「地域の知の拠点」であり続けるためには、人との交流は何より大切

だと感じるのです。どんなに近代化されても失くしてはいけないことだと思います。

・子どもたちにすれば（特に小学生中学年以上）図書館は調べ学習をする所だと思っているようです。平日は高齢者の方が多く広げて話もできないので行

きにくいとも言っていました。狭い空間ですので仕方ないのでしょうか。学習の後に、それにまつわる物語の本などを探しだせたら楽しみが増えます

ね。

"分からないことがあったら、とりあえず図書館で聞いてみる"というのは私が子どもの頃から言われていたことですが、未来にもその言葉が生きていてほ

しいです。

加藤委員

図書館における人との交流、子どもたちへの図書館体

験については次期図書館ビジョンの柱となるものと考

えております。

・図書館機能の充実という点では登録制度などにより貸出、返却を在宅で行えたら良いと思います。高齢者、障害者、忙しい方にとっては便利な機能と

思います。

・図書館利用の促進

夏休み、冬休み、或いは連休などを利用して図書館主催の市内歴史散歩を企画してみたらどうでしょうか。

・図書館資料の充実

希望図書を描いて投函できるポストを設置。新しい蔵書を館内で知らせる。またホームページなどで知らせる。

小澤委員 実施計画の参考とさせていただきます。



さいたま市子ども読書活動推進計画（第四次）［素案］への意見聴取

馬場委員 鷲見委員 志村委員 木村委員 神谷委員 加藤委員 松岡委員 小澤委員

1 素案全体の構成について、どのようにお考えですか 全体としてコンセプトには賛同 全体としてまとまっていると感じました。

時代の流れに敏感に反応されていて今後の取組が

楽しみです。やはり家庭での取組は基本だと思い

ますが、今、家族関係が複雑になってきていると

思います。それだからこそ保育所や幼稚園での取

組がさらに重要になると思います。本を充実させ

る等、補助金で支援できるようになるといいなと

思います。

「子どもの読書活動推進」という主旨に沿って、概ね

目標に叶った内容であると思います。中でも第3章

要ですので、力を入れて欲しいと思います。学校との

連携は、順調に進める事が出来れば良いですが、難し

いかも知れません。

すばらしい構成だと思います。

p.9 としょ丸どくしょてちょう

p.11 市立小学校1年生に読書手帳の配布は、読書の達成感

を得られると思います。

これからの子どもたちには、他者を受け入れ、一緒に考え

ていく力、新しい思考や創造する力を養って"生きる力"を

身につけていただきたいと、そのための活動をしておりま

すが、この指導をしていただく素案と思えます。

まず始めに今年、未曽有のコロナ禍のなか、日々ご尽瘁さ

れておられる図書館関係者の皆々様に心からの敬意と感謝

を申し上げます。どうかお体に十二分にご留意のうえ、ご

自愛されますように祈念いたします。

乳幼児から小学生位までは家庭、保育所、幼稚園等を通じ

て、読書の機会が得られやすいと思います。

中学、高校生となるとだんだん読書の機会が少なくなって

いるようです。

図書館職員やボランティアと高等学校との連携、電子書籍

の蔵書を増やすなどの取組が大切だと思います。

2

第四次計画の数値目標では、当初計画から第三次計画まで

の、小中学生の「不読者の割

合」を０％に近づけていくことを目指す」ことに代わり、

小学生から高校生までの「読書

が好き」な割合を高めていくことを目標に掲げました。こ

の目標及び数値目標について、

どのようにお考えですか。（素案１３ｐ）

是認

今の子どもの生活環境を考えると、「好き」な割

合を高めていくということの方が無理がないと思

います。

「本を読む時間がない」というのが子どもたちの

感想かもしれません。割合も妥当だと思います。

0％に近づけるとは無理だと思いますので、妥当

だと思います

第3次計画の不読者の割合を0％に近づける事は、非常

に重大な課題で、子どもの育成上、生涯の生活に関わ

る、必要不可欠な取組みであったと思われますが、そ

こから「読書好き」な子どもの割合を高めるという事

への転換は、飛躍が大き過ぎる様な気がします。表現

の問題なのかもしれませんが、「読書好き」＝個人の

好みであり、図書館が読書好きな人間の役に立つ機関

であることは、もちろん望ましい事なのですが、数値

目標を掲げて増やす事なのでしょうか？

マンガに対しては、読みたい希望が多々あっても、活字だ

けの本は敬遠してしまいますが、目標数値は高めでも支援

していきたいです。

小中学生の「不読者」の割合が多かったことに泥気を隠せ

ませんでした。家読の大切さを改めて感じ、読書の習慣化

に力を入れたいと思いました。そのことにより、最後まで

読み終える愉しさを感じてもらえると思いました。図書館

での読み聞かせも３・４才位まではよくおみえになります

が、幼稚園・小学生と来なくなります。

小・中・高の頃から"書に親しむ"なんといっても肝要です

ね。今、半寿を迎え、読書の習慣が生活１つ１つの支えに

なっていることに感謝です。しがない"小商人の小学校卒

のあまり学のない両親"でしたが、本だけは供給してくれ

ました。感謝です。でも、なにより影響があったのは、小

学校時代の恩師ですね。海軍士官で剛直な人でしたが、本

を読む習慣をつけさせてくれました。幼き日の師は人生を

左右しますね。

目標として数値を掲げることは良いのですが子供達には自

然と本に親しむ環境を作っていくことが大事と思います。

幼児期には常に家庭には絵本があり、読み聞かせをしてく

れる人（大人）がいる。幼稚園や保育所でも同様です。

年令が進むにつれて本を読む楽しさ、本によって知る喜

び、本を読んで想像することへと拡がってゆくと思いま

す。

3

本市は、２０１９年にＳＤＧｓ未来都市に選定されまし

た。本計画においてもＳＤＧｓに資する取組を推進するこ

ととし、３つの目標を設定しましたが、どのようにお考え

ですか。（素案１５ｐ） 是認 充実・連携・協働を実現してほしいと思います。

これからの時代を見据えていて"読書"という形態

が変化していくことを良くとらえられていると思

います。

これからの新しい「読書スタイル」に向けての3

つの目標はすばらしいと思います。

幼児期の本との出会いは大切な体験ですので、是非と

も良い環境作りを進めて欲しいと思います。本来なら

ば家庭の中での読書体験が子供の成育に貢献する所が

大きいのでしょうが、様々な家庭環境があり、すべて

の子供が読書習慣を家庭で身に付けられないなら、公

共の機関によって、この様な活動を進める事が望まれ

ます。

すばらしいことと喜んでいます。

私たちボランティアも、希望があればいつでもできる準備

はしています。毎月の勉強会もしておりますが、学校では

授業日数が足りないなど場が少なくなっています。子ども

たちも忙しそうですね。

"SDGｓ"についてはまだまだその方向性等が十分に浸透し

てませんね。時にそれを阻害しているのは残念ながら一部

の強欲な大人たち、政治屋の連中ですね。埼玉においては

そのようなことがないように政治が教育に介入しないよう

に望みますね。

勿論これ等の目標に向かって進むことは素晴らしいと思い

ます。目標を実行、達成には皆の意識、理解、協力が必要

です。いろいろな機会をとらえてＰＲし、多くの方々に取

り組みへの認識を深めてもらうことも大事かと思います。

4

家庭での取組として、１「０歳からの家読（うちどく）の

推進」、２「こころの育児のすすめ（年少版）の作成・配

布」を掲げています。新しい取組では、子どもの育ちと読

書との関係性について、保護者の理解が深まるように、冊

子作成や情報紹介ページ作成を通じて発信していくもので

す。この重点的な取組について、どのようにお考えです

か。また、家庭での取組全体についてもご意見がございま

したらお書きください。（素案１７ｐ）

※「こころの育児のすすめ」

https://www.lib.city.saitama.jp/contents?pid=234→ブッ

クスタートパックに入れて配布しています。

時間に制約のある共働き家庭にとって簡便に利用

できる方法はないか

情報発信は大切だと思いますので、ぜひ進めてほ

しいと思います。

「子どもの育ち」という点では、保育者、保健所

など幅広い観点から、デジタル化が進む中での育

児と読書ということを考えるガイドブックが必要

かと思います。

携帯やパソコン、ＴＶ等での紹介発信はいいと思

います。

Zoomなども活用し、読み聞かせや本紹介のお知

らせ講演などもあっても良いのではないかと思い

ます。

家庭での取組は、何よりも大切な事です。ブックス

タートの企画は素晴らしいと思います。

保護者に対する啓蒙活動は大切な事ですが、読書が好

きではない保護者は図書館へ足を運ぶ機会も少ないと

思うので、手段については、工夫が必要でしょう。

保健所の定期健診など、必ず訪れる場所を利用して、

保護者への情報発信や啓蒙活動が出来れば効果が上が

るのではないでしょうか。

ブックスタートはとてもいいサービスだと思っていました

が、若いママたちに伺うと「赤ちゃんの時からスマホで遊

ぶので、本はあまり読まない」というこたえが返ってきま

した。家読を根気よく勧めるしかないですね。今こそ祖父

残念ながら"幼児のための読書環境"は充実しているとはい

えないのが現状です。特に"視聴覚""感性の視点"からはま

だまだ不十分に感じます。司書さん方に幼児教育への視点

をもった方がより必要なのではないでしょうか。

環境が大事だと思います。そのサポートに図書館職員やボ

ランティアの方々が関わっていただけたらと思います。

具体的には本の紹介などもあったら良いと思います。

5

保育所・幼稚園での取組として、１「保育士と図書館職員

の連携強化」、２「図書館ブックリストパックの提供・Ｐ

Ｒ」を掲げています。これまで、市内の公立保育園と地域

の図書館が連携し、イベント開催や貸出サービスの実施は

行っていますが、新しい取組では、さらに、子どもの育ち

と読書の関係について職員間の相互理解を促すことを目的

としています。この重点的な取組について、どのようにお

考えですか。また、保育所・幼稚園での取組全体について

もご意見がございましたらお書きください。（素案１８

ｐ）

相互に意見交換をするなどして方向性を合一化し

て（共有し）協力体制をとっていくことが必要か

と思います

協力関係がより向上していくと良いと思います。
「図書館ブックリストパック」についてはさらに

ＰＲを強化していただけるとありがたいです。

子どもの家庭環境によっては、家での取組が難しい場

合もあるので、保育所、幼稚園での取組の方が多くの

子ども達に、万遍無くサービスが行き届くと思いま

す。

(3)(4)外部との連携は大切な事で、保育士が学ぶ機会

を増やせば、子供達の世界も広がります。

今、働き方改革の状況で、学校・幼稚園・保育園・学童で

も本を読む機会が減っていると聞きます。保護者に体験し

てもらうことで、子どもに本を読むことの喜び・大切さを

知ってもらうのはいい取り組みだと思います

これからの10年、時に肝要となってくるのがＡＩを活用し

た分野です。子供達への情操の涵養でしょうね。そのため

にビデオ等を活用した分野が幼児のために必要不可欠です

ね。若干、金はかかりますが、未来への投資と理解すれば

なんのそのですよ。

「保育士と図書館員との連携強化」に期待します。イベン

トの開催も出来るだけ多く出来たらと思います。

6

ランティアの養成やスキルアップ講座を開催」を掲げてい

ます。これまで、子どもの読み聞かせ活動を推進してきま

したが、今後はさらに、ボランティア参加希望者の養成・

動をさらに広げるため、図書館と連携しながら取組を推進

していきます。この重点的な取組について、どのようにお

考えですか。また、地域での取組全体についてもご意見が

ございましたらお書きください。（素案１９ｐ）

連携と協力体制の強化を希望する

様々な立場から子どもに関わっていくのは良いと

思います。活動にあたっては参加者の養成・スキ

ルアップは重要だと思いますので賛成です。

読み聞かせボランティアの派遣、ユーチューブで

の配信等、活用できる方法をさらに進めていただ

きたいです。

ボランティアの養成は積極的に進めるべきです。

地域全体のへのサービスが充分に出来ないと思いま

す。

片や、知識やスキルを持ち、時間も意欲もある人達

が、力を持て余しているかも知れません。勿体ない事

です。

活用するシステムを作るのは面倒な事かも知れません

が、必要なスキルを養成して、是非とも活用して欲し

いと思います。

読み聞かせやスキルアップ講座は、なかなか受講機会がタ

イミングがあわず受けていませんが、これからもつづけて

もらいたいです。

児童センターにはパネルシアターなどもあり、子どもたち

も大変喜んで聞いてくれます。 すね。若い方々の活発なアイデアの交換等奮起が必要です

ね。

ボランティアの養成・スキルアップは質の良い読み聞かせ

を子供達へ提供できます。

質の良い読み聞かせは子供達の豊かな感性を育みます。

7

学校での取組として、１「ＳＤＧｓなど現代的な課題に関

連する蔵書の充実」、２「さいたま市子ども読書の日にお

ける取組や啓発」を掲げています。２０１９年に、さいた

ま市はＳＤＧｓ未来都市に選定されました。学校教育にお

いても各学校のＳＤＧｓを定め推進していきます。また、

さいたま市子ども読書の日をきっかけに、児童生徒の読書

への関心を高めていきます。この重点的な取組について、

どのようにお考えですか。また、学校での取組全体につい

てもご意見がございましたらお書きください。（素案２０

ｐ）

予算のこともあるが引き続き継続されたい

関心を高めるのは良いと思います。担当する学校

の司書のスキルアップ、サポート、処遇などもさ

らに向上するといいですね。

本を読むのが苦手な子どもたちへの支援も充実し

ていってほしいと思います。

学校での取組は大切だと思います。

我が子も朝読書は楽しみにしていて、本屋さんや

図書館に行って読み本を捜していました。

本好きの子は一人でも取り組めると思いますが"

皆と一緒に"という環境が、背中を押されて取り

組める子もいると思いますので。

「読書の日」といわれて「さあ、本を読もう。」と思

う大人がどれだけ居るでしょうか。子供とて同じ。

「読者」という枠組から進めるのではなく、子供たち

が何に興味を持ち、何が知りたいかを肌理細かく焙り

出し、その問題へのアプローチの手段の1つとして、

本を読むことを提案するのが、読書への誘い方である

べきだと思います。サッカーの好きな子には、サッ

カーの歴史や外国の子供達のサッカー教育の事情等を

知る本を薦めるなど、本当に読みたくなる取組を。

私の所属するおはなし会では、図書館に小学生が来ないの

なら、その保護者たちに学校図書ボランティアをたち上

げ、そこに協力して読み聞かせ活動をしています。地域と

の協力はまめに足を運んで、まず本の整理・修理など誰で

もできることからだとスタートしやすいようです。（もち

埼玉の学校環境については誠に恐縮ですがあまり知識等が

ありませんのでごめんなさい。伝聞によると、もっと読書

の時間をカリキュラムに設けていいと思いますが。

学校と図書館が目標を持って連携して計画し、実行に向け

て協力し合うという姿勢に期待します。

項目 質問
回答者
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図書館での取組として、１「小学校中学年を対象とする取

組の推進」、２「図書館ビブリオバトルイベントの拡

充」、３「ＳＮＳ等を活用した中高生向け読書案内の発

信」を掲げています。新たな計画では、小学校中学年、中

学生をメインターゲットと捉え、読書が好きになる取組や

読書に関心を向ける取組を推進していくための取組として

掲げたものです。この重点的な取組について、どのように

お考えですか。また、図書館での取組全体についてもご意

見がございましたらお書きください。（素案２４ｐ）

そのとおり。継続されたい。 積極的に取り組んでいくのは良いと思います。

「ビブリオバトル」、聞いたときは「何？」と思

いましたがこれはとても具体的な取組で良いと思

います。

"他の人の話を聞く"ことで自分から本を選んでみ

ようという心が動かされるからです。

今までのプリント媒体ではない新しい形のおすす

めだと思います。

ユーチューブなどで配信している大会などを見る

とまさにそう思います。

中高生向けにはＳＮＳの情報が有効かも知れません。

本の推奨も『高校生が選んだ推薦図書』等を企画して

身近な情報と捨て受け入れ易いものを発信しては如何

でしょう。

(6)(7)取り残されがちな分野ですが、引き続き、充実

に努めてください。発達障害のある子供達の利用につ

いては、どの様な取り組みがあるか見えにくいのです

が、特別支援学校との連携などは進められています

か？（おはなし会以外に。）

取組は支援していきます。

最近はやりのマンガ（映画・ドラマ）に関連したエピソー

ドなどから図書の紹介をしていく方法。

（たとえば、マンガの主人公の着ていた市松模様の柄のハ

ンカチが売れているそうですが、関連グッズの本の紹介な

ど）

小学校中学年は、調べ学習で図書館を利用することが多い

と子どもたちに聞きました。いい機会ですので関連する本

を紹介できるよう学校と連携がとれているといいですね。

関係のない本は手にとりませんから。

中学校・高校生を対象とする本がとても少ないように感じ

ます。最近の科学は思考が必要視されていることを考える

と、それらの分野に対応する本をもっと潤沢に購入・提供

すべきでしょう。

中高生向けの情報発信やイベントの計画、実行等にも力を

入れていただくことで子ども図書活動推進が継続されるこ

とと思います。
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場の共通した取組としては、子ども読書活動の推進のため

の普及啓発活動として、１「さいたま市子ども読書の日」

の創設、２「冬の読書キャンペーンの推進」を掲げていま

す。「さいたま市子ども読書の日」については、４月２３

日「子ども読書の日」にちなみ、毎月２３日を読書の日と

して啓発することによって、読書に意識を向けることを目

的とするものです。「冬の読書キャンペーン」について

は、これまで、学校と連携した取組として行っています

が、取組の場をさらに広げていくことを考えています。こ

の普及啓発活動について、どのようにお考えですか。（素

案２８ｐ）

学校との連携が不可欠かと思います。 良いと思います。
季節ってあると思います。読書は秋から冬は持っ

てこいですよね。いいと思います。

幼児については、保育士等の協力で、引き続き推進す

ることが望まれます。小学生には個人の特性を考え、

適切なアドバイスが出来る様に取り組む必要があり、

そのためには、ボランティアの活用が有効と思いま

す。中高生以上は、この時期（冬期）受験等との兼ね

合いから、読書が難しい場合もありますが、受験勉強

で多くの文章に触れているのなら、それで良いでしょ

う。

「冬の読書キャンペーン」いいですね。心がほっこりする

ような本を家族で回し読みできると次から次へとつながる

気がします。

ぜひに「さいたま市子ども読書の日」を推進してほしいで

すね。そこの前後には子供達に自由解放するといいです

ね。

キャンペーンでは、どの様なことが行われているのでしょ

うか。情報を発信すると同時に子供達の情報の交換もあっ

て良いと思います。

本好きの私にとっては、読書は至上の喜びで、人生に

不可欠な物ですが、一歩引いて見れば、これは単なる

趣味・娯楽であって」、他人に無理やりすすめようと

は思いません。全ての子供が本好きになる事は、全て

の子供がスポーツ好きになる事と同じく不可能な事だ

と思います。この活動は素晴らしい事と思いますが、

無理に推進することによって、「本は嫌い」と思う子

供を作らない様、願っています。然し、読解力の不足

は生活の中で不利益を被る事態を招くのも事実ですか

ら、読書の必要性は否定しません。好きでなくても、

読書する習慣は身に付けさせるという所に目標を持っ

ていけたらと思います。否定的な論調になってしまっ

た部分も有りますが、本当に多くの子ども達が、読書

の楽しさを満喫できる様になるのなら、それは勿論、

すばらしい事だと思います。素案第３に有る様に、子

どもの生きる力を育むための脂質・能力としての三つ

の柱は不可欠な物であり、これらを獲得する手段とし

て、「読書」の果たす役割は、とてつも無く大きなも

のでしょう。

読書キャンペーンについての提案があります。この期

間に、目的を持って読書に取り組んでみるのも良いと

思います。子ども達に、「友達に薦めたいこの1

冊！」を選んで欲しいと思います。たった1冊で良い

と思います。その1冊を選ぶためには、たくさんの本

を読むことになるかも知れません。或いは、自分が本

当に好きな事は何であるかを、真剣に考えなければな

らないかも知れません。その時間こそが充実した体験

をもたらす事になるでしょう。そして、その1冊の素

晴らしさを人に伝えるための

方法を、自分で考えて貰います。推薦の文章でも良い

ですし、言葉で語るプレゼンテーションでも、絵で描

いて表しても良いでしょう。本当に心を掴まれる様な

本に出会い、その素晴らしさを自分で表現するという

体験は、子ども達にとって、掛け替えの無い物になる

でしょう。但し、これは全ての子どもに強制するので

はなく、自由参加が望ましいと思います。或いは、試

みが完結せず、本を選ぶだけで終わる子どもが居ても

良いと思います。
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その他、計画書を御覧いただきお気づきの点がございまし

たら、御記入ください。

推進事業を達成しようと現場の司書や関係者が必

死にならず、自由な発想で、子どもたたちに本を

手渡す場がふえると良いと思います。

これまでの推進計画があったからこそ、さいたま

市の読者環境は大変良い状態にあると思います。

それぞれの取組みが充実したものになることを

願っています。

時代が映像が中心になってきている今日この頃。

活字文化がどのように変化していくかわからない

模様です。

時代に合わせながら、子ども読書計画を練られて

いる皆様、ありがとうございます。

この様な計画実行はある期間だけでは意識も浸透していか

と思います。

すばらしい構想の数々、貴館を始め皆々様の奮起、ご活躍

を心よりご期待いたします。今こそ埼玉の未来の基礎を子

供達と作るときです。ぜひに頑張って下さい。

よくまとめていただいて目標が分かりました。

意見がまとまりませんがよろしくお願いします。


