
三次施策
項目番号 課　名

第二次
計画
からの
取組

家-①1 こども政策課 継続

家-①2 各区健康福祉課 継続

家-①3 各区健康福祉課 継続

◆第三次新潟市子ども読書活動推進計画取組一覧

内　容取　組

子育て応援情報発信事業
「にいがた子育て応援アプリ」や「スキップ」を通じ，子ども読書活動の推進について情報
を発信する。

保護者へ読み聞かせの啓発 股関節検診や健診時に図書館のブックリストを配布し，読み聞かせの啓発普及を行う。

保護者へ読み聞かせの啓発
子育て応援ひろば，児童センターでの読み聞かせを実施時に，保護者へ読み聞かせの
啓発を行う。

 色付き・・・重点施策      

1 家庭 
①保護者への 

働きかけの推進 

②ブックスタート 

事業の充実 

③子育て世代が 

利用しやすい 

図書館づくり 

     

2 保育園 

  幼稚園 

 こども園 

①保護者への 

働きかけの推進 

②保育園・幼稚

園・こども園へ

の支援 

③保育園・幼稚園

等における 

読書環境の整備 

④職員研修の充実     

3 学校 
①学校図書館 

活用の拡大 

②教職員研修

の 

充実 

③特別支援学校の

読書環境の 

整備 

④学校図書館の 

充実 

⑤学校図書館支援

センターによる支援 
⑥地域との連携   

4 地域 

①子どもの 

読書環境の整

備 

②子どもと本を

結ぶ事業の実

施 

③ティーンズ世代

への働きかけ 

④地域子育て支援

センター，放課後 

児童クラブなどへ

の支援 

⑤ボランティアとの

連携・支援 

⑥地域の書店・企

業や民間団体・施

設等との連携・協

力 

⑦職員研修の充実 
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三次施策
項目番号 課　名

第二次
計画
からの
取組

内　容取　組

家-①4 中央公民館 継続

家-①5 地域教育推進課 継続

家-①6 図書館 拡充

家-①7 図書館 新規

家-②1
保健所

健康増進課
継続

家-②2 各区健康福祉課 継続

家-②3 こども家庭課 継続

家-②4 各区健康福祉課 継続

家-②5 図書館 継続

家-②6 図書館 継続

家-②7 図書館 継続

家-②8 図書館 継続

家-②9 図書館 継続

家-②10 図書館 継続
ブックスタート実施前後の保護者
を対象とした読み聞かせや読書に
関する情報提供

母子保健健康手帳にブックスタート事業を掲載する等、情報提供を行う。

ブックスタート事業
ブックスタート実行委員会を各区で開催し，事業充実のための意見交換を行う。（出席者：
各区健康福祉課，公民館，社会福祉協議会，ボランティア，図書館）

ブックスタート事業
ブックスタート関係者会議を開催し，事業充実のための意見交換を行う。（出席者：保健
所健康増進課，各区健康福祉課，図書館）

ブックスタート事業 ブックスタートの効果検証のために，アンケートを実施する。

ブックスタート事業の啓発 母子健康手帳にブックスタートの意義を説明し，啓発を行う。

ブックスタート事業 ブックスタート事業の実施。

ブックスタート事業
1歳誕生歯科健診時に行っているブックスタートを会場で受けられない方に，中心図書館
でブックスタートを実施する。

1歳誕生歯科健診事業 1歳誕生歯科健診事業と併設実施のブックスタートに協力する。

ブックスタート関係者との連携
ブックスタート関係者会議等に出席し協力体制、実施状況について把握し情報を共有す
る。

ブックスタート事業の充実 母子健康手帳にブックスタートの意義を掲載し，啓発を行う。

青少年施設における読書推進啓
発

芸術創造村・国際青少年センターや若者支援センターにおいて，図書館の「ほんぽーとＢ
メール（中央図書館だより）」や各種チラシ等を設置し，啓発に努める。

「うちどく（家読）」の啓発や情報発
信

「うちどく（家読）」の啓発及び子どもの読書や電子メディアに関する情報提供を行う。

親子で参加する読み聞かせ事業
に保護者からの絵本相談を実施

「おはなしのじかん」や「赤ちゃんタイム」のなかで，保護者から絵本の相談を受ける時間
を設ける。

家庭教育学級等 乳幼児期の家庭教育学級の講座の中で，絵本に関する時間を設ける。
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三次施策
項目番号 課　名

第二次
計画
からの
取組

内　容取　組

家-②11 図書館 新規

家-③1 図書館 継続

家-③2 図書館 継続

園-①1 保育課 拡充

園-②1 保育課 継続

園-②2 保育課 継続

園-②3 学校支援課 継続

園-②4 図書館 継続

園-②5 図書館 拡充

園-②6 図書館 拡充

園-②7 図書館 新規

園-③1 保育課 拡充

園-③2 図書館 拡充

園-③3 図書館 継続

読書環境の充実 環境の一つとして絵本に触れるスペースの確保に努める。

読書活動の推進の働きかけ 絵本や読み聞かせについての職員研修に関する情報提供や講師派遣等の支援

読書活動の推進の働きかけ 絵本コーナーの蔵書の充実，団体貸出の利用，リサイクル図書の活用を呼びかける。

園への情報提供や読み聞かせの
推進

園からの施設見学・読み聞かせ等の受け入れを推進する。

園長会等を通した図書館活用の
働きかけ

園長会等を通して図書館活用の働きかけを行う。

園に向けた絵本リストの作成 季節の絵本など園でよく利用されるテーマの絵本リストを作成する。

読み聞かせ講座の継続 保護者を対象とした絵本や読み聞かせ講座開催の支援

市立幼稚園・教頭主任会での指
導・助言

市立幼稚園教頭・主任会等で，保護者対象の絵本講座開催のための情報提供やボラン
ティアによる読み聞かせをさらに推進するよう指導・助言する。

保護者やボランティアへの支援
園が開催する保護者やボランティア向けの絵本講座のために情報提供や講師派遣を行
う。

子育て支援コーナーを設置
全図書館で，子育ての参考となる資料を集めた子育て支援コーナーを設置し，資料の充
実を図る。

読書環境の充実 行事やお便り等を利用した絵本紹介・啓発（保護者への働きかけ）

ボランティアとの連携・協力
図書館からのボランティアグループリストの情報提供を受け，連携・協力を推進する。（指
導保育士会議などを通した情報提供）

出産前の保護者を対象とした絵本
や読書に関する情報提供

出産前の保護者向けに資料配布など情報提供を行う。

「赤ちゃんタイム」の実施
全図書館で，乳幼児を連れた保護者の方がゆっくりと図書館で過ごせるように「赤ちゃん
タイム」を引き続き設ける。
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三次施策
項目番号 課　名

第二次
計画
からの
取組

内　容取　組

園-④1 保育課 継続

園-④2 学校支援課 継続

学-①1 学校人事課 継続

学-①2 学校支援課 継続

学-①3 図書館 継続

学-①4 図書館 継続

学-②1 学校人事課 継続

学-②2 学校人事課 継続

学-②3 学校人事課 継続

学-②4 学校人事課 継続

学-②5
総合教育セン

ター
継続

学-②6
総合教育セン

ター
継続

学-②7
総合教育セン

ター
継続教職員研修 学校司書が受講できる講座を紹介する。

学校司書の研修の充実 学校に対し，学校司書へ校内研修の内容が伝達されているのかを確認する。

教職員研修 「国語科授業づくり研修講座」の中で，読書活動を促進する内容を含んでいく。

新潟市生活・学習意識調査
「生活・学習意識調査」において，小中学生の読書の実態を把握するための設問を入れ
る。

学校司書の研修の充実 学校司書が受講可能な研修の拡大について検討する。

管理職への啓発
校長会などを通して図書館運営の校内組織の点検と子どもの読書活動の推進について
啓発を図る。

管理主事訪問での指導
管理主事が学校訪問を行った際，校長に対し，司書教諭・図書館主任と学校司書が組織
的に動いているかの指導を行う。

学校図書館の活用推進
学校図書館の「読書センター」「学習センター」「情報センター」としての機能をより高めるこ
とを目的として，学校図書館活用推進事業を実施する。

学校図書館の活用推進
学校図書館活用推進校への支援
・実践についての相談対応や事例紹介
・研修や報告会への参加

学校図書館の活用推進 学校図書館活用事例の提供と授業への活用に関する相談対応

職員研修の充実 読み聞かせや絵本について講師派遣の情報提供と支援に努め，職員研修の充実。

市立幼稚園・教頭主任会
研究主任マネジメント研修（幼稚
園研究主任）への支援

市立幼稚園教頭・主任会等で，各園での絵本や読み聞かせについての情報交換を行
い，各園での研修を支援する。

学校図書館の状況把握
管理主事が学校訪問を行った際，学校図書館の状況把握に努めるとともに，必要に応じ
て助言する。
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三次施策
項目番号 課　名

第二次
計画
からの
取組

内　容取　組

学-②8
総合教育セン

ター
継続

学-②9 図書館 継続

学-③1 教育総務課 継続

学-③2 学務課 継続

学-③3 施設課 継続

学-③4 学校人事課 継続

学-③5 学校支援課 継続

学-③6 図書館 継続

学-④1 学務課 継続

学-④ 学務課 継続

学-④2 施設課 継続

学-④3 学校人事課 継続

学-④4 学校支援課 継続

学-④5 図書館 継続

「学校図書館電算システム」の運
用

システムメーカーへの相談窓口等を担当する「サポート代表校」への旅費支給等を行う。

学校図書館に関する指導・助言 学校図書館の蔵書や運営に関して，各校に指導・助言を与える。

「学校図書館電算システム」の運
用

・学校図書館電算システムサポート代表校の選定
・学校図書館電算システムに係る研修への講師派遣

学校図書館図書調査の実施 「学校図書館図書調査」を年１回実施し，学校図書館図書標準の維持に努める。

「学校図書館電算システム」の運
用

「学校図書館電算システム」の運用に必要な各種契約を継続する。

学校図書館の充実
・校舎新築・改築時に，必要な広さの学校図書館及び司書コーナーの整備を進める。
・大規模改修事業で既存学校図書館の機能向上に向けた整備を進める。

特別支援学校の読書環境の整備
特別支援学校の現況・要望を聞きながら，関係課・機関と連携して検討し，また，その結
果に基づき進められる整備を進める。

特別支援学校の読書環境の整備
特別支援学校の現況・要望を聞きながら，関係課・機関と連携して検討し，また，その結
果に基づき進められる整備を進める。

特別支援学校の読書環境整備の
推進

・学校の現況，要望を聞きながら関係課と連携し整備内容を検討
・特別支援学校の学校図書館整備連絡会に参加し，情報を共有

特別支援学校の読書環境の整備
特別支援学校の現況・要望を聞きながら，関係課・機関と連携して検討し，また，その結
果に基づき進められる整備を進める。

特別支援学校の読書環境の整備
特別支援学校の現況・要望を聞きながら，関係課・機関と連携して検討し，また，その結
果に基づき進められる整備を進める。

特別支援学校の読書環境の整備
特別支援学校の現況・要望を聞きながら，関係課・機関と連携して検討し，また，その結
果に基づき進められる整備を進める。

教職員研修 図書館と連携し，教員と司書対象の研修を実施する。

教職員研修への協力 教員と学校司書を対象にした研修実施への協力
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三次施策
項目番号 課　名

第二次
計画
からの
取組

内　容取　組

学-⑤1 図書館 継続

学-⑤2 図書館 継続

学-⑤3 図書館 継続

学-⑤4 図書館 継続

学-⑤5 図書館 継続

学-⑤6 図書館 継続

学-⑥2 学校人事課 継続

学-⑥3 図書館 継続

学-⑥4 図書館 継続

学-⑥5 図書館 継続

地-①1 文化政策課 新規図書コーナーの設置 新津美術館に図書コーナー（絵本含む）を設置

地域と学校の連携推進
・研修への参加
・地域教育コーディネーターをとおした学校との連携

地域と学校の連携推進 読み聞かせ等の子どもの読書に係る学校図書館ボランティアを対象とした研修への支援

施設見学・職場体験 学校からの施設見学・職場体験の受入

学-⑥1 地域教育推進課
地域と学校の連携・協働体制にお
ける学校図書館ボランティアの活
用

・地域と学校パートナーシップ事業実施校において，学校図書館ボランティアのニーズの
有無を把握し，ニーズがある学校において，地域教育コーディネーターが学校図書館ボラ
ンティアを紹介する。
・中学校区内で学校図書館ボランティアについての情報を共有する。

継続

学校図書館の地域開放 実施可能な小・中学校で夏休み期間中に学校図書館の地域開放を実施する。

学校教育用団体貸出
団体貸出（学校貸出図書搬送を含む）により，授業で必要な資料等を提供

情報提供 教科書掲載図書や読書活動など，学校図書館に関する様々な情報を提供

情報発信 学校図書館や学校図書館支援センターの取組を通信やHPで発信する。

学校図書館訪問
訪問指定校，新任学校司書勤務校，異動司書勤務校への訪問を実施
・学校図書館の現状把握とニーズ調査
・業務相談の対応

業務支援
・要請があった学校へ訪問して支援
・電話・FAX等での業務や資料等の相談対応
・「学校図書館実務マニュアル」の改訂

学校司書研修
・新任学校司書研修の開催
・学校司書実務研修の開催
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三次施策
項目番号 課　名

第二次
計画
からの
取組

内　容取　組

地-①2 こども政策課 継続

地-①3 こども政策課 継続

地-①4 こども家庭課 拡充

地-①5 図書館 継続

地-①6 図書館 継続

地-②1 国際課 継続

地-②2 こども政策課 継続

地-②3 こども家庭課 拡充

地-②4 こども家庭課 継続

地-②5 各区健康福祉課 継続

地-②6 中央公民館 継続

地-②7 中央公民館 継続

地-②8 図書館 継続

地-②9 図書館 拡充

「読み聞かせボランティア等との協
力体制」

読み聞かせボランティアや図書館との協力体制を継続し、読み聞かせを実施。

親子や子どもを対象とした事業の
実施

定例の読み聞かせ，読書週間事業，保護者向けの講座を実施する。

うちどく関連事業の実施 読書ノートの配布や子ども司書講座の実施

ボランティアによる読み聞かせ ボランティアなどによる季節に応じた絵本，生活に関する絵本などの読み聞かせを実施。

保護者へ読み聞かせの啓発
子育て応援ひろば，児童センターでの読み聞かせを実施時に，保護者へ読み聞かせの
啓発を行う。【再掲】

子育てサロン事業
親同士の交流や情報交換の場である子育てサロン事業の中で，絵本の読み聞かせの時
間を設ける。

外国語の絵本の読み聞かせ
（新潟市国際交流協会事業）

外国語の絵本の読み聞かせを通した異文化に触れる事業に協力

こども創造センター管理運営事業 スタッフやボランティアによる絵本の読み聞かせの実施

絵本を通した遊びや読み聞かせ
季節や生活を意識した絵本を中心とした読み聞かせや絵本と音楽を組み合わせた遊び
のなかで幅広く絵本を楽しむ

絵本の紹介や貸出 絵本の紹介や貸出

児童書の収集と提供 子どもの発達段階に応じた児童書を収集し提供する。

読書をすることに困難がある子ど
もや日本語に不慣れな子どものた
めの資料収集・提供

LLブック，大活字，外国語資料などを収集し提供する。

放課後児童健全育成事業 放課後児童クラブの蔵書の充実

こども創造センター管理運営事業 こども創造センターの蔵書の充実
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三次施策
項目番号 課　名

第二次
計画
からの
取組

内　容取　組

地-③1 文化政策課 継続

地-③2 図書館 新規

地-③3 図書館 継続

地-③4 図書館 拡充

地-④1 図書館 継続

地-④2 図書館 継続

地-⑤1 文化政策課 継続

地-⑤2
生涯学習セン

ター
継続

地-⑤3 中央公民館 継続

地-⑤4 図書館 継続

地-⑤5 図書館 継続

地-⑥1 図書館 継続

連携・支援 ボランティア養成やステップアップのための講座，情報交換会を開催する。

共催事業の実施
アニマシオンや読み聞かせ等ボランティア自主研修会等子どもの読書に関わる団体との
共催事業を実施する。

子どもや保護者向けの
読書活動関連事業の協働実施や
情報共有の推進

絵本ワールドや新潟絵本講座など読書活動関連事業を協働実施し，情報共有を行う。

ボランティアによる絵本の読み聞
かせ

新津美術館ボランティアによる絵本の読み聞かせを実施

「生涯学習ボランティアバンク」登
録ボランティアの紹介

生涯学習ボランティアバンクにおいて，依頼要請に基づきボランティアを紹介する。

「読み聞かせボランティア団体等と
の事業共催」

絵本の読み聞かせ事業をボランティア団体と協働実施。および活動支援

ティーンズを対象とした事業の実
施

ビブリオバトルや認定子ども司書の活動を充実させる。

子どもの読書に関する講座に講師
を派遣

公民館・地域子育て支援センター・放課後児童クラブ等へ講師を派遣する。

団体貸出やリサイクル図書活用の
呼びかけ

公民館や地域子育て支援センター・放課後児童クラブ等へ団体利用を呼びかける。

にいがた市民文学
文学創作活動として「にいがた市民文学」を実施し、その中で18歳以下を対象とし
た「青春の部」を継続実施する。
また、初心者向けの創作教室を実施し、18歳以下の参加も呼びかける。

ティーンズを対象とした事業の実
施

図書館での調べ方活用ガイドを作成し配布する。

ティーンズを対象とした事業の実
施

ティーンズ向けブックリストや情報紙を作成し配布する。
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三次施策
項目番号 課　名

第二次
計画
からの
取組

内　容取　組

地-⑥2 図書館 新規

地-⑦1 図書館 継続

「うちどく（家読）」の協働実施 民間団体等と「うちどく（家読）」を協働実施する。

子どもの読書に関する内部研修
の実施や外部研修への参加

新任職員研修や県の児童サービス研究部門の研修，児童図書館員養成講座等に参加
する。
また，市立図書館職員研修を実施する。
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