
      【パブリック・コメント手続の実施概要】

     １　意見募集の概要

      (1)　意見の募集期間　平成３１年１月３０日（水）～平成３１年２月２８日（木）

      (2)　周知方法　　　　平成３１年１月２０日号，２月５日号市報及び市ホームページ

      (3)　資料の閲覧場所　公文書資料室，各図書館・各公民館・各地域福祉センター，みんなの広場（たづくり１１階），

　　　　　　　　　　　     市民活動支援センター（市民プラザあくろす２階），地域福祉センター（染地・菊野台除く），教育会館（１階）

      (4)　意見の提出方法　氏名，住所，御意見を記入し，直接または郵送，ＦＡＸ，Ｅメールで調布市立中央図書館（文化会館たづくり内）まで提出

     ２　意見募集の結果概要

　     ＜提出意見の内訳＞

　     　全般に対する意見・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６件

　     　第１章「子どもの読書活動推進の理念と計画の概要」に対する意見・・・・・・・・・０件

　     　第２章「子どもの読書活動の現状」に対する意見・・・・・・・・・・・・・・・・・０件

　     　第３章「第３次調布市子ども読書活動推進計画の基本的な考え方」に対する意見・・・１件

　     　第４章「家庭と地域での取組」に対する意見・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１件

　     　第５章「学校・行政の取組・課題・計画」に対する意見・・・・・・・・・・・・・１６件

　     　第６章「計画の推進体制」に対する意見・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・０件

　     　資料編に対する意見・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・０件

      (2)　意見の概要と意見に対する市の考え方　別紙のとおり

「第３次調布市子ども読書活動推進計画（素案）」に対するパブリック・コメントの実施結果

     (1)　意見提出件数：２４件（１０人）



項目 No 御意見の概要 市の考え方

全般 1

　子供の読書ばなれが言われていますが，どの教科を受けるにしても，内容を把握し，理解しなくては，次に進むことは
出来ません。
　読書は，文章を映像化するのに，大変役立ちますし，スマホやコンピューターでは得られない楽しさ（自分だけの）を
味わうことが出来ます。是非，小さいうちに，読書の楽しさを覚えてもらいたいと思っています。

　子どもが幼少期から読書に親しむ重要性については，特に第４章「家庭と地域」
での取組１「家庭での取組の推進」で触れております。今後も，御意見にあるとお
り小さいうちから子どもが読書習慣を身につけ，継続的に読書に親しめるように，
保護者への周知と啓発を進めて参ります。

全般 2

　小学校で，休み前の1時間，先生方からお時間をいただいて，お話会（クラス毎）をして，夏休み，冬休み，春休み中
に読むと良い本を紹介したりしました。その時に，私のクラスの担任が，私の読んであげた本を，何冊も図書館から借り
ておいてくれ，あっという間にクラス全員がその本を読んでしまったということがありました。私も先生に感謝され，子
どもの友達何人にも，面白い本だったと喜んでもらえました。たまたま担任が機転の利く方だったのだと思うのですが，
私は「子どもの本を読む会」で司書の方に紹介された本（最初の一章）を読み，担任はたぶん学校への複数の本の貸し出
しの制度を利用し，クラスの子達もわざわざ図書室や図書館に行かなくても，教室で次から次へと手渡し，皆で同じ本の
ストーリーを楽しむことができていて，たぶんあの時はとてもクラスがまとまっていたのだと思います。

　読み聞かせボランティアの方は，地域での子ども読書活動推進の担い手であると
考えます。第３章「第３次調布市子ども読書活動推進計画の基本的な考え方」目標
２「家庭・地域・学校・行政の連携と相互協力」をふまえて，読み聞かせボラン
ティア，学校図書館ボランティア等が活動しやすい環境の整備に努めて参ります。

全般 3

　自分は児童書を読み続けていて，随分生きづらさは軽減されています。又，一生行くこともないであろう国の本の読み
物や写真を手にすることができ，その国に関心を持ったり，その国の人々について物語を通して理解を深めることができ
て，偏見や恐れもなくなりはしませんが，少なくなっています。この国が外国人にたくさん来て欲しい（観光や労働）国
になっていっても，その国のお話が身体の中に入っているので，そうは困らないような気がします。時代や外国の勢いや
自然災害でこの国がどのようにかわっていっても，昔から読みづがれている児童書あるいはその古典をふまえた新しい読
み物をこれからも読んでいけば，芯が通り軸がしっかりし無理な筋トレでマッチョで重たい身体や色んな便利グッズを山
ほど抱えなくても，平穏な日常を送れるような気がします。

　本を通して多様な生き方や未知の世界に目を向けることの重要性については，第
３章「第３次調布市子ども読書活動推進計画の基本的な考え方」目標４「読書で
「生きる力」を育む」」で触れております。子どもが人生をより深く生きる力を身
に付けていけるよう，子どもの読書活動の推進に努めて参ります。

全般 4

　●多くの活動内容が記載されていること自体は悪くはないが，「推進していきます」，「見直します」「工夫が必要で
す」「努めます」「企画します」などのオンパレードで，総花的であり，どこまで実行できる・するのか，そのために必
要なリソースはどの程度か，確保できているのかが見えない計画である。
　●各年度において，各々の活動をどの程度やるかという，年間の実行計画（内容，人，費用など）を設定すべきである
が，見えない。
　●目標管理の観点が欠けていることがこの計画の根本的欠陥といえる。
しかし，「子供の健やかな成長」をどのように評価するかは不可能に近いし，また，それと「読書活動推進施策」のそれ
ぞれとの費用対効果の相関関係を測ることも難しいことである。
とはいえ，試行錯誤を伴うが，ＰＤＣＡサイクルで，年ごとに改善していく必要があろう。

　御意見を踏まえて，本計画を指針として各部署が年次的な事業計画を作成し，市
立図書館が取組状況を確認・点検し，計画の進捗状況の管理を行い改善に努めて参
ります。

全般 5

　①スマホ等を使用（利用）する時間を少なくし本（活字）を読む時間をできるだけ多くする。
　②読書をすることが楽しい，将来の役に立つような教育を進めてほしい。
　③家庭内が楽しくなるような施策。
　特に人間尊重（ヒューマニズム）の気風が強くなる。
　親子・兄弟姉妹が仲良く育つ環境の推進。
　④本を輪読する教育。
　◎親の教育について＝野田市の事件に関して。
　⑤待機児童の時間の有意義な配分・使い方。
　断片的ではありますが

　調布市では，子どもが読書に親しむことができるように，子どもの読書環境を引
き続き整備・充実していきます。また，子どもと保護者が本を通して触れ合うこと
で，よりよい安定した親子関係・きょうだい関係を築けるよう，家庭への取組の推
進を図って参ります。

全般 6

　この計画を推進するのにあたり，子どもが本をかりにいける地域（生活圏）にあることが大切。子どもの成長によって
みる本がちがう。成長にあわせて本を買うことは，経済的にむりです。その点，調布はたくさん図書館が地域にあるの
で，その事がすばらしい。この計画は良くできていると思う。今の時代だからこの計画は大切な計画だと思う。

　子どもにとって身近な地域の施設等の読書環境の整備・充実については，第3章
目標４に触れています。今後も，子どもが身近な場所で本に触れたり，読書に親し
むことができるように，子どもの読書環境を引き続き整備・充実していきます。

7ページ　第3章
 目標４　読書で「生きる
力」を育む

7

　ｐ７第３章の「目標４」について
・「読書で生きる力を育む」という表現が漠然としている。わかりにくい。
・「読書で「考える力＝生きる力を育む」として，「子供がさまざまなジャンルの本に触れて」というあいまい表現を
「子供が文学作品だけでなく，伝記や図鑑など，様々なジャンルの本に」と具体的な表現にすべき

　いただいた御意見を踏まえ，第３章の「目標４」の本文に文言を追加し，「子ど
もの「生きる力」「考える力」を育みます。」としました。
また，「様々なジャンルの本」については，第5章２市立図書館（１）選書の重視と
蔵書の充実の【計画】の項に，具体的なジャンルを記載しました。

【意見の概要と意見に対する市の考え方】※御意見は，原則，いただいた原文を基に掲載しています。
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項目 No 御意見の概要 市の考え方

【意見の概要と意見に対する市の考え方】※御意見は，原則，いただいた原文を基に掲載しています。

8ページ　第4章
 １ 家庭での取組の推進

8

　読書は“心（頭）の栄養”として，子どもの成長に欠かせないものです。
　P５，２の状況調査にあるように，家庭・地域・学校など社会全体で読書環境を作ることは大切であり，又，当然のこ
とと思います。
　親（保護者）が子どもを育てるための義務として，ｐ８第４章の１の「子どもの読書活動の推進に関する法律」第６条
の「保護者の役割」を子どもが生まれる前（母子手帳配付の時など）に知らせては如何でしょうか。法にも規定されてい
ることだと親が自覚することで，先ず，家庭から読書環境（図書館を利用することを含め＝経済的理由から）を整える準
備ができると思います。
　子どもと本を通して触れあうことで，虐待の防止になれば嬉しいです。

　子どもと保護者が本を通して触れ合うことで，よりよい安定した親子関係を築け
るよう，子どもが生まれる前の保護者を含めた家庭へ，「保護者の役割」について
啓発を図って参ります。

8ページ　第4章
 ２ 地域での取組の推進

9ページ　第5章
 １ 市立小学校・中学校

9

　調布市内で読みきかせ活動をしています。
　◯市内保育園で3歳児から5歳児を対象に年間10回
　◯子育て支援センターすこやかで，乳幼児とその保護者を対象に毎月1回
　◯保健センター3歳児検診での読みきかせ
　その他，小学校の図書ボランティアをしています。ユーフォー開設当時はスタッフとして勤務する傍ら，ボランティア
で読みきかせの会を月1回行っていました。
以上の経験を通して感じたことを意見として述べさせていただきます。
　第4章 2地域での取り組みの推進で『経済的な理由や家庭環境によって読書活動の機会が左右されないよう，〜』とあ
りますが，真に子どもが平等に読書の機会を得ることが可能なのは，義務教育の現場です。このことの重大さを理解する
必要があります。

9～10ページ　第5章
 １ 市立小学校・中学校
（２）学校図書館の運営
と環境整備

10

　第5章 1 市立小学校・中学校
　（2）の【課題】で校内協力体制の整備が必要とあります。
　現在の学校図書館司書の勤務時間では，職員会議に参加できませんし，もっと他の先生方と話し合う時間を持てると良
いと思います。また，図書室は，授業がない時は空き教室で自由に使えると考える教員がいることや，図書の時間を体育
（実際は外遊び）にしていた教員がいたのも耳にしています。
　先ずは教員の図書の時間（授業）と司書の認識を再確認するところから始めないと，校内協力体制は土台ができないと
思います。これは（5）にも関係することです。

１０ページ　第5章
 １ 市立小学校・中学校
（３）学校図書館専門嘱
託員（学校司書）の配置
と研修の充実

11

　（3）の学校司書の配置と研修の充実の【取組と成果】では1日6時間，週5日勤務以上の配置とありますが，募集要項
を徹底しなかったために，有能なベテラン司書がより良い環境を求めて，他の自治体に移って行きました。また，年度当
初から学校司書が配置されなかった小学校が何校かあったのは，平等に教育を受ける子どもたちの権利を侵害しているこ
とになるのではないでしょうか。このようなことは，二度とあってはならないことです。

　学校図書館が児童・生徒の主体的，意欲的な学習活動や読書活動に大きく寄与し
ていることを踏まえて，その中において学校図書館専門嘱託員は，学校図書館の運
営の中心となって職務に従事していると認識しています。御意見にあるとおり，継
続して勤務できる環境については，学校図書館専門嘱託員の職責や業務内容等を踏
まえて検討する必要があると認識しており，いただいた御意見につきましては，今
後の参考とさせていただきます。
　また，学校図書館専門嘱託員の配置につきましては，今後，御意見にあるとお
り，年度当初から配置できるよう努めて参ります。

１１ページ　第5章
 １ 市立小学校・中学校
（４）学校図書館支援セ
ンター機能の充実

12

　（4）学校図書館支援センター機能の充実
　【課題】では学校図書館の基本図書の選定が必要ではないでしょうか。学校司書が他校に移動すると，有るのが当たり
前だと思っていた本がなかったりすると聞きました。学校ごとに子どもにあった選書は当然ですが，学校図書館として揃
えるのが望ましい本は有ると思います。
　【計画】『じろ』のシールラリーは学校図書館にポスターを貼ってもらうなどで，図書館の利用のきっかけを作れると
思います。

　学校図書館専門嘱託員及び学校司書教諭を対象とした学校図書館運営連絡協議会
という会議を年間３回実施し，図書や指導の情報共有や運営に関する協議会を実施
しております。その際に，各学校の図書の選定についても確認しておりますが，今
後共通して揃える必要のある図書などを検討し，学校図書館の充実を図って参りま
す。また，「じろ」のシールラリーについても来年度の検討項目にして参ります。

１1ページ　第5章
１ 市立小学校・中学校
（５）読書の時間の確保
と計画的な読書活動の推
進

13

　（5）【課題】図書の時間は国語の授業の時間だと，教員が意識することが一番重要だと思います。現在は教員間の意
識の違いは大きいと思います。

　学校図書館は，教育課程の展開に寄与するとともに，児童・生徒の興味や関心に
応え，基本的な教養を身に付けることができる場です。現在，市内全小・中学校に
おいて学校図書館全体計画及び年間指導計画を作成しております。平成２９年度に
告示された「学習指導要領」では教科横断的な学習を，各学校の「カリキュラムマ
ネジメント」の活用を通して取り入れていくこととなっております。今後は「総合
的な学習の時間」をはじめ，各教科等の資料の活用，委員会活動，部活動，選択教
科等の教育活動における学校図書館機能の利用等を通して，学習支援機能の整備を
さらに図って参ります。

１３ページ　第5章
 １ 市立小学校・中学校
（９）ボランティアとの
連携・協力

14

　（9）ボランティアとの連携・協力では，PTAの委員としてボランティアを募集した学校では，担当した委員の読書に
対する理解や知識の違いにより，活動が衰退してゆくことがあると聞いています。この点は，ボランティアの位置付け
や，学校がボランティアとどう関わってゆくかを考えることで，変わるのではないでしょうか。

　学校図書館を円滑に運営していくためには，ボランティアの役割は重要であると
考えております。いただいた御意見を踏まえて，今度も学校とボランティアの連携
を進めて参ります。

１４～１５ページ　第5
章
 ２ 市立図書館
（１）選書の重視と蔵書
の充実

15

　6歳と2歳の保育園児の母親です。これまでの3年半，25冊程度の絵本を隔週で予約貸出し，毎晩30分程度の読み聞か
せをする日々を続けており，図書館の蔵書こそが子供たちの想像力・語彙力を広げる宝庫になっております。

　家庭での読み聞かせを一層推進するよう，今後も市立図書館の蔵書の充実を図
り，家庭における子どもの読書活動の推進を支援して参ります。

　調布市では，すべての子どもが様々な機会や場所で本と親しむことができるよ
う，子どもにとって身近な地域社会全体で取組を進めて参ります。学校以外にも児
童館や公民館等で読み聞かせやおはなし会を実施してどの子にも本と関わる機会を
設けております。
　また，校内協力体制については，司書教諭や学校司書，各学年の学年主任が集ま
り協議する場として学校図書館運営委員会を市内小・中学校で設置・運営するよう
に努めて参ります。
　学校図書館は，教育課程の展開に寄与するとともに，児童・生徒の興味や関心に
応え，基本的な教養を身に付けることができる場です。現在，市内全小・中学校に
おいて学校図書館全体計画及び年間指導計画を作成しております。平成２９年度に
告示された「学習指導要領」では教科横断的な学習を，各学校の「カリキュラムマ
ネジメント」の活用を通して取り入れていくこととなっております。今後は「総合
的な学習の時間」をはじめ，各教科等の資料の活用，委員会活動，部活動等の教育
活動における学校図書館機能の利用等を通して，学習支援機能の整備をさらに図っ
て参ります。
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【意見の概要と意見に対する市の考え方】※御意見は，原則，いただいた原文を基に掲載しています。

１４～１５ページ　第5
章
 ２ 市立図書館
（１）選書の重視と蔵書
の充実

16

.　英語絵本の蔵書拡大
　２０２０年度からは小学校５～６年生で英語が教科化されるにも関わらず，市内の英語絵本の蔵書数は圧倒的に足りま
せん。数少ない英語絵本の蔵書の中には日本語絵本の英訳版もかなり含まれており，所謂，原書の英語絵本はかなり限ら
れています。日本語絵本の英訳版は登場人物の名前が変えられていたり，英語の韻を踏むリズムに欠けているものもあ
り，子供に読み聞かせするには躊躇します。小学生でも読めるような良質な初級レベルの絵本（Dr.Seussやエリック・
カール，バージニア・リー・バートン著等）の蔵書を大幅に拡大するご検討をお願いいたします。検討に当たっては，貸
出可能な英語絵本を比較的多く所有する府中市図書館や町田市図書館の状況が参考になるかと思います。

　いただいた御意見を踏まえ，新学習指導要領に留意し，質の高い英語の絵本の収
集に努めて参ります。第5章２市立図書館（１）選書の重視と蔵書の充実の【計画】
の項に，英語絵本の収集について追加します。

１４～１５ページ　第5
章
 ２ 市立図書館
（１）選書の重視と蔵書
の充実
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　予約状況・貸出状況に基づく蔵書刷新
　近年発刊された人気の絵本は何十件も予約件数がついており，何か月も貸し出し待ちになっている一方で，一つの絵本
で何十冊もの蔵書があるものの貸出中は数冊のみというものもあります。図書館の限られた本棚スペースを有効活用し，
利用者にとってストレスフリーな貸し出し環境を作り出して頂くためには，各書籍の予約貸出状況をデータ分析し，供給
過多書籍については処分，需要過多書籍については迅速な追加購入を進めて頂きたいです。

　市立図書館では，現在も予約多数資料や未提供資料について，定期的にリスト出
力を行い情報を把握して対応しています。今後より一層きめ細かい対応を行うよう
努めて参ります。
　複本を多数所蔵している資料は，長年読み継がれている普遍的な価値を持つ図書
です。第5章２市立図書館(１)選書の重視と蔵書の充実の【計画】の項に，複本を揃
えることの重要性について追加します。

１４～１５ページ　第5
章
 ２ 市立図書館
（１）選書の重視と蔵書
の充実

18

　第5章 2市立図書館
　（1）選書の重視と蔵書の充実の選書について
　児童書と呼ばれる本が多く出版されていますが，図書館の本は市民の税金で揃えているものです。いっときの需要が多
いからと，長く読み継がれる内容とかけ離れた本を何冊も購入するのはやめて欲しいです。長く読み継がれている本や，
美しいと思われる日本語で書かれているものを揃えてもらいたいです。

　市立図書館では，「調布市立図書館児童資料の収集等に関する方針」に基づき，
長年読み継がれている普遍的な価値を持つ図書を常に書架にある状態にしておくた
め十分な冊数を揃え，質の高い本を的確に選ぶよう努めています。第5章２市立図書
館(１)選書の重視と蔵書の充実の【計画】の項に，複本を揃えることの重要性につい
て追加します。

１６ページ　第5章
 ２ 市立図書館
（３）おはなし会の充実
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　ｐ１６（３）おはなし会の充実について
　・図書館に紙芝居のコンテンツがあるので「おはなし会」に「紙芝居」も含める形で見直して欲しい。文化の伝承とい
う面もあるが，子供目線でも紙芝居の方が入りやすい（参加しやすい）のでは。

　市立図書館のおはなし会は，絵本の他，紙芝居，布の絵本，ストーリーテリン
グ，わらべうたを用いて実施しています。今後も，子どもが参加したくなるような
おはなし会のプログラム作りに努めて参ります。

１７ページ　第5章
 ２ 市立図書館
（４）子どもを対象にし
た事業
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　ｐ１７（４）子どもを対象にした事業
　・「読書会」や「ツアー」などの取組の他に，「ビデオ上映会」も加えてはどうか。
　・市立図書館には日活児童映画のＶＴＲがあり，この中には滝坂小を舞台にした「四年三組のはた」も入っている。
（ロケも調布で実施）
　・こうしたメード・イン・調布を児童にインプットすることで，地域に愛着がわき「映画のまち・調布」の背景を伝え
られるのでは？（地域教育にもなる）

　市立図書館所蔵のビデオを上映することは著作権法上難しいですが，許諾が取れ
た場合，毎年3月に行われる「映画の図書展～出張 映画資料室」等で上映できるよ
う検討して参ります。また，調布に関する資料の展示や本の紹介等を通じて，「映
画のまち調布」を伝える取組や，地域に愛着がもてるような取組を行って参りま
す。

１８ページ　第5章
 ２ 市立図書館
（５）子どもの本に関わ
る大人を対象にした事業
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　出前講座について：現在，子どもと読書に関する講座は「読書の楽しさを伝えたい！子どもと読書」の１講座のみで，
１団体が利用できるのは１年に１度だけ，時間も１時間と限られています。複数回利用できるよう，ぜひ講座数をふやし
てください。例えば，「読書の楽しさを伝えたい！幼児編」「小学校低学年編」「高学年編」「中高生編」などです。ま
た，著作権に関する講座も希望します。例えば，パネルシアターやペープサートを作る場合，あるいはブログ，ツイッ
ター，フェイスブックに絵本の紹介を載せる場合の注意点などについて学ぶ機会がほしいです。出前講座スタイルの方が
参加者の実情に合った質問ができると思います。（東部公民館の成人学級が発行している「えほんのひろば」は絵本の表
紙掲載の許可を各出版社にとっていると聞き，気になっています。）
　出前講座について，「お話会編」もあるとありがたいです。特にユーフォーのように行ってみないと学年や人数がわか
らない場合について。

　「子どもと読書」関連のテーマの出前講座は，多くの団体に等しく機会を提供す
るという観点から，１団体に年１回の実施で御理解をお願いしております。講座の
内容や時間につきましては，事前の打合せでニーズを適切に把握し，御希望に沿え
るよう努めて参ります。また，講座の報告をホームページ等で公開することで，参
加できなかった方にも参考にご覧いただける環境を整えます。著作権やおはなし会
のプログラムの御相談については，いただいた御意見を踏まえて，第５章２市立図
書館（５）子どもの本に関わる大人を対象にした事業【計画】に文言を追加しまし
た。

１８ページ　第5章
 ２ 市立図書館
（５）子どもの本に関わ
る大人を対象にした事業
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　市内のある文庫を訪問したことがあります。広い部屋，たくさんの本，何種類もの絵本にちなんだカードゲームなどが
あるのに，現在は公開されていないそうで，たいへんもったいないと思います。活用の方法はないものでしょうか。その
文庫のほかにも，かつては調布にも複数の文庫があったと聞きました。その場所や本は現在どうなっているのでしょう
か。一方で，文庫活動をしたいが場所がなく，模索している人たちもいます。図書館の支援を期待します。

　調布市内の文庫活動の状況は，昭和４０年代には３０の文庫があり連絡会も開催
しておりましたが，昭和５０年代以降，文庫に来る子どもたちの数が減り始め，閉
鎖する文庫が相次ぎました。文庫活動には「場所」「人」「資料」が必要であると
考えます。市立図書館では市民の文庫活動の支援につきましては，団体貸出等の資
料的支援を行って参ります。

１８ページ　第5章
 ２ 市立図書館
（５）子どもの本に関わ
る大人を対象にした事業
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　８頁に「市民による自主的な活動を―支援」「読み聞かせボランティア―活動しやすい環境整備」１９頁に「読み聞か
せボランティアに活動の場の情報を提供」などとあります。以前，個人で児童館やユーフォーに読み聞かせをさせてほし
いとお願いに行きましたが，ことわられました。（現在は２度めに行ったところ（ユーフォー）で読み聞かせをさせても
らっています）
　そのような活動をしたい場合の相談や，既に活動している団体の紹介をしてくれる窓口があるのでしたら，またはこれ
から作るのでしたら，ぜひ各図書館内の目立つところに掲示してください。お願いいたします。

　ボランティアとして活動をしたい場合の相談窓口としては「市民活動支援セン
ター」があり，『市民活動団体リスト』を発行しています。市立図書館ではそのよ
うな冊子をはじめとして，子どもの読書活動推進に関わる団体の広報物の掲示場所
を工夫して参ります。また，既に活動している団体との情報交換の場につきまして
は，第5章２市立図書館（５）子どもの本に関わる大人を対象にした事業の項の「読
み聞かせ交流会」があります。「読み聞かせ交流会」の参加者のニーズの把握と内
容の充実を図って参ります。

２８～２９ページ　第5
章
 ７ 放課後子ども教室事
業「ユーフォー」
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　7放課後子ども教室事業「ユーフォー」の【計画】
　先づ，来ている子どもたちは，遊びたくてきている子，夕方まで過ごすために来ている子など，読みきかせを聞きにき
ているのではないのです。ユーフォーで読みきかせをするのは，とても難しいです。子どもたちの室内遊びを中断しする
のではないので，集団の読みきかせが成立しないことが多く，読み手がモチベーションを維持し続けるのが困難です。
ユーフォーに図書館から本を団体貸し出ししてもらっているスタッフを知っていますが，このような形で本に触れる環境
を作ることが大事だと思います。

　現在，一部の「ユーフォー」が市立図書館からの団体貸出を利用しています。
「ユーフォー」で市立図書館の団体貸出等を利用し，子どもが図書をいつでも手に
取ることができるような環境を作る旨を，第5章 7放課後子ども教室事業「ユー
フォー」の【計画】の項に文言を追加しました。
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