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「第 4次旭川市子ども読書活動推進計画（案）」に対して寄せられた御意見と
旭川市教育委員会の考え方

○意見募集期間： 令和 2年 12月 25 日（金曜日）～令和 3年 1月 31 日（日曜日）
○意見提出者 ： １４人
※御意見については，原文どおりを基本としていますが，読みやすくするため一部修正，要約を
しています

№ 御意見 旭川市教育委員会の考え方
１ 市内の幼稚園・保育園に働きかけ，各園で大好

きな絵本や園の話題の本の紹介をする場をつく
る。
小・中学校の学校図書館へ働きかけて，生徒た
ちの本の思い，学校図書館の現場を旭川市民が認
知する機会をつくる。
高校生の図書部の生徒が，図書館に来て本の紹
介をしてもらう。この時同時に図書館の職員も生
徒に本の紹介をして情報交換すれば楽しくなる予
感。
年に数回，図書館職員が子どもたちに向けて基
本的な図書館の利用の仕方のレクチャーをする。
（親子参加でも良い）など，図書館は私たち市民
の財産なので，より多くの人たち（こどもたち）
が足を運んで利用するきっかけ作りを要望しま
す。

本計画（案）におきましては，幼稚園・保
育所等での絵本紹介や，学校での自主的・自
発的な読書活動の推進，高等学校の図書館
関係団体との連携，各種行事を通した図書
館の活用法の周知などの啓発活動を推進し
ていくことをお示ししており，御意見の内
容につきましては，計画を進めていく上で，
参考とさせていただきます。

2 （提出された「意見書」のうち，素案の要約が記
されている部分は省略）
毎年１２月２９日～翌年１月３日迄が全ての
図書館が休みとなる。毎年１月４日から通常開館
する。

御意見の内容につきましては，概ね計画
（案）と同様の内容であり，その他の部分に
つきましては，本市の図書館全体の運営に
関する御意見として参考とさせていただき
ます。

3 （提出された「意見書」のうち，素案の要約が記
されている部分は省略）
毎年１２月２９日～翌年１月３日迄が全ての
図書館が休みとなる。毎年１月４日から通常開館
する。

御意見の内容につきましては，概ね計画
（案）と同様の内容であり，その他の部分に
つきましては，本市の図書館全体の運営に
関する御意見として参考とさせていただき
ます。
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№ 御意見 旭川市教育委員会の考え方
4 近くに緑が丘地域活動センターの建物がたち
ました。とても便利ですが図書館はないのです。
神楽図書館まで約５Km東光図書館まで約４Km
ととても遠く，子どもにとっては大変です。大人，
私は 70 才ですが車に乗ることはそろそろ無理で
す。近くで借りられるところを増やしてほしいの
です。

緑が丘地域活動センターにおいては，緑
が丘図書コーナーとして，約４千冊の蔵書
を収蔵した自動車文庫のバスを活用し，毎
週金曜日の１４時から１６時まで，図書の
貸出，返却を行うほか，予約の受付などの
サービスを提供しております。
御意見につきましては，本計画（案）と

は別に，個別施設のサービス等の充実に関
する御意見として参考とさせていただきま
す。

5 今の子ども達は，学校でも家庭でも読書をする
機会が少ないのが現状です。本を読むことで子ど
もの感性や人生を豊かにすることができます。
緑が丘地域活動センターができましたが，子ど
もに読ませる蔵書が大変貧弱です。良書を豊富に
取りそろえる事を強く要望したいと思います。

6 緑が丘地域活動センターの図書の充実と貸出し
可とすることを求めます。図書館の分室に格上げ
し，子どもたちも借りられるようにすべき。緑が
丘東地区は図書館から遠く，利用にとても不便な
地域です。せめて，分室をつくり，利便性の向上
を求めます。

7 緑が丘地域活動センターを有効に利用するた
めに図書の貸出しが出来るようにしたらよいと思
います。ぜひよろしくお願い致します。

8 緑が丘地域活動センターの図書の充実と貸出し
可とすることを求めます。

９ 緑が丘地域活動センターをたまに利用していま
すが，本を自宅で読めないのがとても不便です。
図書を貸出してくれるようお願いします。（ノート
に図書名等，住所氏名電話番号を記入し借りれな
いものでしょうか。なるべく職員の方に負担にな
らないように）特に子供達にとっては遊び場もあ
るので，さらに読書が身近なものになると思いま
す。子供の本も増やして下さい。
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№ 御意見 旭川市教育委員会の考え方
10 図書館に来たことの無い親子・子に来館しても

らう手立てを考える。特に 1～3 才，まだいくと
ころの無い母子。
保育所等の団体に更に団体貸出をすすめる。
用意出来れば安価なものでも，本を運べる箱を
用意し，立てれば本棚として使える。
長い子どもの本の歴史から子どもが支えた本
を選ぶ。
各子どもの集まる団体を招き，本の楽しさを知
ってもらうとともに，施設の利用体験をしてもら
う。
本の内容をよく知っているおばさん，お姉さん
が暖かく接し，良いところ，楽しいところと体験
してもらう。
いずれも理想を述べさせてもらいました。本と
人が図書館の魅力を支えると思います。

本計画（案）におきましては，乳幼児健康
相談会場や「うぶごえへの贈りもの」事業で
の利用案内の配布等や，団体貸出制度の利
用拡充，発達段階に対応した魅力ある蔵書
構成の維持，図書館見学の受入れや，研修
会・学習会への講師派遣などの取組を推進
していくことを記載しており，御意見の内
容については，計画を進めていく上で，参考
とさせていただきます。

11 学校の読み聞かせ活動や，語りの会の活動等，
学校によってまちまちなのが気にかかります。全
学校，保育所，幼稚園等が活動を充実し，子ども
達が本に親しむ環境を整えてほしいと思います。
図書館と学校が連結し，学校でも図書館の本を
リクエストし，貸出し出来るようにしたら，子ど
も達がもっと本を手にとる機会が増えるのではな
いかと思いますがどうでしょうか。

本計画（案）におきましては，各学校にお
ける「朝の読書」など全校一斉の読書活動を
推進や，幼稚園・保育所等での各施設の読み
聞かせの推進，団体貸出や学校図書館支援
資料貸出など学校と公立図書館との連携強
化を図っていくことをお示ししており，御
意見の内容につきましては，計画を進めて
いく上で，参考とさせていただきます。

12 先日，旭川文庫読書会連絡会で，中央図書館の
司書の方お二人の本紹介をお聞きしました。コロ
ナ禍の元，子ども達に届ける本として，遠目のき
く絵本，聞きごたえのあるお話を紹介していただ
きました。
新しい本，売れすじの本ばかりでなく，工夫で
困難を乗り切ることを楽しむお話，同じものを見
ても受けとりかたが人それぞれなこと，「いかに
も」なちょっと見に簡単にだまされて疑心暗鬼と
なる話，周りを思いやるあまりがんじがらめとな
る子ども，エスカレートしやすい反目，どれも笑
いながら子ども達に伝わっていく選本に公共図書
館の職員さんならではの思いやりと底力を感じ
ました。
このウイルスへの対応に市の財政も大変な折

とは思いますが，市民の心と未来を担う図書館を
大事にしていって下さることを切に願います。

子どもの本に関わる団体へ協力すること
は，子どもの読書活動を推進していく上で
重要であると認識しております。
本計画（案）におきましては，外部団体へ

の協力支援を拡充していくことをお示しし
ており，御意見の内容につきましては，計画
を進めていく上で，参考とさせていただき
ます。
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№ 御意見 旭川市教育委員会の考え方
13 「第 4次計画」について，その方向性はすばら

しく，その通りと思いますが現実にするためには，
学校への人材配置が最も必要と思います。
私は道内を転勤して 17 年前に 2 人の子どもと

旭川に来ました。学校での読み聞かせを始め，学
校図書館に司書が配置されるなど，学校の変化を
見てきました。
子ども達は個性も家庭事情もあり，家に本がな
い子もいれば，定期的に図書館に行く家庭もあり
ます。このような中で「すべての子ども」を対象
とするならば，毎日通う「学校」の取組こそ，広
く一番効き目があるのではないでしょうか。子ど
も達にとっての読書環境は本だけでなく，場所（学
校図書館やクラス）そして人（先生や学校司書や
仲間）が不可欠です。学校司書は名目上，全校配
置となりましたが，実際には複数校兼任です。学
校司書の方はパート勤務で時間も限られている
のに，週に 2，3日ずつ学校を移って勤務されてい
ます。地道に勉強会もしてスキルアップも図られ
ているのに，せっかくの能力や熱意が活かされな
い現状にあります。これはもったいない。ぜひ，
学校司書の専属配置を望みます。
また，主な取組の「学校」には教員に関する項
目がありません。子どもは自分たちの先生の影響
を一番強く受けます。先生たちが本をよく読み，
その楽しみをクラスに伝えていくことは，これ以
上ない読書推進になります。実際，私が読み聞か
せに通う学校ではそれが顕著に表れています。
学校に配置されている司書教諭も，クラス担任
や他の業務で忙しすぎて，学校図書館や読書推進
に時間や労力を注ぐ余裕がないように見えます。
この計画を現実にするためには，何より人の配置
が必要だと痛感します。

計画を進めていくためには，子どもと本
とを繋ぐ身近な大人たちの存在や子ども同
士の対話など，人と人との関わりが重要で
あると認識しております。
本計画（案）におきましては，司書教諭や

学校司書の指導力の向上や，役割の明確化，
教職員の協力体制の構築，資質の向上など
の取組を進めていくことをお示ししてお
り，御意見の内容につきましては，計画を進
めていく上で，参考とさせていただきます。
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№ 御意見 旭川市教育委員会の考え方
14 いつも公共図書館に伺い，そこで数多くの本や

資料に触れ，また職員の方にお願いし，関連資料
や本・絵本を紹介頂き，個人の読書活動や地域・
小学校・子どもたちとの読書活動に活かさせて頂
いております。
ふだんのそんな活動の中で，何より大切なのは
人と本との出会い。具体的には，人（特にこども）
に本を手渡せる，押しつけでなく適切に提示でき
る人（職員の方々）の存在です。
幸いに旭川市には，素晴らしい職員の方が多く
おられ，感謝致しておりますが，その方々が，カ
ウンター・図書にかかわる部署におられる年数に
年限がある，と感じられることです。
司書として，職員として，読書相談や問い合せ

に臨機応変，応じられる方は，年季も含め，長く
現場にいてほしい市民の大切な本への導き役で
す。
市としての人事異動についてよく存じ上げない

のですが，出来れば，そして職員・担当の方が希
望なさるのであれば，長く読書・図書にたずさわ
る場に居て下さるよう，心よりお願いいたします。
若い方のアルバイト（？）ですか，熱心にカウ
ンターで働いているお姿を見かけます。そんな方
が，長く図書館にたずさわり，働くとともに知識
や経験をかさねられるよう一市民として願ってお
ります。
その為には，一般・読書ボランティアの啓もうも
もちろんですが，職員の方々へも，あるいは職員
の方とボランティア合同で研鑽をつめる場を設
けて頂ければ，日々，職員の方にお世話になって
おります私たちにも，日頃にはない二重三重の出
会いと研鑽の場になると思います。

読書活動を進めていくには，適切な時期
に適切な本と出会えることが大切であり，
そのためには本があるだけではなく子ども
と本を繋ぐ人の力が必要であると考えま
す。
本計画（案）では「人材の育成と関係職員

の資質の向上」に基づき，子どもの読書に関
わるボランティア及び職員が技術を磨き，
専門職員による相談体制を確立することを
お示ししており，御意見の内容につきまし
ては，計画を進めていく上で，参考とさせて
いただきます。


