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　○調査概要
　　　ブックスタートとは、絵本をとおして、親子であたたかなふれあいのひとときを

　　過ごすきっかけづくりを目的とした、子育て支援事業のひとつである。全国でも広

　　く行われており、南アルプス市でも平成１５年度から始まった。

　　　赤ちゃんの４か月健診の折に実施し、赤ちゃんが始めて出会う本として愛され読

　　み継がれている絵本２冊をプレゼントしている。また、おはなしの世界の楽しさを

　　伝えるために、司書による「ミニおはなし会」として、手袋人形、わらべうた、絵

　　本の読み聞かせなどを行っている。

　　　この調査は、市民のブックスタート事業に対する理解や、事業の効果を把握する

　　ために４か月健診時と１歳６か月健診時に行った。

　　　分析結果をもとに、さらに子どもたちが、小さい時から読書に親しむ環境づくり

　　を進めるとともに、図書館利用者の拡大や図書館行事への参加につながるよう反映

　　させていきたい。

　　　□４か月健診時　　　　　ブックスタート実施時の調査

　　　□１歳６か月健診時　　　ブックスタート実施後の調査

　　　平成２０年５月から平成２１年２月

　　　□４か月健診児保護者　　　１４７名

　　　□１歳６か月健診児保護者　１１２名

　○調査方法

　○調査期間

　○調査対象
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Ｑ１．説明を受ける以前にブックスタート事業を知っていましたか

１． はい 49

２． いいえ 98

合計 147

・事業について知らない保護者が全体の３分の２と多かった。市のホームページや広報、健康づ

　くり日程表などいろいろな方法で知らせることが必要である。

Ｑ２．ブックスタートセットを受け取る時期はいかがですか

１． ちょうどよい 120

２． ６ヶ月からがよい 22

３． １歳からがよい 4

合計 146

・「ちょうどよい」と答えた保護者が８２％と多かった。子育てのステップとして、４か月ごろ

　から子どもに本を読んであげようと考えているお母さんが多いので、この時期に本を手渡すこ

　とがよいと思われる。　　　

・いつから本を読んであげればよいか迷っている保護者にとっても、４か月健診時の本のプレゼ

　ントが、赤ちゃんに本を読んであげるきっかけになっている。

・小さいときから身近な場所で本にふれ読書を楽しむことを目指している市の子どもの読書活動

　推進計画と照らし合わせても、ちょうど良い時期だと思われる。

ブックスタートアンケート集計結果 ４か月

ちょうど
よい
82%

６ヶ月か
らがよい

15%

１歳から
がよい

3%

はい
33%

いいえ
67%

2



Ｑ３．ブックスタートの説明はいかがでしたか

１． わかりやすい 145

２． わかりにくい 2

合計 147

・「わかりやすい」が圧倒的に多い。ブックスタートの説明は小グループに分けて行っているの

　で、聞く人数により声の大きさを工夫したほうが良い。また、ごく少数ではあるが「わかりに

　くい」という意見もあるので、よりわかりやすい説明ができるよう心がけていきたい。

Ｑ４．説明の長さはいかがでしたか

１． 短い 5

２． ちょうどよい 142

３． 長い 0

合計 147

・「ちょうどよい」と答えた保護者がほとんどであった。時間が限られているので現状維持が適

　当と思われる。

Ｑ５．ミニおはなし会の内容はいかがでしたか

１． おもしろい 145

２． つまらない 2

合計 147

・ほとんどの保護者が「おもしろい」と回答している。季節に合ったわらべ歌や手ぶくろ人形が

　用意されているので、保護者も子どもたちも喜んで見てくれたのではないか。

・ごく少数ではあるが「つまらない」という回答があったので、読み聞かせの本は適当だったか

　手ぶくろ人形等の演じ方はどうだったか、演じる側である司書の反省とスキルアップも必要で

　ある。

わかりや
すい
99%

わかりに
くい
1%

長い
0%

ちょうど
よい
97%
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3%

つまら
ない
1%

おもしろ
い
99%
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Ｑ６．ミニおはなし会の長さはいかがでしたか

１． 短い 5

２． ちょうどよい 142

３． 長い 0

合計 147

・「ちょうどよい」の回答がほとんどであった。他の健診の予定もあるので現状の長さが適当で

　ある。

Ｑ７．その他感想等ありましたらご記入ください

・楽しそうでした。

・本を読んであげると静かに聞いていたりするのでいただけて嬉しかったです。

・絵本をもらえてよかったです。

・兄姉がいて同じ本をいただいたので、いただけるのは嬉しいのですが、何冊もあっても・・・

　という思いもあります。

・何冊かの中から選べるともっとありがたいです。

・参加してみたいと思いました。

・本好きの子になってほしいので、よいきっかけになりました。

・楽しかった。

・上の子のときは、なかったので、すごくよかった。

・１人目の時と同じ本があったので、ちがう本なら２人がたのしめるかなぁなんて思います。

・おはなし会にも参加したいと思います。

・本を買いたいと思っていましたが、いつ頃買えば良いのか迷っていましたが、買ったり今日も

　らった本を読んであげたいと思いました。ありがとうございました。

・またおはなし会に行かせてもらおうと思いました。

・ありがとうございました。

・人形等（ぬいぐるみ）を使ったあそびを増やしてください。

・お姉ちゃんの時に頂いた本と同じだったので、違う本であればよかったなと少し思いました。

・『いないいないばあ』ほしかったので、とてもうれしかったです。

・南アルプス市でブックスタートが行なわれているのかどうかわからなかったので、できたら４

　か月健診で行なうと広報などで知らせてもらうとありがたいです。

・字のない絵本は買ってみましたが、今度は読みきかせもしてみたいと思いました。

・最近、本を一緒によみ始めたので、ちょうどよかったです。

・家で一緒によんでみたいと思います。

長い
0%

ちょうど
よい
97%

短い
3%
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・おはなし会に１度行ってみたいと思った。

・大切に使わせていただきます。

・お散歩をしながら図書館を利用してます。

・姉（２歳）と同じ本をいただいたので、できれば毎年かえていただけるとうれしいです。

・昭和町のように、プレゼントの本がもうすでに家にある時は交換できるようにしてほしい。

・楽しかったです。

・もう少し大きくなったら図書館のおはなし会に行きたいです。

・たのしかった。

・本をいただけるとは！ありがとうございました。

・たくさん本を読んであげたいです。

・４か月(この時期)から本を読んであげられるとわかり、早速、読んであげたいと思いました。

・ちょうど本の事について、おききしたかったので、よかったです。

・本がもらえてうれしいです。

・説明、時期、長さ、内容のいずれも、ほぼ満足していただいていると考える。「よいきっかけ

　になった」と感想にあるように、いつ頃からどんなふうに本を子どもに読んであげたらよいの

　かなど、具体的にはわからない保護者も多いと思うので、この時期のブックスタートは、小さ

　いころから本に親しむための、ひとつの手立てとして有効ではないかと思う。 

・わらべうたは、スキンシップをしながら親子のふれあいを深めることができる。わらべうたを

　知らないお母さんや、また知っていても、どのように遊んだらよいかわからないお母さんが多

　いので、育児のサポートにもつながっていると考える。

・「兄弟で同じ本なので別の本を」という意見については、平成２１年４月から２冊のうち１冊

　を違う本に変更することになった。プレゼントの本については、今後も定期的に検討をしてい

　く必要がある。
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Ｑ１．プレゼントの本２冊は読みましたか

１． はい 112

２． いいえ 0

合計 112

・すべての保護者がプレゼントされた本２冊とも、確実に読んでくれたことがわかる。

　本が１００パーセント活用されたことは、たいへん喜ばしいことである。

Ｑ２．はいと答えた方におたずねします、主に誰が読んであげていましたか

（複数回答可）

　

１． 母親 108

２． 父親 20

３． 祖母 5

４． 祖父 1

５． 姉 5

６． 兄 0

７． その他 0

合計 133

・本を読んであげるのは、７７パーセントが母親で最も多く、次いで父親が１４パーセントで

　あった。母親に比べて父親とのふれあいの時間が少ないので、父親による読みかせをすすめ

　ながら、お父さんと子どもを対象としたおはなし会やイベントなどにつなげていけたらよい。

・両親以外の家族に読んでもらえたことは、とても喜ばしいことである。家族がブックスター

　トの本をとおして、確実に赤ちゃんとふれあう時間を持つことができたのではないだろうか。

ブックスタートアンケート集計結果 １歳６か月

いいえ
0%

はい
100%

姉
4%

その他
0%

兄
0%

祖母
4%

祖父
1%

母親
77%

父親
14%
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Ｑ２．また、その時のお子さんの様子はいかがでしたか

・良くきいていた。

・よく見ていた。

・楽しそうに興味をしめしていた。

・絵に指をさしたり、自分でページをめくった。

・見ていた。

・よくみてきいたり、よろこんでいたりしていた。

・まだあまり興味なし。

・あまり聞いていなかった。

・すこしだけきょうみをもっていました。

・楽しそうにきいていた。

・たまに読むぐらいなので、次のページ次のページとまくってしまう。

・たのしそうです。

・最後まであきずに見ていた。

・喜んで何度もめくって一緒に見ています。

・じっと見ていた。

・まだ本に興味をしめさない。

・とっても楽しそうで何度も読んでほしがった。

・『いないいなばあ』は気に入って、一緒に“ばぁ”として遊んでいた。

・うれしそうです。

・初めは静かに座って聞いているだけでしたが、最近は自分でページをめくったり、読んでほし

　いページを開いてきたりしています。

・よんでほしいともって来てよく聞いています。

・楽しそうで、何回も読んでと言っていました。

・「ばあ」の時に嬉しそうな顔になり、楽しんでいた。

・長続きしないけれど、興味を持った。

・楽しそう。

・私が言った事をくり返したりする。

・喜んでた。

・喜んでいた。

・たのしそうでした。

・楽しそうに手をたたく。

・ボーっときいている。

・絵と同じようにしていた。

・『いないいいないばあ』は初めて読んだときからよく笑った。

・興味をもって見ている。

・喜んで何か話しかけている様子。

・喜んで何度も読んでほしいと言う。
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・一番気に入っていて本棚から探して持って来たり、自分で広げて見ている。

・喜んでいた。

・とても喜んでまねをしたりしている。

・本から目を離さずじーっと見ていた。

・とても興味を持って、自分から本を持って来たり自分で見たり、本が好きな子になりました。

・興味しんしん。

・最近では、「いないいないばあ」と一緒に言いながら見ている。

・一緒にみていた。

・うれしそうにきいていました。

・動物に興味を示していた。

・内容は理解できないと思いますが、ページをめくったり、絵を指さしたりしていました。

・一緒にめくって読む。

・喜んで見てます。

・読んであげてもあまりきこうとしない。

・本を見てた。

・楽しそうに見ていました。

・遊び出してしまいました。

・とても興味ありでした。

・いっしょに、いないいないばあをしたり、絵を指でさしたり楽しそうだった。

・ページを次々とめくって遊んでいた。

・自分でページをめくりたがる。

・興味なし。

・しんけんなかおでみて、何回もよんでとようきゅうしたり、自分でページをめくったりしてま

　した。

・喜んでいました。

・４か月の頃は、いまひとつ興味なく、すぐ他に気がそれてしまったが、ここ最近になり指をさ

　したりして喜んでじっと聞いたり見ている。

・「本をよんで」とえらんでもってきます。

・よろこびます。

・一緒に読んでいた。

・指をさしながら見ていた。

・あんまりきょう味なし。

・何度も自分でめくってぼろぼろに。

・ニコニコです。

・今でも自分でもってきます。

・興味深く見ていた。

・お姉ちゃんと読んで楽しく遊んでいる。

・声を出してよろこんでいました。

・よく見ていた。

・楽しそうに一緒にページをめくっていた。

・楽しそう。
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・指さしをした。

・よく見ていた。

・見てました。

・指をさしたり、興味を示していた感じ。

・『いないいないばあ』は笑っていた。

・楽しそうに、いないいないばあをしたり動物を指さしたりしていました。

・あまり聞いていなかった。

・いないいないばあを一緒にやった。

・じっと絵を見ていたり、少し大きくなると自分でめくろうとしていました。

・絵を見て指さしたり、パラパラとめくって遊んだりしていた。

・「喜んで聞いてくれた」「興味を持ってくれた」という回答が多い一方で、「まだ興味を示さ

　ない」「あまり聞いていなかった」という回答もあった。ブックスタートで行っている「ミニ

　おはなし会」でもそうだが、同じ年齢でも子どもによって反応に差がある。最初のうちは興味

　がなさそうでも成長していくにつれて興味をもつことが多い。何度も読むことや一緒に楽しむ

　ことなどが大切であるということを保護者に伝えながら、家庭での読み聞かせを継続してもら

　えるように働きかけていきたい。

Ｑ３．ブックスタートをきっかけに、お子さんに本を読んであげる機会が増えましたか

１． とても増えた 28

２． 少し増えた 51

３． あまり増えない 16

４． まったく増えない 2

５． 14

合計 111

・「とても増えた」「少し増えた」をあわせると７１％の家庭で本にふれる機会が増えている。

　ブックスタートが、本をとおして赤ちゃんとふれ合う時間が増えるきっかけになったのだと考

　えられる。

・「もともと読んでいた」という家庭では、ブックスタートも親子で本を読む機会のひとつであ

　ったと思われる。

・「あまり増えない」「まったく増えない」という家庭もある。赤ちゃんのときから身近な場所

　で本にふれて育つことが、子どもの読書活動を推進していく第一歩であるので、読み聞かせの

　楽しさや、読み聞かせをとおした親子のふれあいの大切さなどを伝えていきたい。

もともと読んでいたので変わらない

とても増
えた
25%

少し増え
た
46%

もともと
読んでい
たので変
わらない

13%

まったく
増えない

2%

あまり増
えない

14%
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Ｑ４．ブックスタート配布物のうち、活用できたものはありますか（複数回答可）

１． バッグ 27

２． おすすめの本リスト 55

３． 申込書 4

４． おはなし会ちらし 15

５． 20

合計 121

・最も活用されたのは「おすすめの本リスト」で、図書館で本を借りるときや書店で本を購入す

　るときに参考としてもらっているのではないかと思われる。

・「バッグ」は赤ちゃん向けの絵本を入れるのにちょうどよい大きさなので、実際に図書館で本

　を借りるときに図書袋としてよく利用されている。また「子育て支援センターパンフレット」

　も母親たちの生活の情報源として役立っていることがわかる。

・新しい本も出版されているので、リストについては定期的に検討が必要である。

Ｑ５．ブックスタート後、図書館を利用する機会が増えましたか

１． はい 30

２． いいえ 70

３． 11

合計 111

・「はい」と「以前から利用していた」をあわせた３７％に対して、「いいえ」が６３％という

　状況だった。この結果は、残念ながらブックスタートが図書館を利用する機会を増やすことに

　はあまりつながっていないとも読み取れる。

以前から利用していたので変わらない

子育て支援センターパンフレット

子育て支
援セン

ターパン
フレット

17%

申込書
3%

おはなし
会

ちらし
12%

バッグ
22%

おすすめ
の本リス
ト　46%

いいえ
63%

はい
27%以前から

利用して
いたので
変わらな

い
10%

10



Ｑ６．ブックスタート後、図書館のおはなし会に参加するようになりましたか

１． はい 19

２． いいえ 90

３． 以前から参加していた 1

合計 110

・８２％の保護者が「いいえ」と答えた。おはなし会の開催日時や両親が勤めているなどの家庭

　の事情、その日の赤ちゃんの体調など様々な要因で参加できないことも多いのではないかと思

　われる。

・少数ではあるが、参加のきっかけになった保護者がいることや、毎週楽しみで参加してくれる

　保護者がいることを大切にし、参加者を増やす努力をしていきたい。

・おはなし会の内容充実やＰＲも検討課題である。職員のスキルアップとともに、子育てサーク

　ルなどと連携するなど、何らかの手立てが必要ではないかと考える。

　

Ｑ７．その他感想等ありましたらご記入ください

・プレゼントの本は今も好きでよく見ています。最近は動物の名前を言ったり、話の先を読んで

　「ばあ」など声を出し楽しむなど、初めのころとは違う楽しみ方をみつけたようです。

・よい本をありがとうございました。

・どんな本がよいのか参考になりました。つづけてほしいと思います。

・まだ知らない本を知る事が出来て嬉しかったです。久しぶりに絵本が欲しくなりました。

・読み聞かせが大切ということはわかっていても、なかなか実感できずにいたが、司書さんの

　お話を聞いたらじっせんしなくちゃ！と思えた。（実践しています。）

・図書館には、子どもがうるさくするので、連れて行けない。

・おはなし会に参加したいができていない。

・図書館にいきたいとは思う。

・絵本のプレゼントはとてもうれしかったです。

・読むと言うよりは、自分でめくって絵を見ていました。

・いただいた本、とても良かったです。

・上の子と同じ本を頂いたのですが、違う本がよかったかな。

・毎週おはなし会にかよっています。

・これから本を読む機会を増やしたいと思います。

・本をいただけることをとてもありがたかったです。

・いろんなきっかけになりました。

・八田図書館を利用していますが、イベントも多く時々参加させていただいています。

以前から
参加して

いた
1%

はい
17%

いいえ
82%
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・機会があれば今後も利用したいと思っています。

・本を頂けて良かったです。

・兄弟がいる場合は、同じ本を２冊いただくことになるため、違う本にするなど検討をお願いで

　きればと思います。

・ブックスタート事業によって、２冊ではあるが、市内すべての子どもたちに本のある環境が与

　えられるということは意義あることだと考える。少しでも家庭での読み聞かせにつながるので

　はないかと思う。

・「同じ本を２冊もらっても」という意見が多かったが、人数の多さや在庫の問題もあり、自由

　に好きな本を選択してもらうという方式は難しい。赤ちゃん一人一人へのプレゼントだという

　ことをアピールしながら、配布の本についても定期的に検討していきたい。

・「図書館へ行きたいとは思う」「行きたくても子どもがうるさくするので連れて行けない」な

　どという保護者の声もあるので、子ども連れでも気軽に図書館を利用してもらえるような対策

　を考えていかなければならない。

・多くの保護者から「参考になりました」「おはなし会に参加したい」「実践しています」

　「きっかけになりました」等の感想が寄せられ、喜んでもらえたことがうかがえる。しかし

　Ｑ５やＱ６の結果にあるように、実際にはブックスタートが家庭での読み聞かせや図書館利用

　に、あまりつながっていないことが見受けられる。事業の継続と推進をとおして図書館の利用

　につながるような対策を講じていきたい。
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Ｑ１．説明を受ける以前にブックスタート事業を知っていましたか

 １．知っていた

 ２．知らなかった

 Ｑ２．ブックスタートセットを受け取る時期はいかがですか

 １．ちょうどよい

 ２． ６ヶ月からがよい

 ３．１歳からがよい

Ｑ３．ブックスタートの説明はいかがでしたか

  １．わかりやすい

２．わかりにくい

Ｑ４．説明の長さはいかがでしたか

  １．短い

 ２．ちょうどよい

３．長い

Ｑ５．ミニおはなし会の内容はいかがでしたか

  １．おもしろい

 ２．つまらない

Ｑ６．ミニおはなし会の長さはいかがでしたか

  １．短い

 ２．ちょうどよい

３．長い

Ｑ７．その他感想等ありましたらご記入ください

ご協力ありがとうございました

４か月検診児保護者様へ
ブックスタートについてのアンケートにご協力をお願いします。



スタートの効果を調べるためのものです。ご協力をお願いします。

Ｑ１．プレゼントの本２冊は読みましたか

１．はい

２．いいえ

Ｑ２．はいと答えた方におたずねします、主に誰が読んであげていましたか
　　　また、その時のお子さんの様子はいかがでしたか

１．母親　　２．父親　　３．祖母　　４．祖父　　５．姉　　６．兄　　７．その他

お子さんの様子（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

Ｑ３．ブックスタートをきっかけに、お子さんに本を読んであげる機会が増えましたか

１．とても増えた

２．少し増えた

３．あまり増えない

４．まったく増えない

５．もともと読んでいたので変わらない

Ｑ４．ブックスタート配布物のうち、活用できたものはありますか（複数回答可）

１．バッグ

２．おすすめの本リスト

３．申込書

４．おはなし会ちらし

  ５．子育て支援センターパンフレット

Ｑ５．ブックスタート後、図書館を利用する機会が増えましたか

１．はい

２．いいえ

３．以前から利用していたので変わらない

Ｑ６．ブックスタート後、図書館のおはなし会に参加するようになりましたか

１．はい

２．いいえ

３．以前から参加していた

Ｑ７．その他感想等ありましたらご記入ください

ご協力ありがとうございました

１歳６か月検診児保護者様へ
　市立図書館では４ヶ月検診でブックスタートをおこなっています。このアンケートはブック



　　　　ブックスタートに関するアンケート　２００８

　　　　編集者　　南アルプス市立白根桃源図書館

　　　　発行者　　　南アルプス市立図書館

　　　　発行日　　　平成２１年３月２９日

　　　　山梨県南アルプス市小笠原１０６０－１

　　　　電話　　０５５－２８０－３３００

　　　　FAX　　 ０５５－２８４－７１０１



南アルプス市立図書館



表紙

		

		ブックスタートに関するアンケート カン

		２００８

		南アルプス市立図書館 ミナミシリツトショカン





中表紙

		

		ブックスタートに関するアンケート カン

		２００８

		南アルプス市立図書館 ミナミシリツトショカン





調査概要

		　○調査概要 チョウサガイヨウ

		　　　ブックスタートとは、絵本をとおして、親子であたたかなふれあいのひとときを

		　　過ごすきっかけづくりを目的とした、子育て支援事業のひとつである。全国でも広

		　　く行われており、南アルプス市でも平成１５年度から始まった。

		　　　赤ちゃんの４か月健診の折に実施し、赤ちゃんが始めて出会う本として愛され読

		　　み継がれている絵本２冊をプレゼントしている。また、おはなしの世界の楽しさを

		　　伝えるために、司書による「ミニおはなし会」として、手袋人形、わらべうた、絵

		　　本の読み聞かせなどを行っている。

		　　　この調査は、市民のブックスタート事業に対する理解や、事業の効果を把握する

		　　ために４か月健診時と１歳６か月健診時に行った。

		　　　分析結果をもとに、さらに子どもたちが、小さい時から読書に親しむ環境づくり コチイトキシタカンキョウ

		　　を進めるとともに、図書館利用者の拡大や図書館行事への参加につながるよう反映 ハンエイ

		　　させていきたい。

		　○調査方法 チョウサホウホウ

		　　　□４か月健診時　　　　　ブックスタート実施時の調査 ゲツケンシンドキジッシジチョウサ

		　　　□１歳６か月健診時　　　ブックスタート実施後の調査

		　○調査期間 チョウサキカン

		　　　平成２０年５月から平成２１年２月 ヘイセイネンガツヘイセイネンガツ

		　○調査対象 チョウサタイショウ

		　　　□４か月健診児保護者　　　１４７名 ツキケンシンジホゴシャメイ

		　　　□１歳６か月健診児保護者　１１２名 サイゲツケンシンジホゴシャメイ



&C&P



4ヶ月

		

		ブックスタートアンケート集計結果　４か月 シュウケイケッカツキ

		Ｑ１．説明を受ける以前にブックスタート事業を知っていましたか セツメイウイゼンジギョウシ

				１．		はい								49

				２．		いいえ								98

				合計 ゴウケイ										147

		・事業について知らない保護者が全体の３分の２と多かった。市のホームページや広報、健康づ

		　くり日程表などいろいろな方法で知らせることが必要である。

		Ｑ２．ブックスタートセットを受け取る時期はいかがですか ウトジキ

				１．		ちょうどよい								120

				２．		６ヶ月からがよい ゲツ								22

				３．		１歳からがよい サイ								4

				合計 ゴウケイ										146

		・「ちょうどよい」と答えた保護者が８２％と多かった。子育てのステップとして、４か月ごろ

		　から子どもに本を読んであげようと考えているお母さんが多いので、この時期に本を手渡すこ

		　とがよいと思われる。　　　

		・いつから本を読んであげればよいか迷っている保護者にとっても、４か月健診時の本のプレゼ ケン

		　ントが、赤ちゃんに本を読んであげるきっかけになっている。

		・小さいときから身近な場所で本にふれ読書を楽しむことを目指している市の子どもの読書活動

		　推進計画と照らし合わせても、ちょうど良い時期だと思われる。

		Ｑ３．ブックスタートの説明はいかがでしたか セツメイ

				１．		わかりやすい								145

				２．		わかりにくい								2

				合計 ゴウケイ										147

		・「わかりやすい」が圧倒的に多い。ブックスタートの説明は小グループに分けて行っているの

		　で、聞く人数により声の大きさを工夫したほうが良い。また、ごく少数ではあるが「わかりに

		　くい」という意見もあるので、よりわかりやすい説明ができるよう心がけていきたい。

		Ｑ４．説明の長さはいかがでしたか セツメイナガ

				１．		短い ミジカ								5

				２．		ちょうどよい								142

				３．		長い ナガ								0

				合計 ゴウケイ										147

		・「ちょうどよい」と答えた保護者がほとんどであった。時間が限られているので現状維持が適

		　当と思われる。

		Ｑ５．ミニおはなし会の内容はいかがでしたか カイナイヨウ

				１．		おもしろい								145

				２．		つまらない								2

				合計 ゴウケイ										147

		・ほとんどの保護者が「おもしろい」と回答している。季節に合ったわらべ歌や手ぶくろ人形が

		　用意されているので、保護者も子どもたちも喜んで見てくれたのではないか。

		・ごく少数ではあるが「つまらない」という回答があったので、読み聞かせの本は適当だったか

		　手ぶくろ人形等の演じ方はどうだったか、演じる側である司書の反省とスキルアップも必要で

		　ある。

		Ｑ６．ミニおはなし会の長さはいかがでしたか カイナガ

				１．		短い ミジカ								5

				２．		ちょうどよい								142

				３．		長い ナガ								0

				合計 ゴウケイ										147

		・「ちょうどよい」の回答がほとんどであった。他の健診の予定もあるので現状の長さが適当で ケン

		　ある。

		Ｑ７．その他感想等ありましたらご記入ください タカンソウトウキニュウ

		・楽しそうでした。 タノ

		・本を読んであげると静かに聞いていたりするのでいただけて嬉しかったです。

		・絵本をもらえてよかったです。

		・兄姉がいて同じ本をいただいたので、いただけるのは嬉しいのですが、何冊もあっても・・・

		　という思いもあります。

		・何冊かの中から選べるともっとありがたいです。

		・参加してみたいと思いました。 サンカオモ

		・本好きの子になってほしいので、よいきっかけになりました。 ホンスコ

		・楽しかった。 タノ

		・上の子のときは、なかったので、すごくよかった。

		・１人目の時と同じ本があったので、ちがう本なら２人がたのしめるかなぁなんて思います。 ニンメトキオナホンホンニンオモ

		・おはなし会にも参加したいと思います。 カイサンカオモ

		・本を買いたいと思っていましたが、いつ頃買えば良いのか迷っていましたが、買ったり今日も ホンカオモゴロカヨマヨカキョウ

		　らった本を読んであげたいと思いました。ありがとうございました。

		・またおはなし会に行かせてもらおうと思いました。 カイイオモ

		・ありがとうございました。

		・人形等（ぬいぐるみ）を使ったあそびを増やしてください。 ニンギョウトウツカフ

		・お姉ちゃんの時に頂いた本と同じだったので、違う本であればよかったなと少し思いました。 ネエトキイタダホンオナチガホンスコオモ

		・『いないいないばあ』ほしかったので、とてもうれしかったです。

		・南アルプス市でブックスタートが行なわれているのかどうかわからなかったので、できたら４ ミナミシオコ

		　か月健診で行なうと広報などで知らせてもらうとありがたいです。

		・字のない絵本は買ってみましたが、今度は読みきかせもしてみたいと思いました。 ジエホンカコンドヨオモ

		・最近、本を一緒によみ始めたので、ちょうどよかったです。 サイキンホンイッショハジ

		・家で一緒によんでみたいと思います。 イエイッショオモ

		・おはなし会に１度行ってみたいと思った。 カイイチドイオモ

		・大切に使わせていただきます。 タイセツツカ

		・お散歩をしながら図書館を利用してます。 サンポトショカンリヨウ

		・姉（２歳）と同じ本をいただいたので、できれば毎年かえていただけるとうれしいです。 アネサイオナホンマイトシ

		・昭和町のように、プレゼントの本がもうすでに家にある時は交換できるようにしてほしい。 ショウワチョウホンイエトキコウカン

		・楽しかったです。 タノ

		・もう少し大きくなったら図書館のおはなし会に行きたいです。 スコオオトショカンカイイ

		・たのしかった。

		・本をいただけるとは！ありがとうございました。 ホン

		・たくさん本を読んであげたいです。 ホンヨ

		・４か月(この時期)から本を読んであげられるとわかり、早速、読んであげたいと思いました。 ゲツジキホンヨサッソクヨオモ

		・ちょうど本の事について、おききしたかったので、よかったです。 ホンコト

		・本がもらえてうれしいです。 ホン

		・説明、時期、長さ、内容のいずれも、ほぼ満足していただいていると考える。「よいきっかけ

		　になった」と感想にあるように、いつ頃からどんなふうに本を子どもに読んであげたらよいの

		　かなど、具体的にはわからない保護者も多いと思うので、この時期のブックスタートは、小さ

		　いころから本に親しむための、ひとつの手立てとして有効ではないかと思う。

		・わらべうたは、スキンシップをしながら親子のふれあいを深めることができる。わらべうたを

		　知らないお母さんや、また知っていても、どのように遊んだらよいかわからないお母さんが多

		　いので、育児のサポートにもつながっていると考える。

		・「兄弟で同じ本なので別の本を」という意見については、平成２１年４月から２冊のうち１冊

		　を違う本に変更することになった。プレゼントの本については、今後も定期的に検討をしてい

		　く必要がある。
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97%
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おもしろい
99%
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		ブックスタートアンケート集計結果　１歳６か月 シュウケイケッカサイツキ

		Ｑ１．プレゼントの本２冊は読みましたか ホンサツヨ

				１．		はい								112

				２．		いいえ								0

				合計 ゴウケイ										112

		・すべての保護者がプレゼントされた本２冊とも、確実に読んでくれたことがわかる。

		　本が１００パーセント活用されたことは、たいへん喜ばしいことである。

		Ｑ２．はいと答えた方におたずねします、主に誰が読んであげていましたか コタカタオモダレヨ

																		（複数回答可）

		　

				１．		母親 ハハオヤ								108

				２．		父親 チチオヤ								20

				３．		祖母 ソボ								5

				４．		祖父 ソフ								1

				５．		姉 アネ								5

				６．		兄 アニ								0

				７．		その他 タ								0

				合計 ゴウケイ										133

		・本を読んであげるのは、７７パーセントが母親で最も多く、次いで父親が１４パーセントで

		　あった。母親に比べて父親とのふれあいの時間が少ないので、父親による読みかせをすすめ

		　ながら、お父さんと子どもを対象としたおはなし会やイベントなどにつなげていけたらよい。

		・両親以外の家族に読んでもらえたことは、とても喜ばしいことである。家族がブックスター

		　トの本をとおして、確実に赤ちゃんとふれあう時間を持つことができたのではないだろうか。

		Ｑ２．また、その時のお子さんの様子はいかがでしたか

		・良くきいていた。 ヨ

		・よく見ていた。 ミ

		・楽しそうに興味をしめしていた。 タノキョウミ

		・絵に指をさしたり、自分でページをめくった。 エユビジブン

		・見ていた。 ミ

		・よくみてきいたり、よろこんでいたりしていた。

		・まだあまり興味なし。 キョウミ

		・あまり聞いていなかった。 キ

		・すこしだけきょうみをもっていました。

		・楽しそうにきいていた。 タノ

		・たまに読むぐらいなので、次のページ次のページとまくってしまう。 ヨツギツギ

		・たのしそうです。

		・最後まであきずに見ていた。 サイゴミ

		・喜んで何度もめくって一緒に見ています。 ヨロコナンドイッショミ

		・じっと見ていた。 ミ

		・まだ本に興味をしめさない。 ホンキョウミ

		・とっても楽しそうで何度も読んでほしがった。 タノナンドヨ

		・『いないいなばあ』は気に入って、一緒に“ばぁ”として遊んでいた。 キイイッショアソ

		・うれしそうです。

		・初めは静かに座って聞いているだけでしたが、最近は自分でページをめくったり、読んでほし ハジシズスワキサイキンジブン

		　いページを開いてきたりしています。

		・よんでほしいともって来てよく聞いています。

		・楽しそうで、何回も読んでと言っていました。 タノナンカイヨイ

		・「ばあ」の時に嬉しそうな顔になり、楽しんでいた。 トキウレカオタノ

		・長続きしないけれど、興味を持った。 ナガツヅキョウミモ

		・楽しそう。 タノ

		・私が言った事をくり返したりする。 ワタシイコトカエ

		・喜んでた。 ヨロコ

		・喜んでいた。 ヨロコ

		・たのしそうでした。

		・楽しそうに手をたたく。 タノテ

		・ボーっときいている。

		・絵と同じようにしていた。 エオナ

		・『いないいいないばあ』は初めて読んだときからよく笑った。 ハジヨワラ

		・興味をもって見ている。 キョウミミ

		・喜んで何か話しかけている様子。 ヨロコナニハナヨウス

		・喜んで何度も読んでほしいと言う。 ヨロコナンドヨイ

		・一番気に入っていて本棚から探して持って来たり、自分で広げて見ている。 イチバンキイホンダナサガモキジブンヒロミ

		・喜んでいた。 ヨロコ

		・とても喜んでまねをしたりしている。 ヨロコ

		・本から目を離さずじーっと見ていた。 ホンメハナミ

		・とても興味を持って、自分から本を持って来たり自分で見たり、本が好きな子になりました。 キョウミモジブンホンモキジブンミホンスコ

		・興味しんしん。 キョウミ

		・最近では、「いないいないばあ」と一緒に言いながら見ている。 サイキンイッショイミ

		・一緒にみていた。 イッショ

		・うれしそうにきいていました。

		・動物に興味を示していた。 ドウブツキョウミシメ

		・内容は理解できないと思いますが、ページをめくったり、絵を指さしたりしていました。 ナイヨウリカイオモエユビ

		・一緒にめくって読む。 イッショヨ

		・喜んで見てます。 ヨロコミ

		・読んであげてもあまりきこうとしない。 ヨ

		・本を見てた。 ホンミ

		・楽しそうに見ていました。 タノミ

		・遊び出してしまいました。 アソダ

		・とても興味ありでした。 キョウミ

		・いっしょに、いないいないばあをしたり、絵を指でさしたり楽しそうだった。 エユビタノ

		・ページを次々とめくって遊んでいた。 ツギツギアソ

		・自分でページをめくりたがる。 ジブン

		・興味なし。 キョウミ

		・しんけんなかおでみて、何回もよんでとようきゅうしたり、自分でページをめくったりしてま ナンカイジブン

		　した。

		・喜んでいました。 ヨロコ

		・４か月の頃は、いまひとつ興味なく、すぐ他に気がそれてしまったが、ここ最近になり指をさ ゲツコロキョウミホカキサイキンユビ

		　したりして喜んでじっと聞いたり見ている。

		・「本をよんで」とえらんでもってきます。 ホン

		・よろこびます。

		・一緒に読んでいた。 イッショヨ

		・指をさしながら見ていた。 ユビミ

		・あんまりきょう味なし。 アジ

		・何度も自分でめくってぼろぼろに。 ナンドジブン

		・ニコニコです。

		・今でも自分でもってきます。 イマジブン

		・興味深く見ていた。 キョウミブカミ

		・お姉ちゃんと読んで楽しく遊んでいる。 ネエヨタノアソ

		・声を出してよろこんでいました。 コエダ

		・よく見ていた。 ミ

		・楽しそうに一緒にページをめくっていた。 タノイッショ

		・楽しそう。 タノ

		・指さしをした。 ユビ

		・よく見ていた。 ミ

		・見てました。 ミ

		・指をさしたり、興味を示していた感じ。 ユビキョウミシメカン

		・『いないいないばあ』は笑っていた。 ワラ

		・楽しそうに、いないいないばあをしたり動物を指さしたりしていました。 タノドウブツユビ

		・あまり聞いていなかった。 キ

		・いないいないばあを一緒にやった。 イッショ

		・じっと絵を見ていたり、少し大きくなると自分でめくろうとしていました。 エミスコオオジブン

		・絵を見て指さしたり、パラパラとめくって遊んだりしていた。 エミユビアソ

		・「喜んで聞いてくれた」「興味を持ってくれた」という回答が多い一方で、「まだ興味を示さ シメ

		　ない」「あまり聞いていなかった」という回答もあった。ブックスタートで行っている「ミニ

		　おはなし会」でもそうだが、同じ年齢でも子どもによって反応に差がある。最初のうちは興味 キョウミ

		　がなさそうでも成長していくにつれて興味をもつことが多い。何度も読むことや一緒に楽しむ イッショタノ

		　ことなどが大切であるということを保護者に伝えながら、家庭での読み聞かせを継続してもら ケイゾク

		　えるように働きかけていきたい。

		Ｑ３．ブックスタートをきっかけに、お子さんに本を読んであげる機会が増えましたか コホンヨキカイフ

				１．		とても増えた フ								28

				２．		少し増えた スコフ								51

				３．		あまり増えない フ								16

				４．		まったく増えない フ								2

				５．		もともと読んでいたので変わらない ヨカ								14

				合計 ゴウケイ										111

		・「とても増えた」「少し増えた」をあわせると７１％の家庭で本にふれる機会が増えている。

		　ブックスタートが、本をとおして赤ちゃんとふれ合う時間が増えるきっかけになったのだと考

		　えられる。

		・「もともと読んでいた」という家庭では、ブックスタートも親子で本を読む機会のひとつであ

		　ったと思われる。

		・「あまり増えない」「まったく増えない」という家庭もある。赤ちゃんのときから身近な場所

		　で本にふれて育つことが、子どもの読書活動を推進していく第一歩であるので、読み聞かせの

		　楽しさや、読み聞かせをとおした親子のふれあいの大切さなどを伝えていきたい。

		Ｑ４．ブックスタート配布物のうち、活用できたものはありますか（複数回答可） ハイフブツフクスウカイトウカ

				１．		バッグ								27

				２．		おすすめの本リスト ホン								55

				３．		申込書 モウシコミショ								4

				４．		おはなし会ちらし カイ								15

				５．		子育て支援センターパンフレット コソダシエン								20

				合計 ゴウケイ										121

		・最も活用されたのは「おすすめの本リスト」で、図書館で本を借りるときや書店で本を購入す

		　るときに参考としてもらっているのではないかと思われる。 オモ

		・「バッグ」は赤ちゃん向けの絵本を入れるのにちょうどよい大きさなので、実際に図書館で本

		　を借りるときに図書袋としてよく利用されている。また「子育て支援センターパンフレット」

		　も母親たちの生活の情報源として役立っていることがわかる。

		・新しい本も出版されているので、リストについては定期的に検討が必要である。

		Ｑ５．ブックスタート後、図書館を利用する機会が増えましたか ゴトショカンリヨウキカイフ

				１．		はい								30

				２．		いいえ								70

				３．		以前から利用していたので変わらない イゼンリヨウカ								11

				合計 ゴウケイ										111

		・「はい」と「以前から利用していた」をあわせた３７％に対して、「いいえ」が６３％という

		　状況だった。この結果は、残念ながらブックスタートが図書館を利用する機会を増やすことに

		　はあまりつながっていないとも読み取れる。

		Ｑ６．ブックスタート後、図書館のおはなし会に参加するようになりましたか ゴトショカンカイサンカ

				１．		はい								19

				２．		いいえ								90

				３．		以前から参加していた イゼンサンカ								1

				合計 ゴウケイ										110

		・８２％の保護者が「いいえ」と答えた。おはなし会の開催日時や両親が勤めているなどの家庭

		　の事情、その日の赤ちゃんの体調など様々な要因で参加できないことも多いのではないかと思

		　われる。

		・少数ではあるが、参加のきっかけになった保護者がいることや、毎週楽しみで参加してくれる

		　保護者がいることを大切にし、参加者を増やす努力をしていきたい。

		・おはなし会の内容充実やＰＲも検討課題である。職員のスキルアップとともに、子育てサーク

		　ルなどと連携するなど、何らかの手立てが必要ではないかと考える。

		　

		Ｑ７．その他感想等ありましたらご記入ください タカンソウトウキニュウ

		・プレゼントの本は今も好きでよく見ています。最近は動物の名前を言ったり、話の先を読んで

		　「ばあ」など声を出し楽しむなど、初めのころとは違う楽しみ方をみつけたようです。

		・よい本をありがとうございました。

		・どんな本がよいのか参考になりました。つづけてほしいと思います。 ホンサンコウオモ

		・まだ知らない本を知る事が出来て嬉しかったです。久しぶりに絵本が欲しくなりました。 シホンシコトデキウレヒサ

		・読み聞かせが大切ということはわかっていても、なかなか実感できずにいたが、司書さんの ヨキタイセツジッカン

		　お話を聞いたらじっせんしなくちゃ！と思えた。（実践しています。）

		・図書館には、子どもがうるさくするので、連れて行けない。 トショカンコツイ

		・おはなし会に参加したいができていない。 カイサンカ

		・図書館にいきたいとは思う。 トショカンオモ

		・絵本のプレゼントはとてもうれしかったです。 エホン

		・読むと言うよりは、自分でめくって絵を見ていました。 ヨイジブンエミ

		・いただいた本、とても良かったです。 ホンヨ

		・上の子と同じ本を頂いたのですが、違う本がよかったかな。 ウエコオナホンイタダチガホン

		・毎週おはなし会にかよっています。 マイシュウカイ

		・これから本を読む機会を増やしたいと思います。 ホンヨキカイフオモ

		・本をいただけることをとてもありがたかったです。 ホン

		・いろんなきっかけになりました。

		・八田図書館を利用していますが、イベントも多く時々参加させていただいています。 ハッタトショカンリヨウオオトキドキサンカ

		・機会があれば今後も利用したいと思っています。 キカイコンゴリヨウオモ

		・本を頂けて良かったです。 ホンイタダヨ

		・兄弟がいる場合は、同じ本を２冊いただくことになるため、違う本にするなど検討をお願いで キョウダイバアイオナホンサツチガホンケントウネガ

		　きればと思います。

		・ブックスタート事業によって、２冊ではあるが、市内すべての子どもたちに本のある環境が与

		　えられるということは意義あることだと考える。少しでも家庭での読み聞かせにつながるので

		　はないかと思う。

		・「同じ本を２冊もらっても」という意見が多かったが、人数の多さや在庫の問題もあり、自由

		　に好きな本を選択してもらうという方式は難しい。赤ちゃん一人一人へのプレゼントだという

		　ことをアピールしながら、配布の本についても定期的に検討していきたい。

		・「図書館へ行きたいとは思う」「行きたくても子どもがうるさくするので連れて行けない」な

		　どという保護者の声もあるので、子ども連れでも気軽に図書館を利用してもらえるような対策

		　を考えていかなければならない。

		・多くの保護者から「参考になりました」「おはなし会に参加したい」「実践しています」

		　「きっかけになりました」等の感想が寄せられ、喜んでもらえたことがうかがえる。しかし

		　Ｑ５やＱ６の結果にあるように、実際にはブックスタートが家庭での読み聞かせや図書館利用

		　に、あまりつながっていないことが見受けられる。事業の継続と推進をとおして図書館の利用

		　につながるような対策を講じていきたい。 タイサクコウ
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		４か月検診児保護者様へ

		ブックスタートについてのアンケートにご協力をお願いします。

		Ｑ１．説明を受ける以前にブックスタート事業を知っていましたか

				１．知っていた

				２．知らなかった

		Ｑ２．ブックスタートセットを受け取る時期はいかがですか

				１．ちょうどよい

				２． ６ヶ月からがよい

				３．１歳からがよい

		Ｑ３．ブックスタートの説明はいかがでしたか セツメイ

				１．わかりやすい

				２．わかりにくい

		Ｑ４．説明の長さはいかがでしたか セツメイナガ

				１．短い

				２．ちょうどよい

				３．長い

		Ｑ５．ミニおはなし会の内容はいかがでしたか カイナイヨウ

				１．おもしろい

				２．つまらない

		Ｑ６．ミニおはなし会の長さはいかがでしたか カイナガ

				１．短い

				２．ちょうどよい

				３．長い

		Ｑ７．その他感想等ありましたらご記入ください タカンソウトウキニュウ

		ご協力ありがとうございました





		

		１歳６か月検診児保護者様へ サイ

		　市立図書館では４ヶ月検診でブックスタートをおこなっています。このアンケートはブック

		スタートの効果を調べるためのものです。ご協力をお願いします。

		Ｑ１．プレゼントの本２冊は読みましたか ホンサツヨ

				１．はい

				２．いいえ

		Ｑ２．はいと答えた方におたずねします、主に誰が読んであげていましたか コタカタオモダレヨ

		　　　また、その時のお子さんの様子はいかがでしたか

				１．母親　　２．父親　　３．祖母　　４．祖父　　５．姉　　６．兄　　７．その他

				お子さんの様子（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

		Ｑ３．ブックスタートをきっかけに、お子さんに本を読んであげる機会が増えましたか コホンヨキカイフ

				１．とても増えた

				２．少し増えた

				３．あまり増えない

				４．まったく増えない

				５．もともと読んでいたので変わらない

		Ｑ４．ブックスタート配布物のうち、活用できたものはありますか（複数回答可） ハイフブツフクスウカイトウカ

				１．バッグ

				２．おすすめの本リスト

				３．申込書

				４．おはなし会ちらし

				５．子育て支援センターパンフレット

		Ｑ５．ブックスタート後、図書館を利用する機会が増えましたか ゴトショカンリヨウキカイフ

				１．はい

				２．いいえ

				３．以前から利用していたので変わらない

		Ｑ６．ブックスタート後、図書館のおはなし会に参加するようになりましたか ゴトショカンカイサンカ

				１．はい

				２．いいえ

				３．以前から参加していた サンカ

		Ｑ７．その他感想等ありましたらご記入ください タカンソウトウキニュウ

		ご協力ありがとうございました
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