
8 尐人数学習指導・習熟度別指導の推進 Ａ 拡充

6 国際教育の推進 Ａ 継続

7 ＩＣＴ機器の活用推進 Ａ 拡充

４　施策の振返り（ＣＨＥＣＫ）
○国際教育の推進
・全小・中学校に配置した外国人英語指導講師を活用し，工夫した授業を行い，ネイティブスピーカーの発音
　やより自然な表現に慣れることができた。
○ＩＣＴ機器の活用推進
・特別支援学級でのタブレット型情報端末機器の活用や，小学校外国語活動等の授業での電子黒板等の活用に
　より，児童の興味・関心を高め，学習意欲の向上等の効果が得られた。
○尐人数学習指導・習熟度別指導の推進
・尐人数指導講師を配置し，低学年の算数を中心とした個に応じた指導を行うことにより，児童の学習への取
　組や，自らの考えを表現する方法に伸長が見られた。また，東京ベーシック・ドリル及び調布ステップアッ
　プワークの計画的な活用を図り，児童・生徒の学習習慣の定着を図ることができた。
○理数教育の推進
・算数尐人数指導講師及び理科支援員の配置により，低学年の算数指導では，児童の状況に応じたきめ細やか
　な指導を行うことができた。また，理科の授業環境の整備や実験補助等行い，より円滑な授業展開を行うこ
　とができた。
・都の学力調査で，特に小学校算数，中学校理科における「学習指導要領」に関する全ての平均正答率が都の
　平均正答率を上回り，学力の育成が図られた。
○学校図書館の活用の推進
・市立小・中学校全校に学校図書館専門嘱託員を配置するとともに，学校図書館嘱託員を対象とした研修を実
　施した。また，学校図書館専門嘱託員連絡会を開催し，図書館運営に資する情報提供と情報交換を図った。
　学校図書館の活用の推進を通じて，児童・生徒の学習活動や読書活動の向上が図られた。
○国際教育，尐人数学習指導・習熟度別指導等の推進を通じて，確かな学力の育成を図り社会の変化に対応で
　きる生きる力を身に付けさせることができた。

５　今後の方向性（ＡＣＴＩＯＮ）
○国際教育の推進
・現状の外国人英語指導講師の配置を維持しながら，授業力の向上を図り，授業の改善に努める。
○ＩＣＴ機器の活用推進
・全ての特別支援学級（固定学級）にタブレット型の情報端末機器を配備し，児童・生徒のニーズに合わせた
　効果的なアプリケーションの活用について検証等を行い，ICT機器の活用推進の施策に反映させる。
○尐人数学習指導・習熟度別指導の推進
・年３回の尐人数・習熟度別指導連絡会を実施し，各学校における東京方式尐人数・習熟度別指導ガイドライ
　ンの進行管理を行う。また，各学校において尐人数・習熟度別指導校内推進計画を作成し，指導の充実を図
　る。
○理数教育の推進
・理科支援員を活用し，効果的なOJTによる研修を推進するとともに，さらなる研修の機会を増やすととも
　に，数学のステップアップワークを新たに改訂・編集する。また，効果的な活用事例を紹介する。
○学校図書館の活用の推進
・学校図書館の運営状況等を踏まえ，６時間勤務の学校図書館専門嘱託員配置校を拡大する。また，事務連絡
　会や研修会等を通じて，各教科における学校図書館の利用事例を紹介し，学校図書館活用の推進を図る。

9 理数教育の推進 Ａ 継続

10 学校図書館の活用の推進 Ａ 拡充

１　施策のねらい（ＰＬＡＮ）
　学習指導要領に沿った適正な教育課程を実施し，児童・生徒の確かな学力の育成を図るこ
とで，社会の変化に対応できる生きる力を身に付ける。

２　背景（ＰＬＡＮ）
　経済や社会のグローバル化が一層進展し，国際的な企業間競争の激化や，多国間の連携，国内外の人々との
交流機会の増加など，多くの分野で国境を越えた活動が行われている。
　また，情報化の急速な進展に伴う，インターネットや携帯電話をはじめとしたコミュニケーションの変容，
産業構造の変化に伴う雇用形態の多様化や経済状況の悪化など，社会を取り巻く環境は大きく変化している。
　このような社会の変化に対応し，子どもたちが生きる力を身に付けていくためには，基礎的・基本的な知
識・技能の習得とともに，これらを活用した思考力・判断力・表現力の育成を図ることで，豊かな学力を育成
していく必要がある。

３　主要事業と達成度（ＤＯ）
事業番号 主要事業名 目標達成度 事業展開

施策振返りシート

施策 2 確かな学力の育成 施策主管課長
指導室長
村木　尚生

45



ＮＯ．
施策 確かな学力の育成

主要事業評価シート

2

事業名
ＮＯ．

国際教育の推進
事業主管課 指導室

6 事業区分
市基本計画

事業
行革プラン その他

１　事業の目的（ねらい）・目標　（ＰＬＡＮ）
・外国人英語指導講師（ＡＥＴ）を活用した授業の実施など，英語及び外国語活動の充実を通して，児童・生徒
の国際感覚を養い，豊かなコミュニケーション能力の育成を図ることで，国際社会において主体的に行動できる
力の養成を図る。

事業の目的（ねらい）・目標に即した成果や効果が概ね得られた。（達成率79％～50％）

Ｃ 事業の目的（ねらい）・目標に即した成果や効果が一部得られた。（達成率49％～20％）

D

２　取組実績，取組成果・取組効果　（ＤＯ）
①　平成２６年度の取組実績
○外国人英語指導講師の配置
・全小学校に，５・６年生１クラスあたり，年間３０時間実施できるよう，外国人英語指導講師を配置した。
・全中学校に，１～３年生１クラスあたり，年間３３時間実施できるよう，外国人英語指導講師を配置した。
○外国語活動推進委員会の実施
・小学校の外国語活動担当の教員を対象に，外国語活動推進委員会を年３回実施し，ＡＥＴとの事前の指導
　内容の連携やＡＥＴに任せきりにしない指導方法のあり方などを議論した。
・中学校の英語科教員を対象にＡＥＴ運営委員会を１回実施した。

・小学校の外国語活動推進委員会において，小学校における外国語活動の推進に係る課題を検討し，外国語活
　動の充実を目指した情報交換を行った。
・中学校のＡＥＴ運営委員会において，各中学校の取組の成果と課題を共通認識し，次年度につなげる検討を
　行った。
・アンケートや委員会において，各学校が，外国人英語指導講師を活用し工夫した授業を行うことで，ネイ
　ティブスピーカーの発音やより自然な表現に慣れることができた。また，児童・生徒の「話したい」という
　意欲を高めることができたという結果が得られた。

３　点検・評価　（ＣＨＥＣＫ）

②　平成２６年度の取組成果・取組効果

事業の目的（ねらい）・目標に即した成果や効果がほとんど得られなかった。（達成率19％以下）

②　課題
○外国人英語指導講師を効果的に活用した授業が見られた一方，連携について課題があると感じる担当教員が
　３０％いる。共通の認識をもって授業を進められるよう，より効果的な連携のあり方について，検討する必
　要がある。
○次期学習指導要領に向けた中学校英語の指導内容，指導方法の検討並びに，小学校５・６年生の外国語活動
　の教科化，小学校３・４年生の外国語活動の拡充に対応した指導内容，指導方法の検討が必要である。

４　今後の方向性（具体的な改善策）　（ＡＣＴＩＯＮ）

①　目的達成度評価

評価 Ａ 事業の目的（ねらい）・目標に即した成果や効果が十分得られた。（達成率80％以上）

Ａ
Ｂ

①　課題を踏まえた今後の取組（具体的な改善策）
○現状の外国人英語指導講師の配置を維持しながら，より円滑な連携による授業力の
　向上を引き続き目指す。
○小学校の外国語活動推進委員会において，チームによる授業研究の実施，実践報告
　の作成，より効果的な連携のための情報交換等を通して，指導内容や方法の充実を
　図り，教員の授業力の向上を図る。また，英語教育が小学校３・４年生まで拡充さ
　れることを踏まえ，指導内容や方法の検討を行う。
○学校訪問等を通じて，授業研究において具体的な授業改善を図る。また，文部科学
　省，東京都教育委員会の方針や改善点について，教員の理解を深める工夫を図る。

継続（現状維持）

拡　充

見直し（手法等）

廃　止（縮小）

②　事業展開
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Ｂ

①　課題を踏まえた今後の取組（具体的な改善策）
・全ての特別支援学級（固定学級）にタブレット型の情報端末機器を配備し，児童・
　生徒のニーズに合わせた効果的なアプリケーションの活用について検証を行う。
・ICT機器活用実態調査を行い，現状を把握するとともに，指導主事が効果的な活用
　をしている学校を訪問して，ICT機器の活用推進の施策に反映させる工夫を図る。
・国・他の区市町村等のICT教育の動向や研究結果を鑑みるとともに，特別支援学級
　における導入事例から得た成果や効果を踏まえ，通常の学級でタブレット等を活用
　した授業を将来的にできるよう，導入時期や活用方法について検証するなど，拡充
　していく必要がある。

継続（現状維持）

拡　充

見直し（手法等）

廃　止（縮小）

②　事業展開

②　平成２６年度の取組成果・取組効果

事業の目的（ねらい）・目標に即した成果や効果がほとんど得られなかった。（達成率19％以下）

②　課題
・特別支援学級での取組の効果を踏まえ，より多くの児童・生徒の障害の特性に対応するために，タブレット
　型の情報端末機器を各学級で活用する施策が必要である。また，児童・生徒の能力の向上，障害による学習
　上又は生活上の困難の克服を目指して，より効果的なアプリケーションの選定，指導方法の工夫を図ること
　が課題である。
・「わかりやすく説明したり，児童・生徒の思考や理解を深めたりするために，コンピュータや提示装置など
　を活用して提示する」の質問に対して，「わりにできる」「ややできる」と回答した教員の割合が約70%で
　あり，さらなる推進が必要である。

４　今後の方向性（具体的な改善策）　（ＡＣＴＩＯＮ）

①　目的達成度評価

評価 Ａ 事業の目的（ねらい）・目標に即した成果や効果が十分得られた。（達成率80％以上）

Ａ

　経済や社会の急速な情報化の進展に伴い，小・中学校の授業で使用する電子黒板の配置などのＩＣＴ機器等の
整備を行い活用することで，児童・生徒の学習意欲の向上や情報教育の充実を図る。
・電子黒板等のＩＣＴ機器の活用を促進し，効果的な指導の実現を図る。
・情報端末機器（特にタブレット）の活用の効果を検証し，より効果的な活用及び指導方法等の充実を図る。

事業の目的（ねらい）・目標に即した成果や効果が概ね得られた。（達成率79％～50％）

Ｃ 事業の目的（ねらい）・目標に即した成果や効果が一部得られた。（達成率49％～20％）

D

２　取組実績，取組成果・取組効果　（ＤＯ）
①　平成２６年度の取組実績
○インクルーシブ教育システム構築モデル事業によるタブレット型情報端末を活用した学習効果の検証
・平成25年10月から平成27年度まで文部科学省の委託を受け「インクルーシブ教育システム構築モデル事業
　（モデルスクール）」を，調和小学校が指定を受け実施した。障害のある人とない人が可能な限り同じ場で
　共に学ぶことを追究していく検証の一つとして，タブレット型情報端末を活用した学習効果の検証に取り組
　んだ。読み書き障害の児童に，学習意欲を高め，書字の困難さを改善するための自立活動の教材として，タ
　ブレット型情報端末を活用した。（実施校は，調和小学校のがわ学級（情緒障害等通級指導学級）,染地小学
　校たけのこ学級及び滝坂小学校わかくさ学級（知的障害特別支援学級））
○小・中学校の通常の学級において，各教科で電子黒板を利用した授業を積極的に行った。
○夏季教員研修において，小学校外国語活動における電子黒板等の効果的な活用方法について研修を実施した。

○調和小学校のがわ学級（情緒障害等通級指導学級），染地小学校たけのこ学級及び滝坂小学校わかくさ学級
　（知的障害特別支援学級）において，タブレット型の情報端末機器を活用したことで，児童の学習意欲を高
　めたり，児童の課題が改善したりする等の効果が得られた。
○小・中学校の通常学級の各教科において，電子黒板で教材を提示した授業を実施し，児童・生徒の学習意欲
　の向上が見られた。また，外国語活動の授業では，電子黒板等音声や映像活用により，円滑な授業展開や児
　童の学習意欲の向上が見られた。

３　点検・評価　（ＣＨＥＣＫ）

7 事業区分
市基本計画

事業
行革プラン その他

１　事業の目的（ねらい）・目標　（ＰＬＡＮ）

ＮＯ．
施策 確かな学力の育成

主要事業評価シート

2

事業名
ＮＯ．

ＩＣＴ機器の活用推進
事業主管課 指導室
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ＮＯ．
施策 確かな学力の育成

主要事業評価シート

2

事業名
ＮＯ．

尐人数学習指導・習熟度別指導の推進
事業主管課 指導室

8 事業区分
市基本計画

事業
行革プラン その他

１　事業の目的（ねらい）・目標　（ＰＬＡＮ）
　東京方式尐人数・習熟度別指導ガイドライン等に基づいた組織的な指導体制の充実を図るとともに，授業改善
推進プランや調布市ベーシック・プランを踏まえた尐人数指導講師の配置や，東京べーシック・ドリル及び調布
市ステップアップワークの活用を推進し，一人一人の児童・生徒の個や習熟の程度に応じた指導の充実を図る。

事業の目的（ねらい）・目標に即した成果や効果が概ね得られた。（達成率79％～50％）

Ｃ 事業の目的（ねらい）・目標に即した成果や効果が一部得られた。（達成率49％～20％）

D

２　取組実績，取組成果・取組効果　（ＤＯ）
①　平成２６年度の取組実績
○尐人数指導講師の配置（全小学校１名）
・次年度の任用に向けて，勤務状況調査や本人の希望調査を行い，適切な採用事務に努めた。
○尐人数・習熟度別指導連絡会（年3回)の実施
・学校組織及び指導体制の構築における検討・協議を行った。
○ステップアップワークの作成及び配布
・ステップアップワーク問題作成活用委員会（年２回）を実施し，小学校全学年の国語と算数，中学校は第１学年で一次方程式，作図及び
　数量関係，第２学年で連立二次方程式，図形の証明，第３学年で二次方程式と図形の証明を作成・配布した。
○授業改善推進プラン及び調布市ベーシック・プラン作成のための学力調査の実施
・全国学力学習状況調査（小学校第６学年，中学校第３学年），東京都「児童・生徒の学力向上を図るための調査」（小学校第５学年，中
　学校第２学年），調布市学力調査（中学校第１学年）を実施した。
○東京ベーシック・ドリルの活用
・習熟度別指導において活用し，児童・生徒のつまずきに応じた立ち戻る指導を行った。

○尐人数指導講師を配置し，低学年の算数を中心とした個に応じた指導を行うことにより，児童の学習への取組や自らの考
　えを表現する方法に伸長が見られた。また，学習規律の定着とともに，学力の伸長に結びつけることができた。
○基礎学力を身に付けさせるための調布市ベーシック・プランを各学校が作成し，特に，東京ベーシック・ドリル及び調布
　ステップアップワークの計画的な活用を図り，児童・生徒の学習習慣の定着を図ることができた。
○各校が学力調査を分析し，課題を抽出することで，具体的な授業改善方法を立案した授業改善推進プランを作成すること
　ができた。プラン取組後，教務主任会で情報交換を行い，他校の取組改善のきっかけとすることができた。３月には授業
　改善推進プランの検証を実施し各校の成果と課題をまとめ，次年度の改善につなげた。

３　点検・評価　（ＣＨＥＣＫ）

②　平成２６年度の取組成果・取組効果

事業の目的（ねらい）・目標に即した成果や効果がほとんど得られなかった。（達成率19％以下）

②　課題
○東京方式尐人数・習熟度別指導ガイドラインを踏まえた各学校の組織体制の構築と計画に沿った運用を図る。
・各学校の推進（担当）教員の意識の向上を図る。
・各学校の組織体制が構築されているかの進行管理を行う。
・各学校としての推進計画の作成をする。

４　今後の方向性（具体的な改善策）　（ＡＣＴＩＯＮ）

①　目的達成度評価

評価 Ａ 事業の目的（ねらい）・目標に即した成果や効果が十分得られた。（達成率80％以上）

Ａ
Ｂ

①　課題を踏まえた今後の取組（具体的な改善策）
○東京方式尐人数・習熟度別指導ガイドラインを踏まえた各学校の組織体制の構築
　と計画に沿った運用を図ること
・推進（担当）教員の意識の向上を図るため，年3回の尐人数・習熟度別指導連絡
　会を実施し，指導主事等からの連絡や各学校ごとの情報交換等を設定する。
・各学校における尐人数・習熟度別指導の進行管理を行うため，定期的に指導主事
　等による授業観察を実施する。
・小学校において，単元ごとの習熟度別単元指導計画の作成を，平成２８年３月ま
　でに各学校に作成するよう指導する。
・尐人数指導講師を配置する教科を算数，数学に加えて，英語も対象として，習熟
　の程度に応じた指導の充実を図る。

継続（現状維持）

拡　充

見直し（手法等）

廃　止（縮小）

②　事業展開
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Ｂ

①　課題を踏まえた今後の取組（具体的な改善策）
・理科支援員を活用し，効果的なOJTによる研修を引き続き推進するとともに，さら
　なる研修の機会を増やす。
・中学校教科書採択を踏まえ，中学校数学科におけるステップアップワークを新たに
　改訂・編集する。また，ステップアップワーク活用実態調査を行い，効果的な活用
　をしている学校の取組事例を他校へ紹介するなどし，調布市の学力向上施策に反映
　させる。

継続（現状維持）

拡　充

見直し（手法等）

廃　止（縮小）

②　事業展開

②　平成２６年度の取組成果・取組効果

事業の目的（ねらい）・目標に即した成果や効果がほとんど得られなかった。（達成率19％以下）

②　課題
・都の学力調査では，算数（数学）及び理科の都の平均正答率を超え，概ね高い水準となっているが，小学校理
　科における「読み解く力」の「知識・理解」，中学校数学における「読み取る力」の「解決する力」が都の平
　均をやや下回っており，さらなる総合的な対策が必要である。
・小・中学校におけるステップアップワークの効果的な活用方法について，検討する必要がある。

４　今後の方向性（具体的な改善策）　（ＡＣＴＩＯＮ）

①　目的達成度評価

評価 Ａ 事業の目的（ねらい）・目標に即した成果や効果が十分得られた。（達成率80％以上）

Ａ

○算数・数学及び理科の授業改善を図る指導体制の整備
・全ての児童・生徒が，理科や算数・数学の学習を通して，学習指導要領で求められている資質や能力を身に付けることが
　できるようにすることを目標とする。
・小学校高学年の理科で，理科支援員を配置し，授業環境整備や観察・実験等の授業が安全に実施をできるよう支援を行
　う。
・市内小学校第５・６学年の理科に興味・関心を持つ児童を対象に，科学センターのセンター員として選出し，化学・物
　理・地学等に関わる講座を通じて，感受性豊かな心と探究する心を育成するなど，理科教育の充実を図る。

事業の目的（ねらい）・目標に即した成果や効果が概ね得られた。（達成率79％～50％）

Ｃ 事業の目的（ねらい）・目標に即した成果や効果が一部得られた。（達成率49％～20％）

D

２　取組実績，取組成果・取組効果　（ＤＯ）
①　平成２６年度の取組実績
○尐人数指導講師及び理科支援員を全小学校に配置
○尐人数指導連絡会を開催（３回）
○理数フロンティア校実施校（布田小学校及び第四中学校）において，理数教育地区公開講座（６回），地域又
　は校内の教員対象の研修会（２回）及び電気通信大学との連携事業（１回）を実施するとともに，効果的な教
　材及び指導方法の開発に努めた。
○科学センターでは１４講座を実施。うち２講座では現地学習（富士・箱根，国立科学博物館）を実施。
○算数・数学のステップアップワーク問題作成委員会を開催（２回）

・尐人数指導講師を配置したことにより，低学年の算数指導において，児童の状況に応じたきめ細やかな指導を
　行うなど，指導を充実させることができた。
・理科支援員を配置し，授業環境の整備や実験補助等を行うことで，授業に関する環境の改善や実験等を安全に
　実施できるなど，より円滑な授業展開を行うことができた。
・都の学力調査で，特に小学校算数，中学校理科における「学習指導要領」に関する全ての平均正答率が都の平
　均正答率を上回った。
・理数フロンティア校実施校において，教材開発や指導の工夫等の研究により，科学的な思考力の向上を図るこ
　とができた。また，教員等の研修会や研究等により，教員の意識向上や効果的な指導方法・教材の開発等を他
　校に周知するなど情報共有及び連携強化を図ることができた。
・小学校において，平成２７年度から使用する教科書に対応したステップアップワークの問題を改訂し，編集す
　ることができた。

３　点検・評価　（ＣＨＥＣＫ）

9 事業区分
市基本計画

事業
行革プラン その他

１　事業の目的（ねらい）・目標　（ＰＬＡＮ）

ＮＯ．
施策 確かな学力の育成

主要事業評価シート

2

事業名
ＮＯ．

理数教育の推進
事業主管課 指導室
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ＮＯ．
施策 確かな学力の育成

主要事業評価シート

2

事業名
ＮＯ．

学校図書館の活用の推進
事業主管課 指導室

10 事業区分
市基本計画

事業
行革プラン その他

１　事業の目的（ねらい）・目標　（ＰＬＡＮ）
○学校図書館活用の取組
・学校図書館専門嘱託員を配置することで，図書の購入，点検，整理等を行うとともに，本の貸出，レファレ
　ンスサービス，本の読み聞かせを行い，学校図書館を活用した学習活動や読書活動の向上を図る。
・学校図書館専門嘱託員を対象とした研修等を実施し，資質・能力の向上を図る。
・学校図書館支援センターが学校図書館業務に関する質問等の対応，学校図書館運営に対する助言を行うこと
　で，円滑な運営と利用促進を図る。

事業の目的（ねらい）・目標に即した成果や効果が概ね得られた。（達成率79％～50％）

Ｃ 事業の目的（ねらい）・目標に即した成果や効果が一部得られた。（達成率49％～20％）

D

２　取組実績，取組成果・取組効果　（ＤＯ）
①　平成２６年度の取組実績
○学校図書館専門嘱託員の配置と研修の実施
・市立小・中学校全校に学校図書館専門嘱託員を配置した。２９人（上ノ原小学校は２人体制）
・学校図書館専門嘱託員の勤務時間について６時間勤務の者を配置する学校を２校から５校に増やした。
・学校図書館専門嘱託員を対象とした研修を開催した。（年４回）
・学校図書館専門嘱託員作成の小・中学校別全校共通推薦図書リスト編集のため，検討作業を通じて，図書評
　価の共通理解を図った。（年３回）
・学校図書館専門嘱託員１名が調小研学校図書館部会に毎回参加し，研究・協議内容を全校に配信し，情報の
　共有化を図った。（年１０回）
○学校図書館支援センター機能の充実
・学校図書館専門嘱託員連絡会を開催し，図書館運営に資する情報提供と情報交換を図った。（年５回）
・全校の購入予定リストを発注前に確認し，蔵書の適正化を図った。（確認冊数２０,３６１冊）
○公立図書館と連携したレファレンスの実施（調べ学習の支援，読書の動機づけ等）
○学校図書館専門嘱託員と司書教諭との連携による読書活用の推進（全校共通図書推薦リスト作成，本の紹介）

・学校図書館専門嘱託員の６時間勤務校が増えたことにより，児童の読書指導・学習指導が充実した。
・学校図書館専門嘱託員の希望を生かした研修を実施したことにより，研修復命書の研修成果について，参考
　になった，自校でも実施したいとの意見が多数あり満足度が高かった。
・学校図書館専門嘱託員は，１校を除き１人職場であるが，全校共通の推薦図書リスト作成作業を通じて，図
　書選定能力の向上と図書評価の共通理解が図れ有益であった。
・公立図書館から調べ学習図書（１，９８５冊）を借用し，学習活動を支援した。
・学校図書館専門嘱託員と教員との情報共有化等の連携により，小学校の授業展開で図書室利用が増えた。
　４５３回（前年４４９回）
・年５回の学校図書館専門嘱託員連絡会を開催し，円滑な学校図書館運営が実施できた。

３　点検・評価　（ＣＨＥＣＫ）

②　平成２６年度の取組成果・取組効果

事業の目的（ねらい）・目標に即した成果や効果がほとんど得られなかった。（達成率19％以下）

②　課題
・学校図書館専門嘱託員の６時間勤務校が，第一小，杉森小のほかに，若葉小，北ノ台小，多摩川小と５校に
　増えたが，まだ，学校図書館の運営状況及び児童・生徒数の増加等により現在の配置条件では勤務状況が困
　難になってきている学校がある。
・学校図書館専門嘱託員の経験や能力に差があり，研修アンケート結果から研修希望が多岐にわたるため，研
　修の機会の充実が必要である。
・学校図書館専門嘱託員と教員との合同研修会は，教員の参加者が３人と尐なく，開催日の設定に課題があっ
　た。調小研図書館部会と事前に調整する必要がある。

４　今後の方向性（具体的な改善策）　（ＡＣＴＩＯＮ）

①　目的達成度評価
評価 Ａ 事業の目的（ねらい）・目標に即した成果や効果が十分得られた。（達成率80％以上）

Ａ
Ｂ

①　課題を踏まえた今後の取組（具体的な改善策）
・学校図書館の経営状況及び学校図書館専門嘱託員の意向を踏まえながら，６時間勤
　務の学校図書館専門嘱託員配置校を拡大する。
・年５回の学校図書館専門嘱託員連絡会の内容を見直し，事務連絡会に併せて研修を
　実施する。また，合同研修会は日程等を調小研図書部会と十分に調整する。
・事務連絡会や研修会等を通じて，各教科における学校図書館の利用事例を紹介し，
　学校図書館の活用の推進を図る。
・市立小・中学校全校で図書標準を達成するよう学校図書館の整備について確認し，
　指導する。

継続（現状維持）

拡　充

見直し（手法等）

廃　止（縮小）

②　事業展開
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