
伊賀市子ども読書活動推進計画23年度実績　7P

活動単位：３．学校

方策 具体的方策 該当基本方針 所管課 事業内容 23年度事業予定 23年度実施内容 指標
23年度
目標値

23年度
実績値

自課評価
（Ａ～Ｄ）

Ｃ・Ｄ評価の理由を記載
20～23年度ま
での[累計]又は

直近値

24年度までの
[累計]又は24
年度目標値

備考

児童・生徒の多様な興味や関心、
要望に応える図書資料の整備・
充実を計画的に進めます。

読書の機会や場
所の整備・充実

学校教育課
希望図書の調査と購入を行いま
す。

児童・生徒の読みたい本や希望図書を
調査し購入します。

３２校の小中学校では、子どもたちの
希望を聞いて図書を購入しましたが、４
校は、教師が子どもたちに読ませたい
本を購入しました。

箇所数 36 32 Ｂ 32 36

本の紹介など読書に関係する情
報の提供を行います。

情報提供と広報啓
発の拡充

学校教育課 情報提供と広報啓発を行います。
学校だよりや図書館だよりで、図書に
係る情報を提供します。

３４校の小中学校が図書館だよりを発
行し、購入図書の紹介などの情報の発
信に努めました。

箇所数 34 34 Ａ 34 36

学校における
読書時間の充
実

朝の読書活動等を推進し、学校
における読書時間の充実を図り
ます。

読書の機会や場
所の整備・充実

学校教育課 朝の読書活動の充実を図ります。 朝の10分間読書を実施します。

電車通学者がいるため始業時間が遅
い１つの中学校を除いて、すべての学
校が「朝の10分間読書」を実施しまし
た。

箇所数 34 35 Ａ 35 36

学校図書館図
書標準の達成

学校図書館図書標準を達成でき
るよう、図書資料の整備を計画的
に進めます。

上野図書館・公民
館図書室・学校図
書館の連携と図書
資料の充実

学校教育課
図書資料の計画的整備を行いま
す。

計画的に図書資料を整備します。
３６校中１２校が学校図書標準に達成
していますが、十分とはいえません。

箇所数 32 12 C
学校図書標準に達し
ている学校が少ない。

12 15

図書業務に携
わる職員の充
実

司書教諭の配置に努め、全教職
員が連携し、子どもがいつでも利
用できるような学校図書館を目指
します。

子どもの読書に携
わる人材の育成

学校教育課 司書教諭の配置に努めます。

11学級以下の学校において、司書教
諭の配置に努めます。また、３名の学
校図書館司書を雇用し、各校を巡回さ
せます。

11学級以下の学校は２９校ありました
が、その内２０校に司書免許を持つ教
員を配置しました。学校図書館司書免
許を有する人材を確保できませんでし
たが、子ども達に読書に関心の高い３
名の方を雇用し各校を巡回させ、図書
館機能を活性化することができました。

箇所数 29 27 Ｂ 27 32

読書活動推進のための研修会を
開催します。

子どもの読書に携
わる人材の育成

学校教育課
読書活動推進のための研修会を行
います。

読書活動推進のための校内研修会を
開催します。

３６校中２８校で、読書活動推進のため
の校内研修会がもたれました。

箇所数 28 28 Ａ 28 29

読書活動推進に関する研修会や
情報交換会に積極的に参加でき
る環境を整え、教職員の指導力
向上を目指します。

子どもの読書に携
わる人材の育成

学校教育課
研修会等の案内を全職員に周知
し、参加を促します。

研修会等の案内を全職員に周知し、参
加します。

すべての学校で、図書館担当が、図書
館協議会主催の研修会などに積極的
に参加し、資質の向上に努めました。

箇所数 33 36 Ａ 31 36

自由に本に親しめるよう、外国語
図書の充実を図ります。

読書の機会や場
所の整備・充実

学校教育課 外国語図書の充実を図ります。
外国語図書を購入したり、上野図書館
等で借用したりして、充実させます。

外国籍児童生徒が在籍する学校２１校
の中で１３校が外国語図書を購入した
り、上野図書館等で借用したりして、充
実に努めました。

箇所数 21 13 C

外国語図書はあるが、新
しい本を追加するなど
の、十分な対応ができて
いない学校が多い。

13 29

外国籍の子どもたちが利用しや
すい施設環境の整備に努めま
す。

読書の機会や場
所の整備・充実

学校教育課
外国籍の子どもたちが利用しやす
い図書環境作りに努めます。

学校図書室等に外国語図書のコー
ナーを設けます。

外国籍児童生徒が在籍する学校２１校
の中で１３校で学校図書室等に外国語
図書のコーナーを設けています。

箇所数 21 13 C

外国語図書はあるが、特
設コーナーを設けるなど
の、十分な対応ができて
いない学校が多い。

13 29

障がいのある
子どもへの対
応

障がいに応じた蔵書や利用しや
すい施設環境整備に努めます。

読書の機会や場
所の整備・充実

学校教育課
利用しやすい施設環境を整えま
す。

すぐ読めるように利用しやすい読書
コーナーを設置、整備します。

３６校中３５校がすぐ読めるように利用
しやすい読書コーナーを設置、整備を
しました。

箇所数 36 35 Ａ 35 36

読書に関する相談窓口の充実を
図ります。

読書の機会や場
所の整備・充実

学校教育課
読書に関する相談の充実を図りま
す。

読書についてのアドバイザー担当を設
けます。

アドバイザー担当を設けることはできま
せんでしたが、すべての学校で、特別
支援教育コーディネーターや学級担任
が、障がいのある子どもへ働きかけ、
ニーズに応じた読書指導を進めまし
た。

箇所数 36 36 Ａ 36 36

読書活動推進
に関する情報
交換会や研修
への参加・開
催

子どもが行き
たい学校図書
館づくり

外国籍のこど
もへの対応

障がいのある
子どもへの対

【評価基準】
Ａ．計画通りに実行できた
Ｂ．ほぼ計画通りに実行できた
Ｃ．あまり計画通りに実行できなかった
Ｄ．計画通りに実行できなかった

20～23年度までの［累計］又は直近値
［累計］：20～23年度までの４年間の累計

直近値：23年度実績値

24年度までの［累計］又は24年度目標値
［累計］：20～24年度までの５年間の累計

24年度目標値：数値をそのまま記載
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方策 具体的方策 該当基本方針 所管課 事業内容 23年度事業予定 23年度実施内容 指標
23年度
目標値

23年度
実績値

自課評価
（Ａ～Ｄ）

Ｃ・Ｄ評価の理由を記載
20～23年度ま
での[累計]又は

直近値

24年度までの
[累計]又は24
年度目標値

備考

自主的に読書活動を行うことがで
きるよう、読書に対する興味を引
き出すよう努めます。

読書の機会や場
所の整備充実

学校教育課
興味を持たせる読書活動を実施し
ます。

読書の時間を確保し、読み聞かせや紙
芝居を行います。

３６校中３１校の小中学校が時間割の
中に「読書の時間」を設け、児童生徒
の読み聞かせや紙芝居を行いました。

箇所数 29 31 Ａ 31 36

家庭における
読書活動の啓
発

読書の楽しさや重要性を保護者
に認識してもらえるよう、子どもの
読書活動について啓発します。

情報提供と広報啓
発の拡充

学校教育課 情報提供と広報啓発を行います。
学校だよりや学級通信等で、児童・生
徒の読書活動の様子等を知らせます。

３４校の小中学校が「図書館だより」
「学校だより」「学級通信」等で、児童・
生徒の読書活動の様子等を知らせ、家
庭でも読書に取り組んでいただけるよう
働きかけました。

箇所数 34 34 Ａ 34 36

家庭や地域にある図書資料の有
効活用をはかり、本を大切にする
心を育みます。

上野図書館・公民
館図書室・学校図
書館の連携と図書
資料の充実

学校教育課
家庭にある図書資料の有効活用を
図ります。

家庭にある本（読み終えた）の寄贈を
呼びかけ、学級文庫等に活用します。

３６校中２４校の学校が、家庭や地域に
寄贈を呼びかけたところ、本の寄贈を
受け、図書館や学級文庫で活用しまし
た。

箇所数 25 24 Ｂ 24 29

市民ボランティアと連携し読み聞
かせやブックトーク等、児童・生徒
が読書に興味を持つような取り組
みを学校において展開します。

情報提供と広報啓
発の拡充

学校教育課
市民ボランティアとの連携活動を推
進します。

地域や保護者による読み聞かせやブッ
クトーク等の取り組みを行います。

３６校中２３校で、地域や保護者の方々
を招いて読み聞かせやブックトーク等
の取り組みを行いました。

箇所数 27 23 Ｂ 23 32

地域との連携

対
応

【評価基準】
Ａ．計画通りに実行できた
Ｂ．ほぼ計画通りに実行できた
Ｃ．あまり計画通りに実行できなかった
Ｄ．計画通りに実行できなかった

20～23年度までの［累計］又は直近値
［累計］：20～23年度までの４年間の累計

直近値：23年度実績値

24年度までの［累計］又は24年度目標値
［累計］：20～24年度までの５年間の累計

24年度目標値：数値をそのまま記載


