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【要旨】

子どもの読書活動を促進していくためには，地域・家庭と学校の連携が必要である。本稿で

は，読み聞かせボランティアの全国実態調査の分析から，読み聞かせボランティアの現状とその

問題を明らかにし，解決策を考察し，子どもの読書活動を活性化する具体的な方策を提案した。
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� 本稿の目的

本稿の目的は，子どもの読書活動を促進する

方策を考察することである。子どもの読書行為

は学校だけで行われるわけではない。地域や家

庭の大人の多くは，子どもたちが読書するのを

歓迎し，かつ「手を貸したい」と思っている（１）。

しかし，どのように手を貸せばよいのかが分か

らないことが多い。そこで本稿では，子どもた

ちの読書の現状および問題を明らかにすること

で，その具体的な手の貸し方を提言しようとす

るものである。

� 読み聞かせボランティア調査の背景

と仮説

現状や問題を明らかにする方法として，読み

聞かせボランティアの全国調査を用いる。

読み聞かせボランティアは，我が国の読書指

導の新しい潮流（２）の一つである。筆者は読書指

導全般を研究対象としているが，読み聞かせボ

ランティアの研究の直接的契機は，山形大学教

育学部附属中学校が平成１１・１２年度の学校図書

館ボランティア活用実践研究校に指定され，担

当の西村仁美教諭（当時）に協力を依頼された

ことであった。そこでは，その実践を観察しな

がら，欧米の研究を紹介し理論的な裏づけを試

みた（３）。また，全国各地の実践校を見学し，ボ

ランティアにインタビューした。平成１３年度に

は，読み聞かせの効果についての実験的な研究

を行い（４），筆者自身が読み聞かせボランティア

を経験した。平成１４年度は，公開講座の形で，

読み聞かせボランティアを養成し（５），受講者の
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声から，読み聞かせボランティア実施上の問題

を把握した。以上のことから，筆者は読み聞か

せボランティアについて，次のような仮説を持

つにいたった。

１．読み聞かせボランティアは，最近５年

間で，急激に増加している。

２．一方で読み聞かせボランティアをやめ

た学校もある。その場合は，読み聞かせ

ボランティアについて，問題を感じてい

る。

３．都市と地方とでは，地方では読み聞か

せボランティアの実施に消極的である。

その理由の一つとして，地方ではボラン

ティアの人材の確保が難しいことが挙げ

られる。

４．読み聞かせボランティアには様々な形

態がある。

４―１．保護者，地域住民など様々な

人々がボランティアを行ってい

る。

４―２．ボランティアが読み聞かせを

行っている子どもの単位（人数・

規模）は学校による。

４―３．読み聞かせボランティアの頻度

も学校による。

４―４．読み聞かせボランティアに費や

す時間も学校による。

５．読み聞かせボランティアは，低学年に

集中しやすい。

６．読み聞かせボランティアを実施するに

は，読み聞かせるための本が存在しなけ

ればならない。その入手方法がボラン

ティアという制度を維持するための鍵と

なっている。

７．読み聞かせボランティアを行っている

学校は，他の読書活動も促進している。

この仮説を確かめるために，平成１４・１５年度

の研究として読み聞かせボランティアの実態の

全国的調査を行った（６）。調査から，読み聞かせ

ボランティアおよびその他の子どもの読書活動

に対する現状や問題を明らかにすることができ

た。本稿では，その結果を用いながら，また，

成功例を紹介することで，現状と解決策を提示

する。

� 調査の実際

平成１４年１１月に，調査依頼と質問紙を含む往

復葉書を送付した。質問項目は，先述の仮説を

踏まえて，資料１のように作成した。質問項目

は，ボランティアを実施している学校の教師を

回答者と想定して作成され，実際には，校長や

図書館担当の教師が回答した。送付は，『全国

学校総覧』（７）から無作為抽出した全国の公立・

私立の小学校・中学校５，０２１校のうち，休校中

７２校を除く４，９４９校に対して行われ，平成１５年

２月までに２，６１５校から返信があった。休校中，

宛先不明，データとして不十分の返信２１校を除

く，有 効 回 答 数 は２，５９３で あ り，回 答 率

は，５２．６％である。

� 調査の結果と考察

ここでは，先に掲げた仮説の順番に基づい

て，調査の結果を検討する。

１ 読み聞かせボランティアの増加傾向

「貴校では読み聞かせボランティアをやって

いますか。」の問いに対しては，２，５９３校の小・

中学校のうち，１，２４５校（４８．０％）が「はい」

と回答した。「いいえ」は，１，２９４校（４９．９％），

「やっていたが今はやっていない」が４７校

（１．８％），なお，６校（６．２％）「これから行う」

が，調査紙の回答項目にはないので，「いいえ」

に含めることとする（１，２３０校，５０．０％）。

ただし，学校の種類で見ると，小学校は
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６４．０％の実施率，中学校７．５％と大いに違う。

その原因について，中学校が回答者の自由記述

欄には，次のような意見が多数みられた。

・小学校までは大切なことと考えるが，中

学生以上では，“聞かせ”よりも自ら読

むことが大切。

・読書週間を利用してボランティアの方に

よる読み聞かせを１年生対象に行ってい

ます。内容は小学生でも楽しめるような

ものですが，朝の忙しい時間にホッとで

きる時間のゆとりを持つことで，生徒達

も落ち着いて１日生活することができま

す。中学校での読み聞かせは時間をどこ

でつくるか難しい。

・（中学校での）具体的なとりくみ例を知

らないので，このようなボランティアの

活動例をもっと広報をお願いします。

まず，読み聞かせは小学生に対するものとい

う意見がある。中学生に有効であったとして

も，文字を十分に読めない小学１年生と，読め

る中学生とでは，その意義が異なってくる可能

性があるし，他の活動の意義も視野に入れなが

ら研究する必要がある。もう一つには中学校に

おける，物理的な時間の確保の難しさである。

中学校は教科担任制で，読み聞かせをカリキュ

ラムに位置づけるには，全教員の了解が必要で

ある。だが，実際のやり方がわからないという

意見も多かったので，本稿では，中学校での成

功例の紹介し，解決策を提示する。

読み聞かせボランティアを実施している学校

に，何年前から実施しているかを尋ねた解答

（記入なしを除く）は，今年度（平成１４年度）

が２５７校（２０．６％），昨年度が２６０校（２０．９％），２

年前が１５５校（１２．４％），３年前が１６７校（１２．９

％），４年前が１０２校（８．２％）であり（残りは

記入なし），読み聞かせボランティア実施校が

順調に増加してきたことが分かった。このう

ち，過去３年間（今年度・昨年度・２年前）を

合計すると５０％を超える。最近，読み聞かせボ

ランティア実施校が増加したということが明ら

かになった。

２ 読み聞かせの増加傾向に対する意見

質問項目の問１２で，読み聞かせボランティア

が増加している傾向に対してどう考えるかを尋

ねた結果は，その学校で行っているかどうかに

関わらず，「よい傾向だと思う」が，９１．８％

（２，３８０校）と圧倒的多数である。「よい傾向で

あると思うが他の取り組みの方がよい」は１．９％

（４８校），「よい傾向ではない。むしろ，教師が

読み聞かせをすべきである。」は１．０％（２７校），

「よい傾向ではない。」は０．３％（８校）であっ

た。しかし，これを小・中学校別に見てみる

（図１）と，わずかではあるが，中学校のほう

が他の活動を望む割合が高くなっている。ま

た，同じ質問について，実際に自分の学校で読

み聞かせボランティアを実施しているかどうか

を聞いた問１とのクロス集計は，図２のような

結果となった。これもわずかではあるが，読み

聞かせボランティアを経験してやめた学校のほ

うが，他の取り組みを望んだり，よい傾向では

ないと考えたりする割合が高くなっている。

自由記述からは，次のような意見が多数見ら

れた。

・読書指導（ボランティア含む）の取組に

より，読書好きの子供が増えたと思う。

ボランティアのわがもっと広がるといい

ですね。

・本校では，朝読書が読書活動の中心であ

り，読み聞かせはまったくやっていない

し，ボランティアの方にも来ていただい

ていないが，中学生にとっても非常に良

いことだと思うので，機会があれば，お
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願いしてみたい。

３ 読み聞かせボランティアの地域差

読み聞かせボランティアの実施に地域差はあ

るか。これは，筆者が様々な学校の読み聞かせ

ボランティアを観察したときに，都市では比較

的読み聞かせボランティアをしたいと願い出る

保護者が多いが，地方では，教師がボランティ

アを募集するのに苦慮している実例を見たこと

からきている。ボランティアの実施校数を県別

に集計してみた。しかし，県によってはサンプ

ル数が１００を下回ってしまうので，そのデータ

をもとに県別実施率を百分率で出すのは，統計

的に問題があると思われる。そこで，地方別に

集計してみた（図３）。

北海道・東北・四国では，実施率がやや低い

結果が出た。都市が特に高いという結果はな

かったが，地方で低い傾向はあるようである。

読み聞かせボランティアになるためには，時間

的な余裕がなければならないし，ボランティア

図１ 読み聞かせボランティアが増加していることに対する意見

図２ 読み聞かせボランティアが増加していることに対する意見（その２）
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活動や子どもの読書活動に対する関心がなけれ

ばならない。また，人前に出て話をしたり本を

読んだりすることに対しての抵抗もある。これ

らのことと地方別の生活スタイルや県民性の違

いなどは，今後研究していく必要がある。これ

らとあわせて，今回の調査では質問項目に加え

ていないが，学校の規模（学校における子ども

の数）も調査すべきであった。なぜなら，

・全校児童１４名と極小規模校なので，ボラ

ンティアがあつまりにくい状況がある。

・読み聞かせボランティアの人数を増やし

たい。ゆとりのある人数で活動すること

で，忙しい保ご者の方々が負担にならず

に取り組んでいただきたいのですが，現

状は仕事等の都合で不可能のようです。

というような自由記述が散見されるからであ

る。人材確保の難しさが読み聞かせボランティ

アの実施を阻んでいる場合には，人材の発掘な

どを行っていく必要がある。

４ 読み聞かせボランティアの実態

ここでは，読み聞かせボランティアといって

も，様々な実態であることを明らかにする。

� ボランティアを行っている主体

誰かがボランティアを行っているかを問うた

ところ，在校生保護者６２．１％，卒業生保護者

１３．２％，地域住民５２．１％という結果になった。

「その他」の欄には，読み聞かせボランティ

ア・サークルの名前，元教員，学区外の住民，

市立図書館員，などが記されていた。自由記述

欄には，次のような問題や意見が記されてい

た。

・ボランティアをしていただく人材の発掘

ができていない。

・地域でボランティアが行えればよいと思

凡例 １読み聞かせボランティアをやっている

２読み聞かせボランティアをやっていない

３読み聞かせボランティアをやっていたが今はやっていない

図３ 地方別読み聞かせボランティア実施率
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うが，それだけでは集まらないので，他
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・質も問題なのですよ。断りきれないし。

・読み聞かせボランティアの学ぶ場がある

とよいと思う。

読み聞かせボランティアの質の向上は，量

（人数）の確保と同様に，重要な問題である。

今後，ボランティア自身が研修できる場を作っ

ていくことが必要である。今回の調査では様々

な形の研修制度が示されているので，後で，解

決策として紹介する。

� 読み聞かせを聞く子どもの単位

読み聞かせボランティアは，何人ぐらいの子

どもに対して，読み聞かせを行っているのであ

ろうか。「読み聞かせはどのような単位で行わ

れていますか。」の問いに対しては，複数回答

可で，図４のようになった。筆者は学級単位が

多いだろうと予想していたが，教室以外の空間

を必要とする希望者のみも相当数存在すること

が分かった。

� 読み聞かせの頻度

読み聞かせの頻度については，「週に何回」

もしくは，「何ケ月に１回」という形で問うて

みた。年に１回が１３４校（１０．８％），２回が７８校

（６．３％），３回（すなわち１学期に１回）が３６

校（２．９％），４回が５４校（４．３％），６回が４４校

（３．５％）である。月１回が３００校（２４．１％），２

週間に１回が１６１校（１２．９％），週１回が３５１校

（２８．２％），週２回が７９校（６．３％），週３回が１４

四校（１．１％），週４回以上が７校（０．６％）で

ある。月１回か週１回のペースが多いようであ

るが，学校によって様々であることが裏付けら

れた。ただし，「年３回の読書週間中ほぼ毎日」

などのように，行事との関係を示唆する回答も

あった。

� 読み聞かせの時間

１回の読み聞かせに費やす時間は，５分以内

が０．４％，１０分が１５．８％，１５分が２９．７％，２０分

が１７．０％，２５分が４．２％，３０分が１０．８％，４５分

が１６．１％，１時間以上が１．２％であった。１５分

以内が多く半分に迫る状態で，各学校で時間を

作り出すことの難しさを示している。中には，

少数意見ではあるが，「年に３回１時間，普段

は１週間に１回１０分」のように，長い時間をと

る場合と，頻度を優先させる場合を組み合わせ

ている学校もある。この例などは，読み聞かせ

の時間を確保の工夫として，参考にできるもの

図４ 読み聞かせを聞く子どもの単位
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である。

５ 読み聞かせボランティアと学年

先の調査結果から，読み聞かせボランティア

は小学校では多く行われている（６４．０％）が，

中学校ではあまり行われていない（７．５％）こ

とが分かったと述べた。それでは，学校の中で

はどうだろうか。図５及び図６は，それぞれの

学校での学年ごとの実施数を示したものであ

る。これらを見ると，校種にかかわらず，下の

学年ほど多く行われている。

６ 読み聞かせボランティアに用いられる本

読み聞かせに用いられる本は誰が所有してい

るか複数回答可で尋ねたところ，ボランティア

の私物が７３．１％，学校図書館が５６．４％，公立図

書館が５６．３％と多く，教諭の私物は６．７％と少

なく，学級文庫も５．８％であった。現時点では，

ボランティアが読み聞かせられる本を持ってい

ることが必要だ。一方，かなり利用されている

図５ 学年別読み聞かせボランティアの実施校数（小学校）

図６ 学年別読み聞かせボランティアの実施校数（中学校）
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学校図書館・公立図書館で読み聞かせに向いた

本を購入されれば，読み聞かせボランティアの

振興に役立つであろう。

誰が主に選書しているかについては，８９．１％

がボランティア自身であるという結果になっ

た。３．２９％が教師，１．０％が児童・生徒である。

現時点では，ボランティアが本を探してきて

持ってきて，子どもがそれを受け入れるという

形になっている。そうであるならば，短期的に

は，ボランティアに選書のための研修機会を提

供できることが望ましい。しかし，長期的に

は，教師や子どもが選書に加わっていけるよう

なことも重要であると筆者は考える。本の所有

も，ボランティアの私物だけでなく，他の機関

のものが用いられるのが望ましいと考える。な

ぜなら，教師も選書に加わって，本に対する知

識・情報を増やすと，授業の改善も期待できる

からである。

本の選択者と所在の二つについて，クロス集

計を試みた（図７）。この図で興味深いのは，

教師が主に選書をしている学校では，学校図書

館所有の本が多く用いられるという点である。

逆に，読み聞かせボランティアは，学校図書館

よりもむしろ公共図書館を用いている。教師

が，選書に加わることは，学校図書館を充実さ

せるためにも必要なことである。また，ボラン

ティアが一方的に本の所有についての経済的な

負担を持っている現状は，改善すべきである。

さらに，ボランティアの負担を軽減するため

には，読み聞かせに向いた本のリストなどを筆

者のような研究者が作成するとよいと考える。

たとえば，アメリカやイギリスでは，教師や親

に対して，優れた本を紹介する機関（図書館，

雑誌など）が多く存在する。それらは非常に有

効で，忙しい親や教師の読書指導の大きな助け

となっている。

７ 読み聞かせボランティアとそれ以外の読書

活動の関係

今回は，読み聞かせボランティア以外にどの

ような読書活動を行っているかも調査した。そ

の結果を表１に示す。読み聞かせボランティア

よりもむしろ盛んに行われているのは，朝の読

書（朝の１０分間読書といわれることが多いが，

昼に行っている場合でも，１０分間でない場合で

も含めている）で，それを行っている学校は，

回答のあった小学校のうちの７７．５％，中学校の

うちの６２．１％にものぼる。

しかし，さらに興味深かったのは，読み聞か

せボランティアとのクロス集計（図８）である。

図７ 本の選択者と所在のクロス集計

４８ 国立オリンピック記念青少年総合センター研究紀要，第４号，２００４年
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これをみると，読み聞かせボランティアを行っ

ている学校のほうが，他の活動についても積極

的に行っているということがいえる。これだけ

では，読み聞かせボランティアを行うと，他の

活動も活発に行えるといった，因果関係までは

証明できないが，読み聞かせボランティアを

行っている学校は，子どもの読書を促進するよ

うな活動を数多くやっているということはいえ

る。地域・家庭と連携した読み聞かせボラン

ティアは，子どもの読書促進に期待のできる方

法であるといえよう。

� まとめと振興策の提示

１ 仮説に対するまとめ

もう一度，最初に立てた仮説についてこの調

査で明らかになったことを振り返りながら，今

後の対策を考察する。まず，仮説についての調

査結果をまとめながら，提案すべき振興策の論

点を整理する。（以下のカッコ内の数字は対応

している仮説の番号，下線は後に提案する振興

策の内容である。）

読み聞かせボランティアは，最近５年ほどの

うちに急激に増加してきた�。しかし，わずか

ながら，やめたという学校もある�。読み聞か

せボランティアの取り組み自体が新しくて珍し

表１ 読み聞かせボランティア以外の活動
（校）

小学校 中学校 合 計

朝 の 読 書 １，４４１ ４５６ １，８９７

ブックトーク ２４８ ５２ ３００

紙 芝 居 ４１３ １０ ４２３

パネルシアター ２１６ １０ ２２６

アニマシオン ７３ ９ ８２

読 書 会 ８５ ２３ １０８

親 子 読 書 １８２ ６ １８８

そ の 他 ２６３ ７１ ３３４

１，８５９ ７３４ ２，５９３

図８ 読み聞かせボランティアの実施の有無と他の読書活動

足立：地域・家庭と学校の連携を通した子どもの読書活動振興方策 ４９



いという時期はすでに終わった。今後は，それ

を質的に高めるための方法を考察する時期に来

ている。そのためには，ボランティアの研修を

どう行っていくかが重要である。後に，ボラン

ティアの研修についての提案を行う。

都市部のほうが読み聞かせボランティアが行

われており，地方のほうが行われている割合が

低い�。その理由としては，地方ではボラン

ティアの人材の確保が難しいことが挙げられ

る。したがって，本稿では，ボランティアの人

材を確保するための工夫を提示する。

読み聞かせボランティアには様々な形態があ

る�。このことは，読み聞かせボランティア

が，地域や家庭および学校の実情に合わせて弾

力的に用いることのできる方法であることを示

している。一方で，読み聞かせボランティアを

促進していくための方策は，様々でなければ，

その実情に合わせることができないという面を

持つともいえる。

読み聞かせボランティアは低学年ほど盛んで

あった�。小学校高学年や中学校の読み聞かせ

の意義については，他の読書活動との関係も視

野に入れて，研究する必要がある。

読み聞かせに用いられている本は，ボラン

ティアが選んだボランティア自身の私物である

ことが多かった�。読書指導の効果の点から

も，子どもが教師にも本を選ぶ機会が与えられ

ることが望ましいし，金銭的な負担の点から

も，学校図書館や公立図書館が充実することが

必要である。後で，本の入手方法についての提

案を行う。

読み聞かせボランティアを行っている学校

は，概して，他の活動も数多く取り入れている

�。そこで，本稿では，読み聞かせボランティ

アをどのように展開させるかを中心にしなが

ら，他の読書活動も促進できるような方策の提

案を行う。

２ 読み聞かせボランティアを中心にして，子

どもの読書活動を振興させていくための方策

の提案

� ボランティアの研修について

読み聞かせボランティアは，読み聞かせの計

画の仕方・選書の仕方・読み方・読み聞かせを

支える活動・他の読書指導との関係等につい

て，知識を得たり技術を磨いたりするような機

会が得られるようにする必要がある。例えば次

のような方法がある。

・平成１４年度に筆者らが行った公開講座のよう

なもの。大学および児童書店や図書館など

は，上に述べた研修内容をサポートできるス

タッフが多く存在するので，講師に加えると

よい。

・研修をサポートするボランティアを捜す。例

えば，筆者らが読み聞かせボランティアを始

めたときには，保護者の中からアナウンサー

の経験を持つ人を講師として，読み方の練習

を行った。読み聞かせボランティアができな

くても，研修をサポートするボランティアは

できるという人材が，数多く存在する。

・ボランティア同士，あるいは，その学校の教

師からの情報提供・交換が有効である。

・関連して，読み聞かせボランティア以外のボ

ランティアの活用や，ボランティア同士の連

携も重要である。読み聞かせボランティアを

支えるボランティアがいてもよい。例えば，

学校図書館の本の整理を主に行うボランティ

ア，本に対する情報を広く仕入れて選書を中

心に行うボランティアなどがいてもよい。本

調査の自由記述からは，学校図書館の管理，

本の整理と紹介，本の修理，選択授業での講

師などが，子どもの読書活動を支えている活

動例として挙げられていた。

� ボランティアの人材の確保について

読み聞かせボランティアの人材の確保に苦慮

している学校は，地方を含めて相当数あった。

５０ 国立オリンピック記念青少年総合センター研究紀要，第４号，２００４年



ボランティアを得るには，次のようなことが可

能である。（本稿は，地域・家庭と学校の連携

を目指すものであるが，ここでは教師が，ボラ

ンティアの人材連携のためにできることという

形で記述する。）

・保護者にはぜひ読み聞かせボランティアを依

頼したい。単に人材確保だけでなく，保護者

に，子どもの読書活動について関心を持って

もらうためにも，必要なことである。

・地域の公立図書館員にボランティアを依頼す

る。彼らは読み聞かせに対しての技術を持っ

ている上に，本に対しての豊富な知識を持っ

ており，実際に読み聞かせに使える本を数多

く所有している。これは，子ども自身が地域

の公立図書館に足を運ぶ契機となる可能性を

も期待できるものである。

・中学校であるが，同じ地区の小学校で読み聞

かせボランティアを行っている人に，来校を

依頼した例がある。

・保護者に読み聞かせボランティアを依頼する

場合，二段階構成とする。最初は，図書の整

理のようなボランティアを依頼し，その中で

読み聞かせに関心を持った人があれば，読み

聞かせボランティアを依頼する。

・子どもの読書に関心を持っている大学生は，

教員養成大学には多数存在する。注意深い研

修を経れば，大学生の読み聞かせボランティ

アは，子どもにとっても大学生にとっても大

きな意味を持つものになる。

・自由記述の中に，「読み聞かせのボランティ

ア休暇など法的な整備があれば，大変よい。」

という意見があった。筆者もこれに賛成であ

る。地方行政においては，特に，ボランティ

アが行いやすくなるような政策を強く要望し

たい。

・理想的には，複数の組織からボランティアが

構成されることが望ましい。それは，読み聞

かせボランティアを成功させるだけでなく，

幅広い視点から，子どもの読書活動を振興す

ることにつながっていくからである。

� 本の入手経路について

現状では，ボランティアの私物が用いられる

ことが最も多かった。しかし，理想的には，地

域の図書館，家庭，学校図書館全ての蔵書が充

実することが大切である。

・ボランティアが，公共図書館に読み聞かせに

適した本をリクエストする。公共図書館も住

民の読書活動（子どもの読書活動を含む）に

資する蔵書をそろえたいと考えている。リク

エストは，貴重な情報源である。

・読み聞かせに適した本のリストが必要であ

る。これは，筆者自身が行いたいと思ってい

る仕事の一つである。読み聞かせボランティ

アが学校によってさまざまな形で行われてい

ることが明らかにあったので，様々な可能性

を考えたリストを作成したい。

・読み聞かせボランティアが行えなくても，書

籍購入のための金銭的寄付や，書籍の寄付

が，子どもの読書活動を支援するボランティ

アの一種であることを徹底させていく。例え

ば，アメリカの公立図書館の一部は，金銭的

寄付によって運営されている。

・学校間及び地域との本の相互貸借の制度を確

立させる。本の活用の他に情報交換もでき

る。

� 他の読書活動との関係について

本稿で明らかにしたように，読み聞かせボラ

ンティアを行っている学校では，他の活動も頻

繁に行われていた。また，読み聞かせボラン

ティアそのものの効果以上に，読み聞かせボラ

ンティアというものが，家庭や地域の読書環境

に与える影響は大きいと考えられる。読み聞か

せボランティアの募集は，家庭や地域住民の読

書活動にも刺激を与える。自由記述でみられた

次の活動が，学校・地域・家庭で振興されるこ

とが望ましい。

足立：地域・家庭と学校の連携を通した子どもの読書活動振興方策 ５１



・読書会（これは，ボランティアの研修などに

おいても有効である。）

・本の展示

・パネルシアターなどのパフォーマンス

・朝の読書のような黙読の時間

・親子で本を話題にする時間

筆者は，読み聞かせボランティアは，一つの

起爆剤であると考えている。読み聞かせボラン

ティアというものが，地域・家庭と学校との連

携を生み出すなかで，子どもの読書活動が総合

的に促進されるのである。本稿では，実態調査

にもとづき，その問題を明らかにしながら，解

決策の提案を行った。
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資料１ 本調査の質問項目

読み聞かせ（読み語り）ボランティアに関するアンケート

指定がないものは，選択肢を○で囲んでください。

１．貴校では読み聞かせボランティアをやっていますか。

はい いいえ やっていたが今はやっていない

２．貴校では読み聞かせボランティアを何年前からやっていますか。

今年度 昨年度 ２年前 ３年前 ４年前 ５年以上前

３．だれがボランティアをしていますか。（複数回答可）

在校生保護者 卒業生保護者 地域住民 その他（ ）

４．実施している学年に○をつけてください。（複数回答可）

小学：１年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 中学：１年 ２年 ３年

５．読み聞かせはどのような単位で行われていますか。（複数回答可）

学級単位 学年単位 希望者のみ その他（ ）

６．読み聞かせボランティアはどこの本を使っていますか。（複数回答可）

学級文庫 学校図書館 公立図書館 教諭の私物

ボランティアの私物 その他（ ）

７．だれが本を選んでいますか。（最も多いもの１つに○）

児童・生徒 教師 ボランティア その他（ ）

８．読み聞かせボランティアは，どれ位の頻度で行われていますか。

週 回または ケ月に１回 （いずれかに数字を記入）

９．１回の読み聞かせボランティアは約何分ですか。

５分以内 １０分 １５分 ２０分 ２５分 ３０分 ４５分 １時間以上

１０．読み聞かせボランティア以外にあなたの学校で取り組んでいる読書活動がありますか。（複数

回答可）

朝の読書（自由読書，朝の１０分間読書，１５分間読書） ブックトーク 紙芝居

パネルシアター アニマシオン 読書会 親子読書 その他（ ）

１１．上記１０のうち，教師ではなく主にボランティアがしているものがあれば，書いてください。

１２．最近，読み聞かせボランティアが増えてきていることについてのあなたの考えのうち，もっと

も近いものに○を１つつけてください。

・よい傾向だと思う。

・よい傾向だと思うが，ほかの取り組みのほうがよい。

・よい傾向ではない。むしろ，教師が読み聞かせをすべきである。

・よい傾向ではない。

１３．貴校の読書指導の方針や特徴，読み聞かせボランティアに対するあなたの意見・要望等を自由

にお書きください。

足立：地域・家庭と学校の連携を通した子どもの読書活動振興方策 ５３


