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Ⅰ　問題と目的

昨今，子どもの「活字離れ」や「読書離れ」

が声高に叫ばれ，子どもの読書活動の必要性

や重要性が学校教育や社会教育の場で再認識

されつつある。なかでも，子どもの「活字離

れ」，「読書離れ」に対する憂慮を背景に2001

年12月に成立した（1）「子どもの読書活動の推

進に関する法律」（以下，本稿では「読書活

動推進法」とする）施行以降，さまざまな取

り組みが施策レベル，実践レベルで展開され

ている。そこには，「読書活動推進法」にお

いて，政府の「子どもの読書活動の推進に関

する基本的な計画」（2002年8月策定）を基に，

都道府県や市町村が「子どもの読書活動推進

計画」を策定し，当該自治体内の学校教育，

社会教育の場で実践するように求めている

（努力義務：同法第9条）ことも影響していよ

う。すなわち，各自治体が自治体の実状に応

じて子どもの読書活動の推進に向けた積極的

かつ具体的な施策の計画化を図るよう求めて

いるのである。この「子どもの読書活動推進
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【要旨】

本稿では，都道府県が策定した「子どもの読書活動推進計画」を対象に，障害のあ

る子どもの読書活動に対する推進施策の現状を明らかにするとともに，今後の課題を

考察することを目的とした。
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計画」を策定することによって，各自治体単

位で明確な計画のもとに「学校」，「社会」，

「家庭」を通した統合的な読書活動を展開す

ることが可能になるというメリットがある。

その一方で，すべての自治体が計画を策定し

ているわけではなく，また，策定されたとし

ても計画の内容面で自治体間格差が存在する

という指摘（2）も見られる。

ところで，私たちが一般に子どもの読書活

動というとき，その前提にしているものは障

害のない子どもの読書活動だということに注

意しなければならない。従来，ややもすると，

障害のある子どもの読書活動が忘れられてし

まう傾向にあったのである。障害のある子ど

もの読書活動には，その子どもの障害や困難

に対応したきめ細やかな読書活動の支援が必

要であるにも関わらず，である。筆者らがす

でに指摘しているが，これまでの学校図書館

サービスをめぐる議論や研究動向を例にとっ

て考えても，盲学校，ろう学校，養護学校の

学校図書館サービスに関するものは皆無に等

しいのがわが国の実状であった（3）。これは，

公共図書館の児童サービスにおいても同様で

ある。しかし，このことは，障害のある子ど

もの読書活動が行われていないということを

意味するものではない。盲学校，ろう学校，

養護学校では，司書教諭や学校司書，その他

の教師たちが読書教育にたゆまざる努力をし

ているし，公共図書館でも司書や図書館ボラ

ンティアがさまざまな読書活動を行ってい

る。だが，これらの実践の多くは個人的努力

に頼る面が大きいゆえに，個別の実践報告な

どの形で公表される以外には知られこともあ

まりなく，表立った議論や研究の俎上にのぼ

ることも少なかったのである。これまで，行

政も研究者もこの問題の存在すら認知してい

なかったといっても過言ではあるまい。

さいわい，「読書活動推進法」を受けて策

定された政府の「子どもの読書活動の推進に

関する基本的な計画」では，「学校等におけ

る子どもの読書活動の推進」の項目において

「障害のある子どもの読書活動の推進」（4）が

盛り込まれ，また，「公共図書館の整備・充

実」の項目において「障害のある子どもの読

書活動を推進するための諸条件の整備・充

実」（5）が盛り込まれている。各自治体の「子

どもの読書活動推進計画」は，上述した通り，

「子どもの読書活動の推進に関する基本的な

計画」をもとに地域の実状を踏まえて策定さ

れるものであるから，障害のある子どもの読

書活動についても何らかの推進施策を盛り込

んでいる可能性が高いと考えられる。障害の

ある子どもの読書活動にとっても，転機をむ

かえつつあるといえそうである。

そこで，本研究では，都道府県が策定した

「子どもの読書活動推進計画」を対象に，障

害のある子どもに対する読書活動推進施策の

現状を明らかにするとともに，今後の課題を

考察することを目的とする。

Ⅱ　方法　

本研究では，2004年度末（2005年３月31

日）までに都道府県が策定した「子どもの読

書活動推進計画」を分析資料として用いた。

ここで，分析対象を都道府県に限定するのは，

市町村で同計画を策定しているところが2003

年度末で49自治体（全体の1.6％）に過ぎず，

また近日策定される見込みの市町村も１割程

度の261自治体にとどまっており（6），さらに

策定された市町村の地域分布にも偏りが見ら

れるためである。なお，分析資料は，2005年

３月10日から2005年３月31日にかけて収集

した。また，策定状況等に関する各都道府県

担当部局への事実確認や質問も，この期間内

に実施した。

分析内容は，（1）学校（学校図書館）にお

いて想定される読書活動の内容及びそれを推

進するための条件整備などの施策，（2）公共

図書館において想定される読書活動の内容及

びそれを推進するための条件整備などの施
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策，（3）その他（家庭や児童館，地域文庫な

ど）において想定される読書活動の内容及び

それを推進するための条件整備などの施策，

の３点とした。

Ⅲ　障害児に対する読書活動推進施策の現

状

１　「子どもの読書活動推進計画」の策定状

況について

「子どもの読書活動推進計画」の策定状況

を表１に示した。2004年度末までに「子ども

の読書活動推進計画」を策定していた都道府

県は47自治体中45自治体であった。策定して

いない山形県，高知県にあっては，2005年度

中の策定を目指して準備を進めているとの回

答を得た。

策定済みの45自治体の策定時期についてみ

てみると，秋田県が最も早く2002年11月に策

定している。2004年3月には20自治体で一斉

に策定されている。また，計画実施期間につ

いては，その期間をおおむね５年間に設定し

ている都道府県が39自治体と最も多く，この

うち，22自治体が2004年度から2008年度ま

での5年間，14自治体が2003年度から2007年

度までの５年間としている。このほか，期間

を７年間としている自治体（福島県，静岡県），

３年間や４年間としている自治体（宮崎県，

山口県）なども存在している。

２　学校（学校図書館）における障害のある

子どもの読書活動について

学校（学校図書館）における障害のある子

どもの読書活動について記述のある都道府県

は，45自治体中41自治体であった（表２）。

４自治体（青森県，奈良県，佐賀県，大分県）

については，記述がみられなかった。

では，記述のみられた41自治体について詳

しく見ていきたい。まず，障害のある子ども

の読書活動について，その活動内容を何らか

の形で記述している都道府県は34自治体であ

った。しかし，その記述は，「豊かな読書活

動」，「自主的な読書活動」など抽象的で曖昧

な表現にとどまる都道府県が多かった。なか

には，「障害の程度や発達の段階に応じた読

書活動」（福島県），「図書や絵本等を教材と

した様々な工夫をこらしての活動」（埼玉県），

「障害を原因とする困難や不安を改善・克服

するための読書活動」（長野県），「情緒の安

定や言語の獲得等，自立に向けての生きる力

の育成につながる有効な体験」（和歌山県）

などやや具体性のある記述も見られる。読書

活動の推進施策を立案，実施するためには，

読書活動の内容を具体的に想定し提示するこ

とが重要であるが，全体的には，この点が十

分になされていない実態が浮き彫りとなっ

た。そもそも，障害のある子どもの読書活動

といっても，視覚障害や聴覚障害，肢体不自

由，知的障害，健康障害（病虚弱）など，障

害の種類とそれに応じた読書に対するニーズ

（例えば，必要な図書資料の種類など）は多

種多様であり，こうした抽象的な表現でしか

括り得なかったのかも知れない。だが，それ

以前に，各都道府県の「子どもの読書活動推

進計画」の策定に関わった委員会のメンバー

に障害児教育や福祉の関係者が参画していた

都道府県がほとんどないことや，大分県のよ

うにメンバーの中に福祉関係者がいても学校

（学校図書館）における障害のある子どもの

読書活動についての記述が盛り込まれていな

いなど計画策定段階からの問題点も指摘でき

る。

つぎに，読書活動を推進するための施策に

ついて，何らかの形で記述している都道府県

は41自治体であった。読書活動を推進するた

めの施策としては，大きくは，学校が中心と

なって取り組むべきもの（41自治体が記述）

と行政（教育委員会事務局）等が中心となっ

て取り組むべきもの（17自治体が記述）の２

つに分けることができる。前者については，

校内の学校図書館の整備や図書資料の整備な
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表1 各都道府県における「子どもの読書活動推進計画」の策定状況

都道府県名 計画名 策定年月 計画実施期間 備考
北海道 北海道子どもの読書活動推進計画 2003年11月 2003年度～2007年度
青森県 青森県子どもの読書活動推進計画 2004年３月 2003年度～2007年度
岩手県 岩手県子どもの読書活動推進計画：いわて 2004年３月 2003年度～2007年度

子ども読書プラン　
宮城県 みやぎ子ども読書活動推進計画 2004年３月 2004年度～2008年度
秋田県 県民の読書活動推進計画 2002年11月 2003年度～2007年度
山形県 （未策定） 2005年度中策定予定
福島県 福島県子どもの読書活動推進計画：いのち 2004年３月 2004年度～2010年度

輝く「小さな読書人」育成プラン
茨城県 いばらき子ども読書活動推進計画 2004年３月 2004年度～2008年度
栃木県 栃木県子どもの読書活動推進計画 2004年２月 2004年度～2008年度
群馬県 群馬県子ども読書活動推進計画 2004年３月 2004年度～2008年度
埼玉県 埼玉県子ども読書活動推進計画 2004年３月 2004年度～2008年度
千葉県 千葉県子どもの読書活動推進計画 2003年３月 2003年度～2007年度
東京都 東京都子ども読書活動推進計画 2003年３月 2003年度～2007年度
神奈川県 かながわ読書のススメ：神奈川県子ども 2004年１月 2004年度～2008年度

読書活動推進計画
新潟県 新潟県子ども読書活動推進計画 2004年３月 2004年度～2008年度
富山県 富山県子ども読書活動推進計画 2003年11月 2003年度～2007年度
石川県 石川県子ども読書活動推進計画 2004年３月 2004年度～2008年度
福井県 福井県子どもの読書活動推進計画 2003年４月 2003年度～2007年度
山梨県 山梨県子ども読書活動推進実施計画 2005年３月 2005年度～2009年度
長野県 長野県子ども読書活動推進計画 2004年３月 未記載
岐阜県 岐阜県子どもの読書活動推進計画 2004年３月 未記載
静岡県 静岡県子ども読書活動推進計画：「読書県 2004年１月 2004年度～2010年度

しずおか」をめざして
愛知県 愛知県子ども読書活動推進計画：いきいき 2003年３月 2004年度～2008年度

あいちっ子を育むために
三重県 三重県子ども読書活動推進計画 2004年３月 おおむね5年間
滋賀県 滋賀県子ども読書活動推進計画 2005年２月 2004年度～2008年度
京都府 読書ではぐくむ京の子ども夢・未来：京都 2004年３月 2004年度～2008年度

府子どもの読書活動推進計画
大阪府 大阪府子ども読書活動推進計画：大阪府 2003年１月 今後5年間

子ども読書ルネッサンス
兵庫県 ひょうご子どもの読書活動推進計画 2004年３月 2004年度～2008年度
奈良県 奈良県子ども読書活動推進計画 2003年７月 2003年度～2007年度
和歌山県 和歌山県子ども読書活動推進計画 2004年３月 2004年度～2008年度
鳥取県 鳥取県子どもの読書活動推進ビジョン 2004年４月 2004年度～2008年度
島根県 島根県子ども読書活動推進計画：読書で 2004年３月 2004年度～2008年度

かがやくしまねの子
岡山県 岡山県子ども読書活動推進計画：おかやま 2003年３月 2003年度～2007年度

どんどん読書プラン
広島県 広島県子どもの読書活動推進計画：ことば 2003年11月 2003年度～2007年度

の力を育てる読書活動をめざして
山口県 山口県子ども読書活動推進計画：よろこび 2004年10月 2004年度～2007年度

の読書ネットワークをめざして
徳島県 徳島県子どもの読書活動推進計画 2003年11月 2003年度～2007年度
香川県 香川県子ども読書活動推進計画 2003年７月 2003年度～2007年度
愛媛県 愛媛県子ども読書活動推進計画 2004年３月 2004年度～2008年度
高知県 （未策定） 2005年度中策定予定
福岡県 福岡県子ども読書推進計画 2004年２月 2003年度～2007年度
佐賀県 佐賀県子ども読書活動推進計画 2004年３月 2004年度～2008年度
長崎県 長崎県子ども読書活動推進計画 2004年２月 2004年度～2008年度
熊本県 熊本県子どもの読書活動推進計画：肥後っ 2004年７月 2004年度～2008年度

子いきいき読書プラン
大分県 大分県子ども読書活動推進計画（おおいた 2004年２月 2004年度～2008年度

子ども夢ライブラリー計画）
宮崎県 宮崎県子ども読書活動推進計画：全県的な 2004年３月 2004年度～2006年度

展開に向けて
鹿児島県 鹿児島県子ども読書活動推進計画 2004年２月 2004年度～2008年度
沖縄県 沖縄県子どもの読書活動推進計画：五感に 2004年３月 2004年度～2008年度

響かせるE・E・Tプラン

（2005年4月1日現在）
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表2 学校（学校図書館）において想定される読書活動の内容及びそれを推進するための条件整
備などの主な施策

都道府県名
想定される
読書活動の内容

読書活動推進に向けた方策
（学校が中心となって取り組むもの）

読書活動推進に向けた方策
（行政・その他が中心となって取り組むもの）

北海道

青森県
岩手県

宮城県

秋田県

福島県

茨城県

栃木県

群馬県

埼玉県

千葉県

東京都

神奈川県

新潟県

富山県

石川県

福井県

山梨県

・豊かな読書活動の体験

・読書に親しむ

・豊かな読書活動の体験
・自主的な読書活動

・自主的に行う読書活動
・特別な支援を必要とする児
童生徒の障害の程度や発達
段階に応じた読書活動

・豊かな読書活動の体験

・豊かな読書活動の体験
・障害の状態に応じた読書活
動

・読み聞かせなどの活動

・図書や絵本等を教材とした
様々な工夫をこらしての活
動
→豊かな読書活動の体験
・自主的な読書活動

・読み聞かせ，ペープサート，
パネルシアター，読書発表
展などの活動
・読み聞かせ

・豊かな読書活動の体験
・障害のある子どもの読書習
慣を育むための活動
→読み聞かせ等
・豊かな読書活動の体験

・自主的な読書活動

・豊かな読書活動の体験
・児童・生徒一人一人の障害
に応じた読書活動

・障害に応じた読書活動の充実
・ボランティアの活用
・学校間等のネットワークの活用

・障害の状態に応じた本の選択と環境の工夫
・視聴覚機器の活用
・障害の状態に応じた図書資料の充実や環境の整備
→さわる絵本，布の絵本，パネルシアター等の充実や快適な読
書スペースづくり
・読み聞かせや点訳などを行う民間団体やボランティアとの連
携・協力の推進
・教育課程・時間割への「読書タイム」などの位置づけ
・児童生徒会活動の充実
・保護者や地域との連携
→家庭や地域での読書活動の啓発，家庭・地域と一体となった
読書活動の推進
・盲学校では点字図書や声の図書，聾学校や養護学校では一般
図書，絵本，映像資料の充実
・障害の状態に応じた選書や環境の工夫
・視聴覚機器の活用
・お話し会や読み聞かせの推進のほか，拡大読書器の整備，点
字併用本，拡大写本，紙芝居，さわる絵本，字幕付きビデオ，
録音図書，校内放送の活用促進
・障害の状態に応じた選書や環境の工夫
・視聴覚機器の活用
・視覚障害教育情報ネットワークの活用
・公共図書館との連携による大活字本や録音図書などの資料の
活用促進
・障害の状態に応じた読書環境の整備
→障害の状態に応じた選書；視聴覚機器の活用；読み聞かせボ
ランティア，点訳ボランティアの活用；視覚障害教育情報ネ
ットワークの活用
・地域の障害者のための学校図書館の開放と地域との連携
・児童生徒会の図書委員会の活動の活発化
・子どもの特性，生活経験等に配慮し，適切な図書を選定と読
書環境の整備
・障害に応じた選書や環境の工夫
・視聴覚機器の活用
・盲学校では点字図書，拡大図書，録音資料の充実
・聾学校では手話や字幕入り映像資料の充実
・養護学校では子どもの障害の種類に応じた図書や資料の充実
・特に知的障害養護学校に対しては読書コーナー設置の促進
・墨字本，点字本，拡大写本，さわる絵本，録音図書等多様な
資料の整備（盲学校）
・点訳ボランティアの育成と協力（盲学校）
・盲学校点字情報ネットワーク等の活用（盲学校）
・蔵書の拡充と学校図書館活用の工夫（聾学校）
・読書の習慣づけができるような活動の工夫（聾学校）
・子どもに合わせた図書教材の工夫（養護学校）
・障害の状態や特性，生活経験等を考慮した適切な図書の選定
・読書活動の工夫・充実
・視聴覚機器等の整備
・様々な機会を利用しての読み聞かせの推進
・児童生徒による図書委員会などの活動の展開
・保護者や地域への啓発
・資料や施設・設備の充実
・読書指導の一層の充実
・公共図書館や医療機関・保護者や地域住民と連携し読書活動
に関わる支援活動への参画促進
・点字図書，声の図書，絵本，映像資料等の障害に応じた選書
や環境の工夫
・視聴覚教材の活用の推進
・点訳，朗読，読み聞かせなどのボランティアの養成
・一人一人の障害の状態に応じた図書の選定や環境の工夫
・視聴覚機器や視覚補助具等の活用
・個々の児童生徒に応じた読書指導の充実
・個々の児童・生徒に応じた読書指導の実施
・障害の程度や内容に応じた図書の選定や環境の工夫
・全校一斉読書活動の実施
・視聴覚機器の活用
・全国の点字図書館等との点字図書の相互利用
・大活字本，点字図書，さわる絵本，録音図書，パソコンの音
声ソフトなど障害に応じた選書，視聴覚機器の活用（盲学校）
・手話や字幕入り映像資料等障害に応じた選書，視聴覚機器の
活用（聾学校）
・パネルシアター，布の絵本，紙芝居など障害に応じた選書，

・県による図書資料リストの作成・
配布と実践事例の紹介

・司書教諭の配置促進による図書館
サービスの向上
・ボランティアの養成と活用の場の
提供

・優れた実践事例の紹介
・県特殊教育諸学校教育研究会と県
立図書館との連携

・優れた実践の紹介等

・教員の意識を高めるよう情報の提
供や研修等の実施
・優れた実践事例等の紹介

・公共図書館や医療機関・保護者や
地域住民と連携し読書活動に関わ
る支援活動への参画促進
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長野県

岐阜県

静岡県

愛知県

三重県

滋賀県

京都府

大阪府

兵庫県

奈良県
和歌山県

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

・本に親しむこと
→対面朗読など
・障害を原因とする困難や不
安を改善・克服するための
読書活動
・子どもの障害に応じた特色
ある読書活動

・本との出会い，楽しさの体
験

・子どもの主体的，意欲的な
読書活動

・自主的な読書活動
・豊かな読書活動の体験

・読書の楽しさにふれること
ができるような豊かな読書
活動の体験
→読み聞かせやパネルシアタ
ーなど
・豊かな読書活動の体験

・子どもの障害の状態に応じ
た豊かな読書活動の体験

・情緒の安定や言語の獲得
等，自立に向けての生きる
力の育成につながる有効な
体験

・障害に応じた読書活動
・子どもの実態に応じた活動
→読み聞かせ，ブックトーク
等
・豊かな読書活動の体験
→読書の楽しさとの出会い，
読書習慣を育てる活動
・自己の人生を豊かにする活
動
・主体的な読書活動
・豊かな読書活動の体験

視聴覚機器の活用（養護学校）
・設備の充実
・ボランティアの育成により，点字・拡大写本，さわる絵本，
録音図書などの製作や対面朗読，手話通訳による読み聞かせ
の実施
・「視覚障害教育情報ネットワーク」や点字図書館などとの連
携推進
・図書資料の充実
・障害の状態に応じた選書の工夫
・視聴覚機器の活用
・入院児童生徒のための院内学級における読書活動の推進
・ネットワーク化による相互利用促進
・障害に応じた選書の実施
・視聴覚機器の活用
・盲学校点字情報ネットワークや点字図書館との連携や活用の
推進

・障害や発達段階に応じた魅力的な図書資料等の充実
→点字本，拡大写本，録音図書，絵本，字幕付きビデオなど
・読書に集中できる環境の整備
→場所や空間の確保，書棚の高さの工夫，図書情報検索システ
ムの導入など
・保護者やボランティア等との連携
・障害の状態に応じた読書指導の充実
・障害の状態や発達段階に応じた読書指導の推進
・点字図書，音声教材の整備・充実
・点訳や音訳ボランティアの協力による点字図書等の充実

・障害の種別や程度に応じた図書の選定
・大活字本や点字図書の整備
・録音図書やデイジー資料及び再生装置等の整備
・バリアフリー化，ユニバーサルデザインの採用
・広報啓発活動の充実
・点字図書館等との連携，ボランティア等との協力
・読書環境の充実・整備
→様々な障害の種類や程度に対応できる選書；公共図書館との
ネットワーク化；蔵書のデータベース化の推進とその活用
・読書活動の充実
→学校だより等を通した家庭への呼びかけ
・個々の教育的ニーズに応じた適切な選書や環境，視聴覚機器
の活用等の工夫
・視覚障害教育情報ネットワークの活用（盲学校）
・障害の状態に応じた資料や環境の整備
・視聴覚機器の活用
・選書や読書環境の工夫
→点字図書，声の図書（盲学校）；一般図書，絵本，映像資料
（聾学校，養護学校）
・ボランティアの養成と活用の場の提供
・指導内容・指導方法の見直し
・視聴覚機器の活用
・全国の点字図書館などの点字データの相互利用
・障害や発達の状態に応じた指導の優れた実践事例や研究成果
の活用
・蔵書のデータベース化による図書資源の共有化

・障害の状況に応じた環境の整備
・視聴覚機器等の活用
・墨字本，点字本，さわる絵本，録音図書等多様な資料の整備
（盲学校）
・ボランティアの協力を得ながら，点字本，拡大写本，録音図
書の製作や対面朗読の充実（盲学校）
・視覚障害教育情報ネットワーク等の活用（盲学校）
・蔵書の充実や図書館活用の工夫（聾学校）
・パネルシアターや布の絵本等を活用した読み聞かせの充実
（養護学校）
・障害の種類や程度，発達段階に応じた図書の選定や環境の工
夫
・視聴覚機器の活用
・公共図書館との点字図書等の相互利用
・環境整備やニーズに応じた図書の充実
・公共図書館等との連携
・学校，家庭，関係機関の連携

・障害の状態に応じた選書や環境の工夫
・視聴覚機器の活用
・盲学校点字情報ネットワークの活用などにより，点字データ
の相互利用を推進
・読書活動年間指導計画を作成し，意図的・計画的な読書指導
の充実

・盲・ろう・養護学校教員に対する
研修

・障害の状態に応じた読書活動を推
進する教育用コンテンツの開発
・学校間総合ネットの活用による障
害に応じた選書や視聴覚機器活用
例の公開

・「県立盲・聾・養護学校いきいき
プラン」の点訳支援事業の実施
・盲学校において非常勤補助教員の
配置
→点字図書等の充実・整備
・教職員を対象とした手話等の研修
の実施

・教職員の専門性向上
→優れた実践事例の交流や紹介等に
よる教職員の意識の高揚
→講習会や研修会への参加促進とそ
の周知体制づくり

・優れた実践事例の紹介

・読書活動の啓発
・障害のある子どもに配慮した図書
の整備などについて「教科用図書
採択事務説明会」での情報交換の
実施
・学校教育法107条の教科用図書（い
わゆる107条本）の充実

・優れた実践事例の紹介
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山口県

徳島県

香川県

愛媛県

福岡県

佐賀県
長崎県

熊本県

大分県
宮崎県

鹿児島県

沖縄県

・子どもの状態に即した読書
活動

・読み聞かせ等の読書活動

・障害の程度に応じた読書活
動
→一斉読書や読み聞かせなど

・心の糧となり，世界を豊か
に広げてくれるもの
→豊かな読書活動の体験

・自主的な読書活動

・障害の状態や特性等に応じ
た読書活動
・豊かな読書活動の体験

・豊かな読書活動の体験

・読書することへの意欲を向
上する活動
→読み聞かせ，ペープサート，
パネルシアター，読書発表
会
・本と出会い，読書の楽しさ
を
体験できる活動

・障害の状態に応じた選書や視聴覚機器の活用等の推進
・点字データの相互利用の推進
・絵本の読み聞かせやお話し会の実施とその充実
・学校図書館を計画的に利用した授業の実施
・発達段階や障害の状態に応じた図書や副読本の計画的な購入
・視聴覚機器やパソコンの活用
・紙芝居，パネルシアター，校内放送による朗読などを通して，
自分で本を読むことの困難な子どもが読書を楽しめるように
する
・保護者やボランティアとの連携による障害の状態に即した副
読本の作成促進
・司書教諭がその役割を十分果たすことができるように，教職
員の協力体制の確立や校務分掌上の配慮などの工夫の促進
・公共図書館等との連携
・読書活動の一層の推進
・選書，教材教具の工夫
・視聴覚機器やコンピュータの活用
・点字資料，手話や字幕入りの映像資料等の充実
・学校図書館の環境整備の促進
・学級文庫の充実や絵本コーナーの設置などの工夫
・校内読書感想文・読書感想画コンクールなどの計画・実施
・生徒会活動への図書活動の導入
・障害に応じて，必要な図書等を整備
・子どもの利用に適した机，椅子の整備や書架の配置

・障害の状態や特性，生活経験等に応じ，適切な図書の選定
・読書環境の整備
・墨字本，点字本，拡大写本，さわる絵本，録音図書等多様な
資料の整備（盲学校）
・ボランティアの協力による点訳，拡大写本の製作や対面朗読
の充実（盲学校）
・盲学校点字情報ネットワーク等の活用（盲学校）
・蔵書の拡充と学校図書館活用の工夫（聾学校）
・学校全体で「読書の日」や「読書週間」を設け，読書習慣の
確立を図る（聾学校）
・公共図書館等と連携し，字幕入り映像資料等の活用の充実
（聾学校）
・教員やボランティアによる読み聞かせ，紙芝居，布の絵本，
ペープサート，パネルシアターなどの読書活動の工夫・充実
（養護学校）
・地域の図書館の利用や団体貸出の利用の拡充（養護学校）

・子どもの実態や学校の実情に応じて時間割に「読書タイム」
を位置づけるなどの指導内容・方法の見直しを図る
・視聴覚機器の活用
・大活字本，テープ図書，パソコンの音声ソフト等の様々な資
料の活用や対面朗読の充実（盲学校）
・拡大読書機の利用など指導の方法についての研究・工夫の促
進（盲学校）
・県立点字図書館やボランティアとの連携による資料の充実
（盲学校）
・「視覚障害教育情報ネットワーク」等の活用（盲学校）
・蔵書の充実や学校図書館活用の工夫（聾学校）
・学校全体で「読書週間」を設けたり，図書委員会生徒による
読み聞かせ活動などにより，読書の習慣づけを行う（聾学校）
・パネルシアターや布の絵本の活用など読書活動の工夫（養護
学校）
・墨字本，点字本，拡大写本，さわる絵本，録音図書など多様
な蔵書の充実や学校図書館活用の工夫（盲学校）
・蔵書の拡充と学校図書館活用の工夫（聾学校）
・パネルシアターや布の絵本等も活用した読書活動の工夫（養
護学校）

・環境の整備・安全面への配慮
・点字図書や拡大図書，録音資料の一層の充実（盲学校）
・手話や字幕入り映像資料の一層の充実（聾学校）
・絵本や紙芝居，映像資料等の一層の充実（養護学校）
・教師やボランティア等による読み聞かせ，ペープサート，パ
ネルシアター等の様々な読書機会の提供
・障害の状態に応じた選書や環境の工夫
・視聴覚機器の活用
・他校との読書指導に関する資料や情報の交換の促進
・盲学校における点字図書館等との点字データの相互利用の促進
・障害の状態及び発達段階や特性等を考慮した適切な図書の選定
・読書に集中できる環境の整備と工夫
・障害の状態等に応じた読書指導を推進し，読書習慣の確立を
図る
・保護者や地域ボランティア等との連携推進
・全国の点字図書館等の活用及び「視覚障害教育情報ネットワ
ーク」等の活用
・教職員の図書館活動に対する理解と連携体制の整備

・司書教諭の発令促進
・先進的な取り組みに関する情報交
換，研究協議の機会の充実
・教職員研修講座の開催による指導
力の向上

・市町村に対して，県立盲学校，聾
学校，養護学校等への図書資料の
貸出が推進されるように促す

・実践例の紹介

＊注：空欄は記載のなかったことを示す
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３　公共図書館における障害のある子どもの

読書活動について

公共図書館における障害のある子どもの読

書活動について記述のある都道府県は，45自

治体全てであった（表３）。

まず，障害のある子どもの読書活動につい

て，その活動内容を何らかの形で記述してい

る都道府県は14自治体であった。学校（学校

図書館）における読書活動の内容同様に抽象

的かつ曖昧な記述が多く見られる。例えば，

「本に親しむこと」（長野県），「障害に応じた

読書活動」（福井県，鳥取県），「自主的な読

書活動」（三重県，兵庫県，和歌山県，熊本

県，沖縄県）などとなっている。そもそも，

公共図書館の場合，障害児に対するサービス

を行っている館が限られている現状にある。

例えば，熊本県の場合は，障害児に対するサ

ービスを提供している公共図書館は約３割に

とどまっているし，沖縄県の場合も２割未満

にとどまっているという（いずれも，両県の

「子どもの読書活動推進計画」による）。また，

障害児に対するサービスが行われていたとし

ても，学校（学校図書館）のような教育課程

に基づく体系的・継続的な支援は困難である

し，障害児に対するサービスの知識や専門性

を有する司書の数も限られている。こうした

ことが，公共図書館において読書活動内容の

想定を難しくしていると考えられる。

つぎに，読書活動を推進するための施策に

ついてであるが，大きくは，公共図書館が中

心となって取り組むべきもの（45自治体が記

述）と行政（教育委員会事務局）等が中心と

なって取り組むべきもの（６自治体が記述）

の２つに分けることができる。前者について

は，図書資料の整備など読書環境の条件整備

面が中心であり，後者については，職員やボ

ランティアへの点字や手話などの研修や市町

村等の関係機関への働きかけなどが中心であ

る。前者については，ほとんどの都道府県で

以下の大きくは４つの施策が打出されてい

ど読書環境の条件整備面が中心であり，後者

については，実践事例の教職員への紹介や司

書教諭の配置促進など人事体制や教職員支援

が中心である。前者については，盲学校，ろ

う学校，養護学校別に分けて詳細に施策を述

べる自治体（埼玉県，千葉県，山梨県など）

がある一方で，ほとんど詳細な施策のない自

治体（群馬県，広島県など）もあり，都道府

県間での格差が見られる。この点は，すでに

述べた米谷（2）の指摘と一致する。また，施

策の中には，特定の学校（障害）に限定した

内容も存在している。例えば，盲学校（視覚

障害）については「点字図書，録音図書等の

整備」，「視覚障害教育情報ネットワーク等の

活用」，「全国の点字図書館などの点字データ

の相互利用（連携・協力）」など，ろう学校

（聴覚障害）については「手話や字幕入り映

像資料の充実」など，養護学校については

「パネルシアターや布の絵本等も活用した読

書活動の工夫」などである。なお，施策で取

り上げられている学校（障害）の種類には，

大きなばらつきが見られる（図１）。すなわ

ち，点字図書，録音図書，拡大写本（大活字

本）など図書資料の面で独自性の強い盲学校

（視覚障害）について取り上げる都道府県が

25自治体と多く，ついで，手話や字幕入り映

像資料などの必要なろう学校（聴覚障害）の

12自治体，養護学校の10自治体の順となって

いる。

図１　施策対象として取り上げられている学
校（障害）の種類（学校図書館）
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表3 公共図書館において想定される読書活動の内容及びそれを推進するための条件整備などの
主な施策

都道府県名
想定される
読書活動の内容

読書活動推進に向けた方策
（学校が中心となって取り組むもの）

読書活動推進に向けた方策
（行政・その他が中心となって取り組むもの）

北海道

青森県

岩手県

宮城県

秋田県
福島県

茨城県

栃木県

群馬県

埼玉県

千葉県

東京都

神奈川県

新潟県

富山県

石川県
福井県

山梨県

長野県

岐阜県

・豊かな読書活動の体験
・障害のある子どもが読書に
親しむ

・自主的に取り組む読書活動

・地域において自主的に行う
読書活動
・特別な支援を必要とする児
童生徒の障害の程度や発達
段階に応じた読書活動
・本との出会い

・豊かな読書活動の体験

・障害に応じた読書活動

・本に親しむこと
→対面朗読など

・障害に対応した施設・設備の充実
・障害に対応した図書資料の整備・充実
・障害や発達に応じた図書の充実を図る
→点字資料，録音資料などの充実に努める
・読書に親しめる環境の整備
・読み聞かせ活動者（ボランティア）の協力促進
・拡大写本，点訳，音訳，朗読など資料面の充実と実情に即し
たサービスの提供
・施設設備面での配慮（バリアフリー化）
・点訳，朗読奉仕員の養成
・多様な図書資料の整備充実の推進
・視覚障害児への音訳サービスや聴覚障害児への手話・字幕付
きビデオの貸出の推進
・ボランティアの養成と協力の受け入れに努める
・資料設備の充実
・個々の障害に応じたサービスの必要性の把握により，それに
対応するための資料，設備等の充実を図る
・図書館行事へ障害児が参加できるように配慮
・点字図書館等との連携による情報交換や資料の相互貸借の推進
・障害児への読書機会の提供に関する広報・啓発
・録音図書・大活字本等の充実
・録音図書の作成及び朗読のボランティアの育成
・県立盲，ろう，養護学校との連携による推薦図書の選定
・点字図書館との連携
・大活字本や録音資料，手話や字幕入り映像資料，触る絵本等
の収集促進
・図書館利用の際の介助
・「とちぎ視覚障害者情報センター」との連携・協力
・適切なサービスの検討
・点字図書館における情報バリアフリーの推進
・療育フェスティバル等のイベントでの普及・啓発
・点訳図書，音訳図書，布絵本，大型絵本の収集・整備の促進
・点訳・朗読奉仕等のボランティア養成と専門的技能の向上
・施設面での配慮
・病院，福祉施設，養護学校等との連携
・点訳絵本，大活字本，録音図書などの製作・貸出の推進
・県立盲，ろう，養護学校との連携による図書リストの作成
・図書資料等の整備
・入院児に対する訪問サービスの展開
・盲・ろう・養護学校との連携について検討
・点字本や拡大本の充実

・点字絵本や録音児童図書の製作と充実
・県点字図書館による点字絵本等の個人向け制作サービスの充実
・点字・録音図書のサービスのネットワーク化
・施設面でのバリアフリー化
・関係他機関との連携・協力
・多様なサービスの提供
・子どもの障害の内容や程度に合った読書活動支援の実施
・障害のある子どもが安心して利用できるように読書活動環境
の整備
・大活字本，録音図書などの整備
・図書館職員や朗読ボランティアによる対面朗読
・図書館職員や点訳ボランティアによる点訳図書や録音図書の
作成
・点訳・録音図書リストの作成
・手話通訳による読み聞かせ等の実施
・視聴覚機器の活用
・施設のバリアフリー化や身体障害者向け情報端末機器の整備
促進
・施設面での配慮
・パソコンなど情報機器，ソフトの整備・提供
・録音図書，視聴覚資料，大活字本の整備・充実
・代理人貸出・郵送貸出サービスの実施
・山梨県盲人福祉センター（点字図書館）や病院，盲学校，ろ
う学校，養護学校などと連携し，情報交換，年齢や障害の程
度に応じた推薦図書の選定と紹介
・資料の充実
→点字図書，録音図書，大活字本など
・施設・設備面のバリアフリー
・図書館利用の際の介助などの配慮
・ボランティアの参加促進
・ネットワーク化による相互利用促進
・障害などのある子どもの実態に合わせた児童図書などの整備
・障害などのある子どもの読書活動のための啓発
→障害のある子どもの読書サービスについての情報交換や勉強

・市町村への働きかけ

・担当職員を対象とした研修の実施

・市町村をはじめ関係機関への働き
かけ

・点訳・朗読奉仕員養成事業
・県図書館協会主催の「障害者サー
ビス研修会」への支援

・市町村立図書館担当者に対する研
修会の開催
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静岡県

愛知県

三重県

滋賀県

京都府

大阪府

兵庫県

奈良県

和歌山県

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

山口県

徳島県

香川県

愛媛県

・自主的な読書活動

・自主的な読書活動
・本に親しむこと

・自主的な読書活動

・障害に応じた読書活動

・障害の状態に応じた読書活
動

会の開催
→特殊教育諸学校などへの図書資料の貸出
→特殊教育諸学校などとの協力体制の確立
・読書ボランティアへの支援や活動の場所の提供
・施設面での配慮
・さわる絵本や布の絵本，拡大写本等の資料の整備・充実
・病院，福祉施設，養護学校等との連携
・障害のある子どもが楽しむことのできる図書資料等の整備努力
・視覚障害のある子どもへのサービス
・身体障害があって来館できない子どもへのサービス
→郵送による貸出
・障害の種別や程度に応じた図書の選定
・大活字本や点字図書の整備
・録音図書やデイジー資料及び再生装置等の整備
・手話ができるスタッフの配置及び筆談等の接遇研修の実施
・図書館職員やボランティアによる対面朗読の実施
・施設設備のバリアフリー化ならびに新規施設設備のユニバー
サルデザイン化
・点字図書，録音図書の収集・提供への努力

・点字絵本等の手で読む絵本，録音資料，映像資料の充実
・施設のバリアフリー化
・字幕入りビデオ，点字図書，録音図書等の資料提供の充実
・対面朗読，郵送貸出等の図書館サービスの充実
・本を読み上げるソフトや絵を立体的に示して触れるようにす
る点図ディスプレイなどのコンピュータを活用したサービス
の提供
・音声による蔵書検索などの実証的実験の実施
・施設面での配慮
・点字資料，録音資料，大活字本，さわる絵本，字幕・手話入
り映像資料，デージー図書などの充実
・図書館利用の際の介助
・対面朗読の推進
・視覚障害者福祉センターとの連携による朗読資料や点字資料
等の整備
・さわる絵本や点訳絵本の整備
・図書の宅配サービスの実施
・病院へのサービス
・施設面での配慮
→車いす，車いす用座席，誘導チャイム，点字ブロック等の整
備努力
・障害に応じた資料の収集
→点字資料，さわる絵本等の収集と貸出，対面朗読の実施
・他の機関や団体等との連携
→和歌山点字図書館との連携
・来館困難な子どもへの郵送貸出サービスの実施
・図書館職員，朗読ボランティアによる対面朗読
・図書館職員，点訳ボランティアによる点訳図書，録音図書の
作成と整備
・すべての子どもが楽しむことのできるような布の絵本，さわ
る絵本等の整備
・施設のバリアフリー化
・手話ボランティアとの連携・協力
・在宅支援・サービス体制の整備
・録音資料，大型絵本，点字絵本，布の絵本等の資料の貸出の
実施
・施設設備面での配慮
・大活字本，録音資料，手話や字幕入りの映像資料の充実
・図書館利用の際の介助
・対面朗読室の設置と朗読奉仕員の養成による録音図書づくり
の推進
→そのためのボランティア養成講座の開設
・ニーズに応じた資料の収集の促進
→点字資料，録音資料，点訳絵本，布の絵本，さわる絵本など
・館内標示の工夫など利用環境の整備・充実
・資料の収集に努める
・録音図書作りや対面朗読等の実施とそのためのボランティア
養成講座の開設
・点字図書の整備
・朗読サービスの実施
・郵送による貸出の実施
・視聴覚機器やパソコンの活用促進
・点字資料，録音資料，手話や字幕入りの映像資料等の収集
・図書館利用の際の介助の実施
・対面朗読の実施
・入院等のために来館できない子どものために，病院や施設の
近くに読書スペースを設ける
・在宅児のための図書や図書に関する情報の宅配システムの構
築
・視覚障害児のために，大活字本，テープ，CDなどの録音図
書，点字図書の整備
→点字図書館との連携

・市町村へのサービス充実にむけた
働きかけ
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福岡県

佐賀県

長崎県

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県

沖縄県

・自主的な読書活動
→障害児へのサービスを
実施している公共図書館は
約３割にとどまる

・自主的な読書活動
→現状では，8割以上の市町
村で障害児へのサービスを
実施していない

・布の絵本，録音資料，大活字本等の充実
・盲学校，聾学校，養護学校等関係機関との連携により，相互
貸借などの資料の共有化や情報の提供
・施設設備面での配慮
・宅配サービスや病院への出前サービスの実施
・点字図書館との連携を深め，大活字本や関連図書の提供等を
実施
・資料・サービスの充実
・「障害者ふれあいブックメールサービス」（郵送貸出サービ
ス）の周知
・すべての子どもが利用しやすい読書環境づくり
・点字資料，録音資料，さわる絵本，布の絵本，点訳絵本，大
活字本，手話や字幕入り映像資料の収集
・宅配サービスの周知とその充実
・県点字図書館等との連携・協力の推進
・県立盲学校，聾学校，養護学校等との連携により，障害児も
楽しめる本のリストを作成し紹介するとともに，配本協力を
行う
・朗読サービスの活用について情報提供を促進し，利用の拡大
を図る
・障害の状態や特性等に応じて，読み聞かせ等を実施
・国会図書館や日本点字図書館，県点字図書館等との連携を図
り，障害児へのきめ細かなサービスの実施
・点字図書，録音図書，大型絵本，布の絵本，手話や字幕入り
の映像資料等，障害の状態や特性等に応じた図書資料の充実
に努める
・他機関との連携によるサービスの提供と情報発信
・車椅子，スロープ，点字表示等の施設設備面での配慮
・点字資料，録音資料，手話や字幕入りの映像資料等の整備
・図書館利用の際の介助
・対面朗読の実施
・点字図書館との連携
・さわる絵本，布の絵本，拡大写本，点字資料，録音資料，手
話や字幕入り映像資料等の資料の整備・充実
・施設面での配慮（バリアフリー化）
・病院や福祉施設，養護学校等との連携
・図書館利用の際の介助の実施
・点訳・朗読奉仕員，手話ボランティアの養成と配置

・朗読・点訳奉仕員等の養成・研修
の実施

＊注：空欄は記載のなかったことを示す

た。すなわち，（1）図書資料の充実・整備，

（2）施設・設備の充実・整備，（3）点字図書

館や盲，ろう，養護学校等との連携・協力，

（4）ボランティアの参加促進の４点である。

また，施策の中には，特定の障害に限定した

内容も存在しているが，学校（学校図書館）

で指摘したことと同様に，ここでも取り上げ

ている障害の種類に大きなばらつきが見られ

る（図２）。最も多かったのはやはり視覚障

害（36自治体）についてであり，次いで聴覚

障害（13自治体），肢体不自由と健康障害

（入院児など）（ともに４自治体）の順であっ

た。知的障害や精神障害についてのみを対象

とした施策はみられなかった。主な施策とし

ては，視覚障害児に対しては「点字資料，録

音資料の充実」，「対面朗読の推進」，「点字図

書館等との連携」など，聴覚障害児に対して

は「手話や字幕入り映像資料の収集促進」，

「手話通訳等による読み聞かせ等の実施」な

ど，肢体不自由児に対しては「身体障害があ

って来館できない子どもへのサービス（郵送

貸出など）」，「車椅子，スロープ等の施設設

備面の配慮」など，健康障害（入院）児に対

しては「入院児に対する訪問サービスの展

開」，「病院や施設の近くに読書スペースを設

置する」などとなっている。

図２　施策対象として取り上げられている障
害の種類（公共図書館）
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公共図書館の障害児に対するサービスが十分

に行われていない現状を鑑みたとき，都道府

県を問わずもっと積極的かつ具体的な施策が

必要なはずである。例えば，2007年度までに

県内全ての公共図書館で障害児に対するサー

ビスを始めるとか，2008年度までに県内全て

の盲，ろう，養護学校に司書教諭を配置する

などの具体的な施策が必要なのである。“ど

こに住んでいても，どんな障害があっても，

求める時に図書館を利用できて読書ができる

（あるいは読書に対する支援が受けられる）”

という読書環境づくりを目指す視座に立脚し

た施策が，全ての都道府県には求められる。

この視座は，ノーマライゼーション（7）社会を

志向する現代社会にあって，決して特異な理

想論ではない。ノーマライゼーション社会の

実現には，公共施設・サービスのユニバーサ

ル化（障害の有無に関係なく誰もが平等に利

用できるようにすること）がまずもって不可

欠だからである。

二つ目は，障害種間格差の是正である。図

１及び図２から明らかなように，計画を策定

する際にまず想定された障害とは，視覚障害

であることは明らかである。それは，実態と

して，点字図書や録音図書，拡大写本（大活

字本）などの独自の資料と対面朗読サービス

など独自の図書館サービスを必要とすること

から当然といえば当然のことである。また，

わが国の公共図書館における障害児・者サー

ビスは，視覚障害児・者に対するサービスか

ら始まり，発展してきた経緯とも大きく関係

してこよう（8）。しかし，その一方で，施策に

おいて，知的障害児や精神障害児に対するサ

ービスはほとんど想定されていない。むしろ，

現在の図書館界にあっては，「館内を走りま

わったり，大きな声を出したりするといった

理由から，好ましい利用者とはみなしてこな

かった」し，「中には，これらの人たちの入

館を認めないといった規則を制定している図

書館も残っている」（9）という指摘もあるのが

４　その他（家庭や児童館，地域文庫など）

における障害のある子どもの読書活動に

ついて

学校や公共図書館以外の家庭や児童館，地

域文庫などにおける障害のある子どもの読書

活動について記述のある都道府県は，45自治

体中４自治体に過ぎなかった。具体的な施策

としては，群馬県が「障害児通園事業等にお

いて，読書に慣れ親しむ機会の提供」，長野

県が「視覚・聴覚障害幼児母子教育事業の推

進」，静岡県が「点字図書館や児童福祉施設

等における図書資料等の充実とともに，関係

機関とのネットワーク化を促進する」，徳島

県が「家庭や学校における絵本の読み聞かせ

やお話し会の実施とその充実」をそれぞれ挙

げている。

こうした現状の背景には，家庭や児童館，

地域文庫などにおける障害のある子どもの読

書活動の実態や実践内容の把握が学校や公共

図書館における読書活動の把握以上に難しい

ということがあるものと考えられる。果たし

て，地域において個人や民間レベルではどの

ような活動を展開しているのであろうか。こ

の点については，今後，事例調査を行い明ら

かにしていきたい。

Ⅳ　障害児に対する読書活動推進施策の課題

以上の現状をふまえ，障害児に対する読書

活動推進施策の今後の課題としては，以下の

大きく４点を指摘できよう。

まず，一つには，都道府県間格差の是正で

ある。表２及び表３からも明らかなように，

各都道府県の打出している施策は，量も内容

もさまざまである。もちろん，各都道府県そ

れぞれが地域の実状等を踏まえて策定するわ

けであるから，違いがあるのは当然である。

しかし，この格差が，結局は，障害のある子

どもの読書環境の格差となって表われてくる

だろうことは容易に想像がつく。上述した熊

本県や沖縄県の事例からも明らかなように，
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現実である。一つ目の課題のところでも指摘

したように，ノーマライゼーション理念に立

脚した図書館，読書環境づくりを進めるため

には，特定の障害に力を入れたり，入れなか

ったりという不平等な施策を取るべきではな

く，どんな障害や困難のある子どもも等しく

読書活動を展開できるような読書環境づくり

を志向した施策を打出す必要がある。

三つ目は，学校や公共図書館以外の家庭や

児童館，地域文庫などにおける読書活動を積

極的に位置づけることである。学校図書館や

公共図書館が重要な読書活動の場，読書環境

であることは言うまでもないことだが，障害

のある子どもの生活は，学校と同等かそれ以

上に家庭の占める部分が大きい。すなわち，

読書活動に関して言えば，学校図書館や公共

図書館とともに家庭や児童館などの児童福祉

施設，あるいは地域で活動している地域文庫

での読書活動が重要になってくるのである。

にもかかわらず，家庭や児童館，地域文庫で

の障害のある子どもの読書活動についての推

進施策を打出している都道府県がたった４自

治体しか存在していない。確かに，政府の

「子どもの読書活動の推進に関する基本的な

計画」で取り上げられているのは，学校（学

校図書館）と公共図書館に関してのみである。

しかし，政府の計画は巨視的な観点に立って

策定されているのであって，都道府県がこの

立場を踏襲する必要はない。むしろ，都道府

県レベルの計画にあっては，各都道府県の実

状に応じて，家庭や児童館，地域文庫などよ

り身近な生活環境における読書活動について

も着目し，その推進施策を積極的に打出す必

要があろう。都道府県が策定する「子どもの

読書活動推進計画」のオリジナリティーは，

本来，より地域の実状が反映されやすい家庭

や児童館，地域文庫における読書活動にこそ

あるべきものだと考える。

最後に四つ目としては，障害のある子ども

の読書活動，図書館サービスの実践的研究の

促進である。本稿の「問題と目的」にも述べ

た通りであるが，障害のある子どもの学校図

書館や公共図書館での読書活動や図書館サー

ビスについては，これまで十分な研究が行わ

れてこなかった。もちろん，実践は積み重ね

られてきているが，公表された実践報告は限

られており，読書活動の実態や課題などを十

分に解明するに足るまでには至っていないの

が今日の研究動向である。こうしたことが各

都道府県において，障害のある子どもの読書

活動の内容を抽象的かつ曖昧にしか想定でき

ない現状にも反映しているだろうことは容易

に推察される。大学の研究者による研究の促

進も重要であるが，現場で実践を積み重ねて

きた図書館司書ら専門職員による実践報告や

研究発表を盛んにすることも重要であろう。

せっかく優れた実践を積み重ねてきても内に

籠ってしまったのでは宝の持ち腐れである。

実践を外部に公表し，検討・批評され，「実

践知」の共有化を図ることが，さらなる実践

の発展には不可欠である。都道府県の施策の

なかには，職員の研修を挙げるものもあるが，

まだまだ少数に過ぎない。研究発表の場など

を定期的に用意するなど研究面でのサポート

を行うことも施策として積極的に取り上げる

必要があるだろう。

以上，拙い考察によって４点の課題を指摘

した。各都道府県が策定した「子どもの読書

活動推進計画」は，その実施期間を5年間と

しているところが多かったが，期間途中もし

くは期間満了に際して，次期計画の検討を行

うこととしているところが多い。上記４点の

課題については，ぜひ次期の計画策定に際し

て取り上げ，内容を深めてもらいたいと思う。

そして，障害のある子どもの読書活動がさら

に活発になり，発展することを期待したい。
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