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第１章 台湾調査報告 

 

調査者：立田 慶裕（国立教育政策研究所生涯学習政策研究部総括研究官） 

       荻野 亮吾（東京大学大学院教育学研究科特任助教） 

 
1. 台湾の図書館体制と読書に関する政策 

（１）読書に関する政策 

   今回の台湾における図書館調査から遡ること 3 年程前に、台湾の図書館の状況につ

いて、宇治郷毅氏は、①資料のデジタル化と遠隔利用サービスを中心としたサービス

形態の変化、②グローバル化への対応、③「ローカル化」、④利用者本位のサービス展

開という特徴を挙げていた(1)。それ以降の、台湾の図書館や読書教育の状況について

は、①のデジタル化への対応を除いて、紹介がほとんどなされていない。 

 そこで、本章では、近年の読書関係の政策や取組を中心に見ていくこととしたい。

まず、主な政策についてであるが、公共図書館については、2002 年に設立・運営基準

が定められた（【資料 1】参照）。この基準には、職員体制、蔵書冊数、面積などの規

定がある。2008 年には、2009～11 年度にかけての「教育部の助成による読書普及の推

進と、空間改造計画の事業原則」が出され、生涯にわたって「学習する力」「生産力」

「読書力」を身につけることが推奨された。この原則では、①国民一人当たりの図書

館の蔵書冊数を 1.2 冊から 1.25 冊に、②年間読書冊数を 1.8 冊から 2 冊に、③図書館

利用証の登録率を 35％から 41％に、④貸出率を 51％から 60％に向上させるという目

標が掲げられている。2011 年 11 月に国立台中図書館より提供された資料によれば、

①については 1.35 冊、②についても 2.24 冊となっており、（他のアジア諸国に比べて

まだ低い値ではありながらも）原則に掲げられた 4 年間の目標値が達成されているこ

とが分かる。 

 この事業原則に基づき、「教育部の助成に基づく公共図書館の読書活動の推進と蔵書

充実のための助成計画」（2010 年）によって、読書活動の推進と蔵書の充実を目的と

し、直轄市（台北市政府教育局、高雄市政府文化局）や各県市政府に補助金が支出さ

れることとなった。 

 この例として、2010 年に策定された「ブックスタート 0～3 歳の乳幼児の読書活動

推進計画」を取り上げたい。この計画は、すでに 2009 年から行われていた乳幼児への

読書教育や、ブックスタートの指導者への研修を引き継いで、各直轄市・各県の政府

にブックスタートの活動の企画と、その計画や活動内容の提出を国立中央図書館台湾

分館にまで求めるものである。これと合わせて、直轄市・県にある郷鎮市区の図書館

に対して、ブックスタートの活動を行うことが求められ、その内容は各市・県の政府

に報告されることとなった。 

 計画の実施に当たっては、各直轄市や県において 6 つの図書館を選定し、経費補助

を行うことになっており、その際の補助金の上限額がブックスタートパックや活動運

営費、特区建設費など項目別に定められている。この補助額は、パックの制作を例に
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すると、1 つ約 300 円、計 300 個までと上限が定められている。さらに、この計画を

実行するために行政職員、図書館職員に対する研修も国立中央図書館台湾分館にて行

われている。図書館職員に対しては、乳幼児の発達、乳幼児用の書籍の選定、そして

乳幼児の読書への関わり方についての講義を、行政職員に対しては、乳幼児の読書に

対する心構え、ストーリーテリングの技法や、そのためのツールについての講義を、

それぞれ 2 時間ずつ行うこととなっている。 

 このブックスタート以外の事業として、「公共図書館と学校との読書ネットワークの

構築に関わる計画」や、「多様な読書と図書館の蔵書充実のための計画」も実施されて

いる。「公共図書館と学校との読書ネットワークの構築に関わる計画」は、直轄市・県

の下にある郷鎮市区を基礎単位として、公共図書館と学校のネットワーク化を図る事

業である。具体的な活動内容は、学校と図書館との合同の読書活動の企画、学校のカ

リキュラムに基づいた蔵書の充実、図書館とボランティアが協働した読み聞かせなど

である。この事業に関する補助を受けるに際しては、各市・県の政府から台湾政府に

1～2 の図書館の推薦を行うこととなっており、政府は各図書館に 50 万円程度を補助

することとなっている。一方、「多様な読書と図書館の蔵書充実のための計画」は、各

市・県を単位として、優良図書の推薦や、蔵書の充実を図るための事業で、当該自治

体の図書館数ごとに政府からの補助額は異なる。 

 

（２）台湾の図書館体制 

 現在の台湾の公共図書館の設置状況は、表 1.1 の通りである。台湾の行政区は、第

1 級行政区分の 5 直轄市（台北市、新北市、台中市、台南市、高雄市）と、第 2 級行

政区分の 3 省轄市（基隆市、新竹市、嘉義市）、その他の 14 県に区分されている。県・

市の下には郷や鎮、市、区といった行政単位がある。この行政単位別に見ると、2011

年 11 月現在、国立の図書館は 6 館、直轄市の図書館は 213 館、県や市の図書館は 54

館設置されている。さらに、県や市の下位単位の郷鎮市区にある図書館は 248 館とな

っている。館種ごとに見ると、本館が 230 館、分館・地区図書館などが 298 館で、全

国で 528 の図書館が設置されている。 

 

表 1.1 台湾の図書館の設置状況 
 
 
 
 
 
 

 
出典：台中国立図書館での配布資料（Lu Chung-Chiao, “Public Libraries and  

Reading Promotion,” National Taichung Library, 2011.11.26.）より筆者作成。 

国立 2 1 0 3 6 
直轄市 4 165 39 4 212 
県・市 17 6 31 0 54

郷 鎮 市区 206 32 10 0 248 
その他 1 0 0 0 1 

230 204 80 7 521 計 

計 その他地区図書館分館本館 タイプ 
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 このように各レベルに配置されている図書館が、それぞれ学校と連携して読書教育

を推進する体制となっている（図 1.1 参照）。以降の節では、国、直轄市、そして小学

校での読書教育の取組について、それぞれ、国立台中図書館、台北市立図書館、台北

市新湖国民小学校の調査結果を報告する。 

 

図 1.1 台湾の図書館体制 

教育部  

国立台中図書館  

県・直轄市立図書館  

郷鎮市区図書館  初等学校  

国立図書館  

専門委員会  

専門委員会  

専門委員会  

学校  
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出典：台中国立図書館での配布資料（Lu Chung-Chiao, “Public Libraries and  

Reading Promotion,” National Taichung Library, 2011.11.26.）より筆者作成。 

 

２．国立台中図書館の読書教育の取組 

 まず、台湾の国レベルでの読書教育や、読書の推進体制を知るために、2011 年 11 月

26 日（土）14 時～16 時に国立台中図書館を訪れ、頼課長、頼副研究員らに、台湾の図

書館の状況や、国立台中図書館の読書推進の取組についてインタビューを行った。 

 国立台中図書館の前身は、1923 年に創立された「台中州立図書館」である。その後、

「台湾省立台中図書館」となり、台湾省政府教育部に属した。その後、1999 年より行政

院文化建設委員会（2012 年より文化部）に所属が移り、「国立台中図書館」となった。

調査実施後の、2012 年 6 月には 30 億円以上をかけ、総床面積 4 万㎡の新館が建設され

ている。 

 国立台中図書館では、読書教育の目標として、「生涯にわたる読書教育の推進」を掲げ

ている。具体的には、①幼児期における読み聞かせ、②小学生に対して、親子のブック

クラブや教室訪問の実施、③中学生・高校生に対するワークショップの開催、④成人期

の講座、書展、芸術文化展、研修の開催といったことを行っている。 

 学校との連携としては、公共図書館による学校訪問、学校による公共図書館の訪問、

夏休みの読書プログラム、図書館利用証のキャンペーン、学校への本の配送、地域での

読書プロジェクトの推進といったことが行われている。 
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 この図書館では、デジタル化への対応を中心に新しい資料の提供も試みられている。

「LUCKY BOOKS」は体験型の読書装置で、森林を模した大きな装置と、関連する書誌情報

とがリンクする仕組みが作られている。その他にも児童が物語の世界を体験できるコー

ナーや、最新の電子書籍端末に触れられるコーナーが開設されるなど、新しい技術への

積極的な対応が見られる。さらに、電子書籍の提供については、台湾の国家図書館のサ

ービスとは別に(2)、台中図書館でも電子書籍のプラットフォームの整備を進めている。

2013 年 2 月末現在で、約 57,000 冊の電子書籍が提供されており、会員数も 8 万人を超

えている(3)。 

 

 

写真 1.1 パソコンを使って学習する子どもたちの様子 

 

３．台北市立図書館の取組 

 次に、直轄市における読書教育の取組を知るために、2011 年 11 月 27 日（日）15 時半

～17 時に、台北市立図書館を訪問し、洪館長に対して、台北市立図書館の経営方針、図

書館体制、読書教育の状況などについてインタビューを行った。 

 台北市立図書館では、2004 年に、社会の変化と民衆の読書に関するニーズの増加に応

じて、「台北市立図書館における 2005-2010 方策計画」を策定している。2011 年度から

も引き続き、「台北市立図書館における 2011-2015 方策計画」を実施している。ここには

8 つの目標と、それぞれに対応する方策、具体的な行動目標が掲げられている（【資料 2】

を参照）。具体的には、①読者の多様なニーズに応えるために質量を兼ね備えた蔵書資料

を提供すること、②図書館職員の専門性を高め、サービス内容の向上を図ること、③科

学技術の発展に応じて、デジタル型の学習環境と移動図書館を組織すること、④多様な

年齢層や民族から構成される読者へのサービスを提供すること、⑤読書や学習を行う上

で支障のない環境を作り上げること、⑥図書館のブランド・イメージを確立すること、

⑦国内外の図書館との相互交流を深め、読書資源を豊かなものとし、図書館の透明性の

向上を図ること、⑧図書館におけるサービスシステムを整備し、サービスのポイントを

把握し、効率的な専門サービスを提供すること、の 8 つである。 
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 次に、この計画を実行するための台北市の図書館体制を見ると、本館 1 館の他に、分

館 42 館と分館の数が多く、それぞれの活動も活発なことが特徴である。この分館は、本

館と有機的に連動して活動を行っている。具体的には、 美術、漫画、歴史、法律、教育、

音楽など、各分館の蔵書構成に特徴を持たせている。分館より小規模な閲覧室が 11 館と、

空港や百貨店内に位置するインテリジェンス・ライブラリーという無人図書館も 4 館存

在する。 

 図書館の運営面を見ると、年間予算は 1,030 万円程度となっている。主な資料として、

書籍 600万冊、非図書資料 30万点などを備えている。 職員数は 2011年度には 406名で、

そのうち 7 割が司書、3 割が行政の職員である。本館には、このうち 100 名程が勤務し

ている。市内で活動する図書館ボランティアは、約 1,400 名程であり、このうち、読み

聞かせの担当は、200～300 名となっている。年間の来館者は、本館、分館合わせて年間

約 1,500 万人で、台北市在住以外の市民も利用可能となっている。このような市外の利

用者は 200 万人にのぼる。2011 年の貸し出し冊数を見ると 1 月に平均 80 万冊程度とな

っている。 

 台北市立図書館の読書教育の取組として代表的なものが、ブックスタート事業である。

同図書館では、2006 年 9 月より市独自の試みとしてブックスタートを推進してきたが、

台湾政府の取組となった現在では、概ね政府の計画に沿った形で活動が進められている。

具体的には、全ての子どもたちに対して、充実した読書を行う環境を提供するために、

同市を本籍地とし、生後 6～18 ヶ月、18～36 ヶ月の乳幼児のいる家庭を対象に、ブック

スタートパック（本 2 冊と推薦図書リスト、読書の手引きのセット）を無償で配布して

いる。 

 

 

 

写真 1.3 乳幼児用の専用利用証 

 

 

写真 1.2 ブックスタートパック（生後 6～18 ヶ月用） 

 

 さらに、「乳幼児の父母向けの学習講座」を実施し、ブックスタートの普及に努めて

いる。この講座は毎週実施されており、2011 年は、訪問の時点で 43 回の講座が開か

れ、1,500 人以上の保護者が参加しているとのことであった。講座の内容は、ブック
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スタートパックに含まれる絵本の内容や、読書の手引き、推薦図書リストなどを解説

するもので、講座修了時に、パックが手渡される形である。 

 この他に、乳幼児向けの取組として、①乳幼児専用の利用証の発行、②乳幼児の読

書の専門家や、発達心理学者、小児科医らが共同して行う良書の選定、③乳幼児に対

する読み聞かせの実施が挙げられる。この読み聞かせは、2011 年 1 月より始められた

もので、毎月第 2・4 土曜日午前に 30 分間行われている。 

 この他の読書教育の取組としては以下のようなものが挙げられる。1 つは、小学生

向けのブックリストの制作である。台北市立図書館では毎年、低・中・高学年それぞ

れに対して推薦図書のリストを作成している。このリストは、ネット上にも掲載され、

他県・他市でも参照されている。図書館に対しては無料で、一般向けには優良頒布を

行っている。 

 

 

写真 1.4 台北市立図書館の発行しているブックリスト 

 

 また、読み聞かせについては約 20 年の歴史を有しており、市内の全分館で、毎週土

曜日に実施されている。読み聞かせは、図書館のボランティアが担当している。さら

に、英語での読み聞かせも日曜日の朝に、市内の約半数の分館で実施されている。こ

の読み聞かせの対象は 6～12 歳の児童で、保護者もともに参加する形である。 

 その他に、小学生を対象に、長期の休み中の図書館教育も行っている。具体的には、

学校の夏休みや冬休みの宿題で、学習の単元ごとに図書館を利用するように促されて

いる。また、「小博士（Kids Scholar）」も、図書館利用者を広めていくための取組の

1 つである。この取組では毎週、各分館で質問を出し、正解者を表彰する仕組みを取

っている。さらに、保護者と子どもが一緒に本を読む「ブッククラブ」も開かれてい

る。「ブッククラブ」の主たる対象は小学生で、分館の部屋を借り保護者が自主的に運

営する形をとっており、現在市内には 80 ほどのクラブが存在するとのことである。 
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４．台北市の小学校の取組ー新湖国民小学校を中心にー 

 さらに、各小学校での読書教育の取組を知るために、2011 年 11 月 28 日（月）9 時～

11 時に、台北市内湖区新湖国民小学校を訪問し、寥校長に対して、同小学校で推進され

ている読書教育の状況についてインタビューを行った。同市の読書教育に関する実施体

制などに関する補足資料も頂いた。 

 台北市政府教育局では、「台北市国民小学校における児童読書活動の推進の 4 カ年

（2011-2014 年）計画」に基づき、現在、小学校での読書教育を進めている（【資料 3】

参照）。この計画は、すでに 10 年以上実施されているものである。2000～2006 年度は、

個人の読書活動を学校・家庭・地域とともに進めてきた。2007～2010 年度は、美術や音

楽、演劇といったテーマを設け、読書教育を推進してきた。 

 3 期目となる今期の目標は、①多様な読書教育の展開、②教員の読書教育の力量・資

質の向上、③読書教育に関する資源の充実、プラットフォームの形成、④生涯学習の習

慣の形成である。この取組を推進するのが、台北市政府教育局に置かれる「台北市国民

小学校における児童の読書推進委員会」であり、この委員会は、「行政計画班」「研究推

進班」「活動普及班」「資源・サービス班」の 4 つの班に分かれている。各班のメンバー

は、同局の関連する部局の主任と、各学校の代表から構成される。各班の役割分担は表

1.2 のようになっている。「行政計画班」では、読書に関する計画や組織の整備、指標の

開発やデータの分析を行い、「研究推進班」では読書教育の方法の開発や普及を、「活動

普及班」では読書に関する広報活動や実際の読書教育の支援を、「資源・サービス班」で

はインターネットを用いたサービスの開発などをそれぞれ行っている。 

 

表 1.2 台北市政府教育局と小学校の読書教育の推進体制 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「台北市国民小学校における児童読書活動の推進の 4 カ年（2011-2014 年）計画」

（資料 3）の表を転載。 

班 役割分担 担当学校

行政計画班

（1）児童の充実した読書に関する4カ年計画の策定

新湖国民小学校
東湖国民小学校

（2）学校の読書に関する図書基準の策定、学校の図書資料の充実

（3）読書に関する研究の計画と組織

（4）児童の読書に関する指標の開発、訪問・視察の実施

（5）班による地域図書館への訪問

（6）読書に関する統計データの分析

研究推進班

（1）読書指導・教育に関する映像やパンフレットの制作

明徳国民小学校
福林国民小学校
逸仙国民小学校

（2）各学校の教員に対する読書指導の方法の普及

（3）学校間で、読書教育の様子を見学・共有する機会の設定

（4）児童・生徒の読書活動の評価

（5）各段階における生徒の読書能力の指標の統合

（6）児童・生徒が新聞を読むことの推進

活動普及班

（1）多元的・革新的な読書活動の促進
吉林国民小学校
西園国民小学校
河堤国民小学校

（2）恒常的にメディアを通じた広報活動の実施

（3）学校における読書や関連する活動への協力

（4）年度ごとの読書活動のテーマの設定

資源・
サービス班

（1）児童の読書ネットワークの構築・運営

明湖国民小学校
実践国民小学校

（2）読書情報の体系化と情報の共有

（3）ネット上でのレファレンス・サービスの提供

（4）デジタル化された情報の発信

班 役割分担 担当学校

行政計画班

（1）児童の充実した読書に関する4カ年計画の策定

新湖国民小学校
東湖国民小学校

（2）学校の読書に関する図書基準の策定、学校の図書資料の充実

（3）読書に関する研究の計画と組織

（4）児童の読書に関する指標の開発、訪問・視察の実施

（5）班による地域図書館への訪問

（6）読書に関する統計データの分析

研究推進班

（1）読書指導・教育に関する映像やパンフレットの制作

明徳国民小学校
福林国民小学校
逸仙国民小学校

（2）各学校の教員に対する読書指導の方法の普及

（3）学校間で、読書教育の様子を見学・共有する機会の設定

（4）児童・生徒の読書活動の評価

（5）各段階における生徒の読書能力の指標の統合

（6）児童・生徒が新聞を読むことの推進

活動普及班

（1）多元的・革新的な読書活動の促進
吉林国民小学校
西園国民小学校
河堤国民小学校

（2）恒常的にメディアを通じた広報活動の実施

（3）学校における読書や関連する活動への協力

（4）年度ごとの読書活動のテーマの設定

資源・
サービス班

（1）児童の読書ネットワークの構築・運営

明湖国民小学校
実践国民小学校

（2）読書情報の体系化と情報の共有

（3）ネット上でのレファレンス・サービスの提供

（4）デジタル化された情報の発信
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 今回、訪問した新湖国民小学校は、このうち「行政計画班」に属している。具体的に

見ると、新湖国民小学校では、児童の読書を推進するための計画と、「学校を中心とした

読書カリキュラム」を策定している。このカリキュラムは、「朝の読書活動」「図書館の

利用」「読書成果」「物語に関する劇」「読書のカリキュラム」「アイディアの共有」とい

う 6 つの柱で構成されている（図 1.2 参照）。 

 

図 1.2 学校を中心とした読書カリキュラム 

図書館の利用
＊学年ごとの
課程設定

朝の読書活動
＊物語の読解
＊クラスの読書会
＊人格教育
＊スクラップの作成
＊親子の読書

読書のカリキュラム
＊充実した読書
＊クラス全体での読書
＊テーマごとの読書
＊各領域での教育

学校を中心と
した読書カリ
キュラム

物語に関する劇
＊劇の発表
＊フィードバック・共有

読書成果
＊読書メモ
＊生徒の読書記録
＊親子の読書記録

アイディアの共有
＊読書王
＊小さな読書人
＊児童のネット上の作文発表
＊テーマごとのポスター制作
＊読書感想文の共有

保護者の参加

学習成果

教育活動

学習領域における
7つの新しい課題

 
出典：「台北市内湖区新湖国民小学校の学校を中心とした読書カリキュラムと実施計画」

の図を転載。 

 

 このカリキュラムに基づき、実際に行われている読書教育について尋ねると、様々な

方法で児童の読書意欲を高めるための試みが行われていることが明らかとなった。具体

的には、以下の 9 つの取組が行われている。（1）読書感想文：図書を読んだ感想文だけ

でなく、台北市の読書教育に関する感想などをまとめる。（2）児童のストーリーテリン

グ（「小さな読書人」）：クラスごとに 1 名を選出し、学年で優秀者を選ぶ。（3）「読書王」：

全校で貸出冊数、読書冊数が多い児童を表彰する。（4）読書記録：所定の用紙に、図書

名など読んだ本のことを全て記録する。（5）作文の投稿。（6）親子の物語作り：夏休み

や冬休みに既存のストーリーを改編したり、新しいストーリーを作る。（7）読書メモ：

自由な形式で読書の感想を書く。（8）図書館利用教育：低学年の児童には 1 月に 1 回、

職員とボランティアが教育を行う。中学年以上は読書の授業の中に組み込む形である。

（9）英語で書かれた書籍の読解。これらの 9 つの試みのうち、読書感想文や読書記録、

読書メモ、児童のストーリーテリング、児童と保護者が一緒に制作した物語などについ
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ては表彰も行われている。例えば、児童のストーリーテリングで、優秀賞を受賞した作

品については、専用の HP 上で動画が公開されている。 

 また、読書教育だけでなく、児童の能力を高めるための体験活動も重視されている。

例えば、他県の小学校との学校間交流が挙げられる。この交流事業では、事前準備とし

て、両校で同じ本を読み、先住民の生活を学ぶ学習が行われている。さらに音楽チーム

による聾者での学校での演奏や、新聞の読み聞かせといった活動も行われている。 

 以上の読書教育の評価を行うために、児童に求められる能力指標が定められている。

例えば、1～3 学年、4～6 学年の児童に求められる能力指標として、以下の能力が挙げら

れている。 

 

■1～3 学年の能力指標 

• E-1-3 読書に関する興味や態度、習慣を育成すること。 

• E-1-3-1 読書に関する興味や、優良な態度、習慣を育成すること。 

• E-1-4 教科書以外の読書を促し、読書の視野を積極的に広げること。 

• E-1-4-2 他人と読書の感想を共有すること。 

• E-1-7-5 読書の過程で、情報の理解ができること。 

• E-1-7-9 基礎的な読書技能を習得すること。 

 

■4～6 学年の能力指標 

• E-2-2 読書の方法を向上させ、読書のスピードと効率を上げること。 

• E-2-2-1-1 主体的に教科書以外の本を読む習慣を形成すること。 

• E-2-2-1-2 読書方法、読書のスピードや効率性を向上させること。 

• E-2-4-6 主体的に古今東西、郷土の文学作品を読み進めること。 

• E-2-4-7 読書の世界と現実の生活との状況とを連結させること。 

• E-2-6-3-3 資料の収集、要約、整理の能力を身につけること。 

• E-2-8 読書内容をともに議論し、感想を共有すること。 

•  E-2-8-5-2 本の中の物語や人物、内容に敬意と関心を持つこと。 

•  E-2-8-5-3 読書を通じて他人と協力し合う力を持つこと。 

•  E-2-8-9 主体的に読書感想やメモを作成し作品の内容について要約を行える

こと。 

• E-2-10 文章中の問題解決の過程を考え理解できること。 

 

 以上の体制によって行われている読書教育の成果を校長に尋ねたところ、上位、下位

の児童への影響はまだ小さいものの、中程度の学力の児童の学力は向上しているとのこ

とであった。また、読書教育の課題として挙げられたのは、①教員の読書教育の専門能

力の向上と、②児童の読書能力の向上という 2 点だった。そして今後の展望として、①

読書に関する能力の指標の作成と、②読書教育を専門とする教員の養成の 2 点が挙げら

れた。 



14 

５．台湾における読書教育の特徴 

 台湾では、現在でもなおアジア諸国と比較しても読書環境が充実しておらず、国民の

読書に対する取組もまだ低調であると考えられているため、生涯にわたる読書の推進と、

幼児期からの読書教育に力を入れた読書教育政策を採っている。台湾の図書館の特徴と

して、デジタル化への対応や、地方の公共図書館を中心にしたサービスの展開といった

ことが、従来から指摘されてきたが、これに加えて今回明らかになったのは、台湾の読

書教育の推進体制である。具体的には、台湾政府教育部の立てた計画のもと、直轄市や

県・市の政府が窓口となり、各図書館に補助がなされる形で読書教育が進められている。 

 今回は、国立台中図書館と、台北市立図書館、及び台北市新湖国民小学校において調

査を行った。その中で感じたことは、今後の台湾の読書教育を先導していく 1 つのモデ

ルが、台北市政府教育局と国民小学校の読書教育の推進体制にあるということである。

この体制の特徴は、市政府教育局と市内の学校との間で、読書教育に関する組織と分担

が確立されていることである。計画策定、研究推進、普及、資源やサービスの提供とい

った業務内容で分けられた各班では、総体として読書教育の企画、実施、普及、評価を

行っており、ここで開発された様々な読書教育の手法や児童・生徒の能力を評価するた

めの指標が、今後、市内の他の小学校だけでなく、他県、他市にも普及していくことが

予測される。 

 さらに、国民小学校の中で、読書を中心としたカリキュラム編成と、読書意欲を高め

るために表彰を中心にした評価を行っていることも特徴の 1 つである。これらの読書教

育のカリキュラムに基づき実際にどのような読書教育への取組がなされているか、その

結果、指標に掲げられているような児童の能力を育むことができているのかといったこ

とを検証していくことによって、より良い読書教育の方法が明らかにされていくものと

考えられる。 

 

注 

(1) 宇治郷毅, 2008,「台湾の図書館探訪――国家図書館、台北市立図書館を中心に」『同志社

大学図書館学年報』34, 157-184. 

(2) 安藤一博, 2011, 「台湾国家図書館の電子出版物プラットフォームによる電子書籍の収集

と提供サービス」『カレントアウェアネス』310, 10-14. 

(3) 国立台中図書館 2013, 「国立台中図書館電子書服務平台使用統計」 

（ http://www.nlpi.edu.tw/FileDownLoadShowC613.aspx?CategoryID=e574f4a6-4bdb-4268

-9ab4-8215eb6c60ce&ListType=Level0、最終アクセス日：2013 年 3 月 25 日） 
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＜台湾の読書関係資料＞ 

 

【資料 1】公共図書館の設立及び運営基準 

 

台湾政府教育部制定     

2002 年 10 月 28 日より施行 

 

一. 総則 

（一）本運営基準は、図書館法（以下本法と略する）の第 5 条の規定によるものである。 

（二）公共図書館の分類を以下のようにする。 

   1．公立公共図書館 

  （1）国立図書館 

  （2）直轄市立図書館 

  （3）県（市）立図書館及び県（市）文化局（センター）図書館（以下は県市立図書館

と略する） 

  （4）郷（鎮、市）立図書館（以下郷鎮図書館と略する） 

2．私立公共図書館とは、個人、法人、団体により設立された、一般大衆を対象とした

図書館であり、読書情報の提供や社会教育、文化活動の推進に取り組むものである。 

（三）公共図書館の主な対象は、その行政区に居住する住民とし、人口数をもとに蔵書冊

数と建築面積等を定めるものとする。 

 

二. 設立 

（四）公共図書館の設立については、地域の特性と需要に合わせ、図書資料の収集、整理、

保存等を行うものとする。図書館の利用を促進し、読書についての案内を提供し、

社会教育の推進と、文化活動への取組を行うものとする。 

 

三. 組織・職員体制 

（五）公立公共図書館は人口数を基に、適切な人的配置を行う。以下の基準に基づく。 

 1．国立図書館：館の面積、蔵書冊数、流通量、分館数及び業務について規定する。 

  2．直轄市立図書館：人口 5,000 人当たりにつき、専任職員を 1 人配置する。 

  3．県市立図書館：総人口が 50 万人以下の場合、専任職員を 15 人配置する。 

総人口が 50 万人以上 100 万人以下の場合、20 人の専任職員を配置する。 

総人口が 100 万人以上の場合、専任職員を 25 人以上配置する。 

  4．郷鎮図書館：人口総数が 15 万人以下の場合、管理職 1 人、幹事 1 人を配置する。 

総人口が 15 万人以上 30 万人以下の場合、管理職 1 人、幹事 1 人、書記 1 人を配

置する。 

総人口が 30 万人以上の場合は管理職 1 人、幹事 1 人、書記 2 人を配置する。 

（六）公共図書館においては、分館、閲覧室、図書巡回車及び巡回場所、その職員や業務
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について本館にて管理する。 

（七）公共図書館においては、その規模と業務の必要性に応じ班（室、課）を設けて、本

法の第 9 条の規定により業務を実施する。 

（八）公共図書館は、事業に関する審議委員会を設置する。委員会は、図書館情報学の研

究者・専門家、及び教育文化の普及に熱心な市民で構成されるものとし、図書館関

係の業務内容課題について意見の提供を受ける。 

（九）公共図書館においては、館内規則とパンフレットを作成する。 

（十）公共図書館の職員を、その業務の性質によって以下の 3 つに分ける。 

 1．専門職員：以下の条件を満たし、本法の第 9 条に一致するもの。 

  （1）国家公務員高等試験及び普通試験の図書館情報管理試験に合格したもの。あるい

は、高等試験及び普通試験の図書館情報学管理試験に相当する試験に合格したもの、

並びに任用資格を取得したもの。 

  （2）国内外の大学や大学院の図書館情報学あるいは関連領域を修了したもの。 

  （3）国内外の大学を卒業し、図書館情報学に関する科目を 20 単位、あるいは 320 時

間以上履修したもの。 

  （4）国内外の大学を卒業し、図書館に関する専門論文を公開・出版したもの、あるい

は 3 年以上の図書館の専門職員の経験があるもの。 

2．行政職員：公務員の資格を有し、図書館の一般行政職員あるいは専門職員の協力者

として業務に携わる。 

3．技術職員：図書館の電子機器、情報、視聴覚機器、内装、工事、空調及び機械に関

する操作・修理技術を有するものを、技術職員の関係条例に基づき図書館の技術担

当者とする。 

（十一）公共図書館の専門職員の数は、原則として全職員のうち 3 分の 1 以上を占めるこ

ととする。館長、主任、管理職員の採用は、図書館専門職員に関する項目に基づき行

う。業務の主管は所属の部門の専門職員が担当することとし、2 年以上の現場経験を

有するものとする。 

（十二）公共図書館の職員は毎年 6 時間以上の研修を受ける。 

（十三）公共図書館の経費については、本法の第 9 条第 2 項による。図書資料の購入費は

年度の予算の支出総額のうち 15％以上であることとする。 

 

四. 蔵書構成 

（十四）公共図書館の蔵書の収集及び選択は、図書館の設置目的と一致すべきである。該

当する地域の環境特性、一般市民の教育水準、職業状況等に基づき、蔵書構成の計

画案を作り、蔵書の均等な発展を図るものとする。 

（十五）公共図書館の蔵書には、一般図書、参考図書、政府の出版書籍、地域資料、雑誌、

新聞、視覚障碍者用図書、視聴覚資料、マイクロ資料、電子版情報等が含まれる。 

（十六）公共図書館の蔵書冊数は、人口総数のうち 1 人 1 冊を目標とし、各年度の基本的

な蔵書量を以下のように設定する。 
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1．国立図書館：本館の蔵書冊数を 50 万冊以上とし、毎年、1 万冊以上蔵書を増や

すものとする。分館の蔵書冊数は、15 万冊以上とし、毎年、5 千冊以上蔵書を増

やすものとする。 

2．直轄市立図書館：本館は 50 万冊以上とし、毎年、7 千冊以上蔵書を増やすもの

とする。分館は 3 万冊以上とし、毎年、3 千冊以上増やすものとする。 

3．県市立図書館：人口総数が 50 万人未満の場合、蔵書冊数を 15 万冊以上とし、毎

年 5 千冊以上増やすものとする。人口総数が 50 万人以上 100 万人以下の場合、

蔵書は 20 万冊以上とし、毎年 6 千冊以上増やすものとする。人口総数が 100 万

人以上の場合は、蔵書を 25 万冊以上とし、毎年 7 千冊以上増やすものとする。

分館については、2 万冊以上とし、毎年 1 千冊以上蔵書を増やすものとする。 

4．郷鎮図書館：蔵書は 2 万冊とし、毎年 1 千冊以上蔵書を増やすものとする。 

（十七）国立図書館と直轄市立図書館は 1 千種類以上、県市立図書館は 300 種類以上、郷

鎮図書館は 30 種類以上の雑誌を所蔵し、そのうち収蔵する価値のあるものを製本

し保管する。 

（十八）公共図書館は適切な量の新聞を収集するべきであり、このうち適切な内容のもの

を製本し保管する。 

（十九）公共図書館は、成人、青少年、児童及び障碍者といった、読者の需要を等しく把

握すべきである。 

（二十）公立公共図書館は定期的に資料の整理、点検及び廃棄を行う。毎年、廃棄する資

料の量は所蔵する資料の 3％とし、廃棄する際に主管部門の確認を得るものとする。 

 

五. 図書館の設備 

（二十一）公共図書館は独立したサービス空間を持つべきであり、交通が便利で、拡充で

きる面積を持ち、緑が豊かで、駐車場の整備などを考慮した場所に建てられるべき

である。建物のデザインは、国の基準に準じ、業務上の必要性と長期的な発展のバ

ランスを取るものとする。 

（二十二）公共図書館の建築については、館長、建築家、学者、専門家、専門職員及び関

係者から構成されたグループにより計画を行う。 

（二十三）公共図書館の建築設備は、実用性、景観、防火、防水、耐震、換気、通風、防

湿、防虫、採光、防音、安全性を求めるものとする。建物の重量の構造は身体環境

工学の基準を満たすものとする。また障碍を持った読者の要求も考慮されるべきで

ある。 

（二十四）公立公共図書館の建物の面積は、人口数と蔵書総数の多寡によるものとする。

具体的には、以下のような基準に基づく。 

 1．国立図書館：本館は 20,000 ㎡とし、分館は 3,000 ㎡とする。 

 2．直轄市立図書館：本館は 20,000 ㎡とし、分館は 1,800 ㎡とする。 

 3．県市立図書館：人口総数が 50 万人未満の場合、3,000 ㎡とする。50 万人以上 100

万人以下の場合、4,000 ㎡とし、100 万人以上の場合、5,000 ㎡とする。 
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 4．郷鎮図書館：700 ㎡とする。 

（二十五）公共図書館は、読書に対するサービス、行政職員による業務処理、文化教育活

動等が等しく行えるよう、空間設計を行うものとする。 

（二十六）公共図書館は利用者の必要に応じ、一般の家具や視聴覚用機材、パソコン等を

整備する。 

 

六. 運営管理 

（二十七）公共図書館は多様な読者の需要に合わせ、情報提供、検索案内、文献資料の送

付等に取り組み、障碍を持った読者へのサービスにも考慮する。 

（二十八）公共図書館の開館時間は例外的な規定を除き、原則として 1 週間に 44 時間以上

とし、土曜、日曜、夜間の時間帯も可能な限り開館するものとする。 

（二十九）公共図書館の図書の配列は開架式とし、読書の利用の便を図る。 

（三十）公共図書館の蔵書は、原則として無料貸出とする。 

（三十一）公共図書館は、各館で相互に本の貸借ができるように連携を行う。 

（三十二）公共図書館は蔵書資料及び社会の中の資源を用いて、恒常的に普及活動を行う。 

（三十三）公共図書館は蔵書の目次を作成し、貸出の際の利便性を高める。 

（三十四）公共図書館に分館が設置されている場合、図書資料の収集、登録、分類、目次

編成等の業務は本館により統一的に行われるべきである。郷鎮図書館は、必要に応

じて県市立図書館から指導管理を受ける。 

（三十五）公共図書館は定期的に蔵書数、閲覧、貸出、情報提供、検索案内、普及活動等

の進捗状況をまとめ、主管する機関へ報告する。 

（三十六）公共図書館は自動管理システムを利用し、業務の効率化とサービスの質の向上

を図るべきである。 

（三十七）公共図書館は、社会との連携を重視し、社会の資源を活用し図書館のサービス

を発展させていくべきである。 

（三十八）公共図書館は民間からの寄付を奨励する規定を設けるものとする。 

（三十九）公共図書館は本法の第 17 条に基づき定期的に業務の審査を受ける他、自己評価

を恒常的に行うものとする。 

 

七. 附則 

（四十）本規準を公共図書館に関する指導及び評価の根拠とみなすものとする。 
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【資料 2】台北市立図書館 2011-2015 方策計画（抄訳） 

 

台北市立図書館制定 

2010 年 3 月策定 

 

 目標 1：質量ともに兼ね備えた蔵書資料を提供し、読者の多様な要求に応えること。 

 方策 1：読者の要求に応えて、書籍の種類や冊数、領域を考慮し蔵書を充実させ

る。 

 方策 2：蔵書資料の多様性を重視すると同時に、サービス内容を充実させる。 

 方策 3：研究型の公共図書館と大都市における公共図書館の建設を計画する際に

は、館の持つ蔵書を充実させるだけでなく、その特性や発展も考慮する。 

 方策 4：各館の特色やテーマによって、あるいは障碍を持った読者の読書への要

求に応じ、図書館の収集する蔵書資料の多元化を図り、学習資源に支障なくアク

セスできるようにする。 

 方策 5：図書館の持つ資料を活かすような仕組みを作り上げる。 

 

 目標 2：図書館職員の専門性を高め、質の良いサービスの提供を図る。 

 方策 1：図書館職員の専門能力と専門性を向上させる。 

 方策 2：職員の組織体制を重視し、職員のサービスの効率性を高める。 

 方策 3：図書館職員によって行われる質の良いサービスのイメージを作り上げる。 

 方策 4：相互の交流や学習を通じて、業務内容について議論し共有ができる仕組

みを整える。 

 

 目標 3：科学技術の発展に応じて、デジタル型学習環境と移動図書館を組織する。 

 方策 1：先端的技術を用いて、サービス内容を向上させ、作業の過程を短縮化す

る。 

 方策 2：十全なネットワークを構築することで、ネット上の効率性とデジタルデ

ータのやり取りの安全性を確保する。 

 方策 3：十全かつ利便性の高い、電子資料のデータベースと設備を提供する。 

 方策 4：デジタル型学習のサービス内容の充実を図る。 

 

 目標 4：各年齢層や多様な民族から構成される読者へのサービスを提供する。 

 方策 1：読書や情報提供に関するサービスシステムを構築する。 

 方策 2：児童の読書能力と教養を高め、良好な読書習慣を形成することを目指す。 

 方策 3：青少年の読書能力及び個人学習の能力を高め、生涯にわたる読書習慣の

形成に取り組む。 

 方策 4：高齢化社会に応じて、高齢の利用者へのサービスを向上させる。 

 方策 5：生涯学習の資源を整備し、生涯学習の活動の多様化を図る。 
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 方策 6：新しい移民の読書や情報に関する要求を満たす。 

 

 目標 5：読書や学習を行う上で、支障のない環境を作り上げる（ソフトやハードを利

用する能力の育成も含む）。 

 方策 1：環境と設備をバリアフリーなものに改善する。 

 方策 2：障害を持った読者へのサービスを充実させる。 

 方策 3：読者が、本館を利用する上での利便性とアクセスを高める。 

 方策 4：複数言語の環境を整備し、外国籍の人々が利用する際の支障を減らす。 

 方策 5：デジタル・ディバイドを解消し、市民の情報リテラシーを高める。 

 

 目標 6：様々な方策を活用することによって、図書館の普及と市場の拡大に努め、ブ

ランド・イメージを確立する。 

 方策 1：本館を識別できるシステムを形成し、印象に残るブランドと、サービス

のイメージを確立する。 

 方策 2：様々な活動を計画し、読者の図書館の利用率を高める。 

 方策 3：有効な広報のルートを作り出し、図書館の市場を開拓する。 

 方策 4：快適で心地良い読書環境を構築し、市民が積極的に図書館を利用できる

ように促す。 

 

 目標 7：国内外の図書館との相互交流を深め、読書資源を豊かなものとし、図書館の

透明性の向上を図る。 

 方策 1：国内外の図書館との間に交流や協力関係を築く。 

 方策 2：国内外の図書館との間で、サービスや活動の協力関係を進展させる。 

 

 目標 8：図書館におけるサービスシステムを整備し、サービスのポイントを把握し、

効率的な専門サービスを提供する。 

 方策 1：現行業務を検討し、サービスの効率性を高める。 

 方策 2：民間の図書館経営への参画を積極的に促す。 

 方策 3：効率的なサービスのポイントを拡大する。 

 方策 4：社会の資源を活用し、読者への多様なサービスを展開する。 



21 

【資料 3】台北市国民小学校における児童読書活動の推進の 4 カ年（2011-2014 年）計

画（抄訳） 

 

台北市政府教育局制定 

 

一. 根拠となる法律 

1．台北市教育発展綱領 

2．国民小学校における 9 年一貫のカリキュラム 

 

二. 目標 

1．2003 年から 2006 年にかけて、家族や学校、社会とともに個人の読書活動を推進して

きた方法を引き継ぐ。また、2007 年から 2010 年にかけて推進した、読書と美術、読

書と音楽、読書と演劇、読書と映像・音楽、古典の読解といったこととも関連を持た

せる。これらを通じて、読書の視野を広げ、児童が充実した読書をできるようにする。 

2．豊かで多元的、活発な読書活動を普及することによって、児童の読書能力を育成する。 

3．教員の読書教育の力量と素質を向上させ、児童が適切な読書を行うことができ、読

書によって思考力や理解力を高められるような指導を行う。 

4．児童の読書資源を充実し、多元的な学習と読書の素材を提供する。 

5．読書資源に関するネットワークを形成し、ネット上に児童の学習や読書に資するプ

ラットフォームを構築する。 

6．家庭が関わる児童の読書活動という学習の形を広めるとともに、読書教育に関わる

人的資源を開発する。 

7．保護者、教員、生徒が、図書館内外の資源を有効に活用できるように促し、あらゆ

る時間にあらゆる場所で学習できるような生涯学習の習慣を身につけさせる。 

 

三. 実施期間 

2011 年から 2014 年まで 

 

四. 役割組織 

1．台北市国民小学校における児童の読書推進委員会 

  台北市政府教育局（以下本局と略する）により、「台北市国民小学校における児童の

読書推進委員会」を設立する。この委員会は、局長を招集役とし、副局長、主任秘書、

関連する業務を行う科・室の主管、視察・監督係、専門家、学者、学校代表によって

構成する。読書推進委員会を、「行政計画班」、「研究推進班」、「活動普及班」、「資源・

サービス班」の 4 つの班に分ける。各班のメンバーは、本局の関連業務の科・室の主

任、及び各学校の代表から構成されるものとする。 

2．各班の構成及び役割表（本文の図表 1-3 参照） 
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五. 推進する際の原則 

1．計画と組織：台北市政府教育局によって、台北市国民小学校における児童の読書推進

委員会を設立し、児童の充実した読書活動に関する業務を全体として推進し、関連事

項に積極的に取り組む。 

2．学習の多元化：多元的な読書環境を作り、ネット上の交流活動による情報と、読書活

動とを結びつける。 

3．創造的な教育：教員集団の全体として読書教育に関する理論と技術のレベルを高め、

多元的で活発な読書教育の方法を開発する。 

4．読書の普及：読書活動の質と量をともに重視し、児童、教員、行政職員及び保護者等

多様なメンバーの参画を促す。 

5．資源の共有：読書活動に関する計画、連携、情報発信、全面的な情報化、並びに積極

的な読書資源の提供や、計画・資源を共有する仕組み、地域・民間団体の資源との連

結等を通じて、相互に助け合って取り組む。 

6．生涯学習の習慣の形成：児童に対して、あらゆる機会とあらゆる場所において読書活

動を行うことができる環境を提供し、読書の動機づけを高め、自主的にかつ生涯にわ

たって読書を行う習慣を形成するための基盤作りに取り組む。 

 

六. 推進のための枠組み 

個人の読書

学校全体の読書
家族での読書

芸術文化と
読書

基礎的な
読書

社会と読書

自然と読書

生活と読書 数学と読書

都市全体の読書

国語と読書

健康と読書

 

七. 期待する成果（抜粋） 

1．各学校において、充実した読書と生涯学習を展開すること。 

2．図書資源を充実させ、その成果を共有すること。 

3．読書教育を指導できる専門的な教員を育成すること。 
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4．読書教育の創造性を高め、研究・普及を行うこと。 

5．読書に関する資源を体系化・共有し、相互に利用できるようにすること。 

 

八. 経費・予算：市政府教育局の、例年の特定の費目より支出する。 

 

九. 表彰：児童読書活動の計画の推進に当たって功績のあった部門の、関係する行政職員

及び教員に対して、表彰を行う。 

 

十. 本 4 ヶ年計画を検討の上実施する。修正の際も同様である。 
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