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認定絵本士
養成講座

「認定絵本士」は登録商標第 5995599 号により商標登録されています。
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出典：（公社）全国学校図書館協議会・毎日新聞社「学校読書調査」（令和元年度）
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●認定絵本士に望まれる主な資質・能力 ●認定絵本士養成講座 認定校所在地

北海道

青森

岩手

宮城

福島

茨城

千葉

秋田

山形

新潟

埼玉

東京

長野石川

山梨岐阜福井

神奈川静岡愛知滋賀京都兵庫鳥取島根

三重奈良

和歌山

大阪岡山広島

香川愛媛

徳島高知

大分佐賀

福岡

長崎

宮崎熊本

鹿児島沖縄

山口

栃木群馬富山

　このような子供の読書に係る現状等を踏まえ、子供たちをはじめ、広く大人にとって
も豊かな心を育む絵本の可能性やその活用法を、学校や家庭のみならず、地域社会に
普及させるとともに、絵本の表現特性を理解し、絵本の読み聞かせやワークショップな
ど、読書活動の推進に携わる専門家である『絵本専門士』を養成するため、『絵本専門
士養成講座』を2014年（平成２６年）度から開講しました。
　絵本専門士は、絵本に関わる実務・実践経験を一定程度有する者等を対象に、絵本
に関する有識者によって策定されたカリキュラムに基づき、「知識」「技能」「感性」の３
領域について講義や実技により、絵本専門士として必要となる資質・能力を修得するこ
とが求められます。現在、この講座を修了し絵本専門士として認定された方は、養成講
座で修得したことを活かし、全国各地で自らの形で活躍され、高い評価を得ています。
　しかし、子供の読書活動を力強く推し進めていくためには、現在の絵本専門士だけで
は十分ではありませんし、若い方々にもっと関心を持ってもらい、活動に参画し、牽引
してもらうことが不可欠です。このため、絵本専門士カリキュラムを大学や短大等と連
携し、授業の中で学ぶことのできる『認定絵本士養成講座』制度を創設し、2019（令和元）
年度からスタートしました。

認定絵本士・絵本専門士に関する情報は、絵本専門士ホームページ 
（http://www.niye.go.jp/services/plan/ehon）をご覧ください。

感性
豊かな人間性、
魅力ある人間性

技能
手遊び、読み語り、
創作活動など

知識
絵本に関すること

絵本の歴史、絵本と教育等
子供に関すること
児童福祉・心理等

コーディネート力
個人やグループを
ネットワーク化する
（むすびつける）力

選択力
子供の発達段階に応じた
絵本を選択する力

コミュニケーション力 
相手との適切な意思疎通が

できる力

企画力
絵本に関わる事業を
企画、実施する力

指導力
研修会等の講師として指導する力

個人やグループに対しアドバイスできる力
ワークショップを運営する力

表現力
物事を論理的に相手にわかり

やすく説明する力
感情の共有化、共感する力

※開設している機関の詳細につきましては、
　絵本専門士ホームページに掲載しております。
　こちらも合わせてご覧ください。  

（令和3年1月現在）　　　
■・・・認定校がある都道府県
■・・・認定校がない都道府県
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認定絵本士養成制度とは…

　大学・短大にあっては専任講師以上、専門学校においては専
教員であり、下記のいずれかに該当することが求められます。
● 絵本に関する専門的な知識・実績を有するとともに、講座等の運営に長 
　 けている者、または、絵本専門士。
● 認定絵本士養成制度の理解が十分あり、講座等の運営に長けている者。
 　なお、講座責任者を補佐し円滑な講座運営を行うための事務担当者を
置くことができます。
■ 養成課程
　養成課程は、認定絵本士の認定に必要な複数の科目から構成されるとと
もに、当該科目が認定を受けようとする大学等の教育課程に位置付けられる
ことが前提です。

 　認定絵本士養成制度は、絵本専門士委員会（事務局：国立青少年教育振興機構）
が大学、短期大学及び専門学校等（以下、「大学等」という。）と連携し、『認定絵本士』
を養成する新たな指導者養成制度です。
　大学等が、教育課程に位置付けられた授業科目の中で、絵本専門士委員会が定める
「認定絵本士養成講座カリキュラムに関するガイドライン」に基づいた講座（30科目（コ
マ）、50.5 時間）を開設し、受講生は講座の全授業（30 科目（コマ））のうち一定以上
の授業に出席し、その講座が含まれる授業科目の全単位を修得することにより、認定
絵本士の称号を得ることができるものです。
　認定後は、講座で学んだ幅広い知識や技能等を活かし地域や職場で実際に絵本を使っ
て、その魅力や可能性を伝え地域の読書活動を充実させる役割が期待されます。さらに、
こうした活動を通して一定の実務・実践経験を積み絵本専門士委員会から資質、能力が
ふさわしいと認められることにより、『絵本専門士』と認定され、地域の読書活動推進
の中心を担う役割が期待されています。

　大学等が認定絵本士養成講座を開設するためには絵本専門士委員会に開設
の申請をして認定されることが必要です。
■ 開設機関
● 大学（学校教育法第83条）
● 短期大学（学校教育法第108 条）
● 専門学校（学校教育法第124 条）
 　その他、絵本専門士委員会が同等と認めた高等教育機関
■ 講座開設の申請
　講座責任者を配置して、養成課程を策定し認定申請を行う必要があります。
■ 講座責任者
　講座全体を統括し講座を円滑に実施するための者です。

認定絵本士養成制度の流れ

履修の管理講座開設・
実施申請書の

提出
申請準備事前相談

認定絵本士養成講座開設
を希望する場合は、 あら
かじめ本委員会事務局に
ご相談願います。

提出された申請書に基づ
き、絵本専門士委員会で
開設認定の審査をいたし
ます。

講座を受講できる者は、
講座を開設する大学等に
在籍する者のみとなりま
す。

受講生の講座開設科目の
単位修得状況を随時把握
願います。

認定絵本士養成講座を開設するためには…

「認定絵本士養成講座カリ
キュラムに関するガイドラ
イン」に則した講座のカリ
キュラムや講座責任者の配
置等の準備をお願いします。

前々年度
１月下旬～２月頃

前々年度３月～
前年度５月頃

前年度
６月末必着 開設年度４月～

講座開設
認定

前年度９月下旬頃
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　大学・短大にあっては専任講師以上、専門学校においては専任（常勤）の
教員であり、下記のいずれかに該当することが求められます。
● 絵本に関する専門的な知識・実績を有するとともに、講座等の運営に長 
　 けている者、または、絵本専門士。
● 認定絵本士養成制度の理解が十分あり、講座等の運営に長けている者。
 　なお、講座責任者を補佐し円滑な講座運営を行うための事務担当者を
置くことができます。
■ 養成課程
　養成課程は、認定絵本士の認定に必要な複数の科目から構成されるとと
もに、当該科目が認定を受けようとする大学等の教育課程に位置付けられる
ことが前提です。

修了者名簿
の提出

絵本専門士
申請

認定絵本士養成講座修了
者を名簿に取りまとめ、
提出願います。

修了者に対して認定証を
交付します。

認定者に対して認定証を
交付します。

履修の管理

受講生の講座開設科目の
単位修得状況を随時把握
願います。

認定証
交付

　絵本専門士委員会が定めた「認定絵本士養成講座カリキュラムに関する
ガイドライン」を基にカリキュラムを策定することとなります。
■ 認定登録料　　80,000 円　
　１カリキュラムごとに８万円、更新費についても毎年８万円をお支払い
いただくことになります。
　なお、認定絵本士養成講座受講者の受講料は原則無料です。
■ 授業担当者
　講座責任者は、「認定絵本士養成講座カリキュラムに関するガイドライ
ン」に準じて作成したカリキュラムを担うことができる授業担当者を人選
する必要があります。
　なお、授業担当者は常勤・非常勤は問いません。また、授業担当者に他
大学教員や絵本作家、図書館司書等をゲストスピーカーとして起用しても
構いません。

科目（コマ）名

絵本論
絵本の体系・ジャンル
絵本と出会う
絵本の世界を広げる技術
絵本を紹介する技術
おはなし会の手法
絵本の持つ力
心に寄り添う絵本
絵本のある空間
子供の心をとらえるもの
大人の心を豊かにする絵本
ホスピタリティに学ぶ
絵本が生まれる現場
オリエンテーション
ディスカッション

分 野

知識を深める
12科目（コマ）
（20時間）

技能を高める
8科目（コマ）
（14.5時間）

感性を磨く
8科目（コマ）
（13時間）

合計

時 間

９.５
４.５
６
５

５.５
４

１.５
１.５
１.５
１.５
２

１.５
３.５
１.５
１.５
５０.5

科目（コマ）数

５　
３　
４　
３　
３　
２　
１　
１　
１　
１　
１　
１　
２　
１　
１　
３０　

■ 認定絵本士養成講座カリキュラム

認定絵本士
認定

絵本専門士
認定

〈申請者本人が申請〉

一定の実務や実践の経験を
経た後に申請できるように
なります。

認定証

交付



認定絵本士養成講座に関する受講等詳細については、各機関にお問い合わせください。 
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●鹿児島女子短期大学［鹿児島県］（2020年より開講）

開設学部・学科…………児童教育学科・生活科学科・
　　　　　　　　　　　教養学科
受講定員・対象学年……30名・1、2年生
開設科目数………………新規科目：3科目
修了までの標準期間……２年
授業担当者………………学内教員14名　
　　　　　　　　　　　外部有識者等11名
 
 

●清泉女学院短期大学［長野県］（2020年より開講）

開設学部・学科…………幼児教育科
受講定員・対象学年……35名・2年生
開設科目数………………既存科目：2科目
　　　　　　　　　　　新規科目：1科目　
修了までの標準期間……1年
授業担当者………………学内教員4名　
　　　　　　　　　　　外部有識者等8名

「認定絵本士養成講座」開設機関の紹介

　鹿児島は、本学教授であった椋鳩十が、県立図書館長
として、「母と子の20分間読書」運動を展開した地です。
その思いを受継ぎ、地域の読書活動推進に貢献する「認
定絵本士」を、本学でも養成することにしました。初年度
は 9 月に集中講義を 1週間行いましたが、多彩な講師
のお話や実演に、参加学生はみな目を輝かせて見入り、
聞き入り、学び、感動していました。

講座責任者……村若修　児童教育学科長

　本学では、日常的に絵本を身近に感じてもらう目的
で、図書館入口に絵本をディスプレイするなどの工夫を
しています。また、現在は少しでも学生の活動のサポート
になればと考え、受講生が選定する「絵本ブックリスト」
の作成に取り組んでいます。現在は学内者のみ閲覧可能
ですが、図書館のHP上で公開し、教育・保育実習前の
一助になるようにしています。
　今後の課題は、認定絵本士から絵本専門士の誕生に
むけて、卒業後のフォローアップをどのように構築するか
です。今後も認定絵本士養成講座を通じ、多くの学生に
絵本の魅力を伝え、絵本を手にする際のヒントになれば
と願っています。　　講座責任者……塚原成幸　准教授

ma.kitamura
テキスト ボックス
副学長



Ｑ1　認定絵本士養成講座を開設するメリットは何ですか。
Ａ1　近年、大学をはじめとした高等教育機関には、優秀な学生を社会に輩出するとと
　　  もに、知の還元、地域・社会への貢献が求められておりますが、知的資源を活用し、
　　  子供の読書活動の推進を担う指導者の養成を行うことは、その一環として位置付
　　  けることができ、公共性の高いものと言えます。
　　  また、学生に対しても絵本に関する「知識」「技能」「感性」を習得させ、民間資
　　  格ではありますが在学中に資格取得させ、付加価値を付けて社会に送り出すこと
　  　ができることは、大学等と学生双方にとってメリットがあると言えます。
　　  さらに、学生にとっては、ボランティア活動や卒業後の就職先で、学んだことを
　　  活かすことができるとともに、資格取得後一定期間の実務・実践経験を積むこと
　　  などによって、有用性、社会的認知度が向上してきている絵本専門士への道も開
　　  かれます。
Ｑ2　認定絵本士養成講座についての説明会等は行う予定はありますか。
Ａ2　申請を希望する機関に対し説明会を行う予定です。（開催日時、会場は本委員会
　　  事務局までお問い合わせください）。
Ｑ3　開設の申請は、毎年行う必要がありますか。
Ａ3　毎年度開設を希望される場合は、毎年度申請をお願いいたします。
Ｑ4　学生が講座を受講する際には費用がかかりますか。また、講座修了者が認定絵本
　　  士と認定された場合、講座修了者自身が資格登録料を納めることが必要ですか。
Ａ4　受講料は原則無料です。また、登録料をお支払いただく必要はありません。（無料）
Ｑ5　認定絵本士から絵本専門士になるための要件はありますか。
Ａ5　絵本専門士として認定されるためには、認定絵本士の認定を受け、一定期間の実
　　  務や実践の経験を経た後に、絵本専門士としての資質・能力を有していると絵本
　　  専門士委員会が認めることが必要です。（別途、認定料必要）
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絵本専門士
委員会

2021年（令和３年）
１月現在

委員長　　　肥田 美代子　公益財団法人文字・活字文化推進機構理事長
副委員長　　柳田 　邦男　ノンフィクション作家
委員　　　　秋田 喜代美　東京大学大学院教育学研究科長、東京大学教育学部長
委員　　　　磯部 　延之　公益社団法人全国学校図書館協議会参事、全日本小学校学校図書館研究会顧問
委員　　　　神長 美津子　國學院大學人間開発学部教授
委員　　　　すとう あさえ　一般社団法人日本児童文芸家協会常務理事
委員　　　　鈴木 みゆき　国立青少年教育振興機構理事長
委員　　　　竹下 　晴信　日本児童図書出版協会会長
委員　　　　田中 　孝一　川村学園女子大学特任教授
委員　　　　馬場 耕一郎　社会福祉法人友愛福祉会幼保連携型認定こども園おおわだ保育園理事長
委員　　　　福田 　孝子　埼玉県三郷市教育委員会読書活動支援員
委員　　　　藤田 のぼる　一般社団法人日本児童文学者協会理事長
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＜本制度全般、講座開設に関するお問い合わせ先＞

国立青少年教育振興機構 教育事業部企画課
（絵本専門士委員会事務局）

〒１５１－００５２　東京都渋谷区代々木神園町 3－1　ＴＥＬ：０３－６４０７－７715　ＦＡＸ：０３－６４０７－７６９９
Ｅ-mail : ehon-senmonshi@niye.go.jp

発行：2021年（令和３年）１月 .

絵本専門士とともに
子供の読書活動を力強く推し進めるために




