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要旨

本研究は沖縄県内の特別支援学校の学校図書館の現状を、1．学校図書館としての業務、2.特

別支援学校の学校図書館機能、3.学校図書館としての役割の3つの視点から明らかにすること

を目的とし、宮古特別支援学校、沖縄盲学校、沖縄ろう学校の3校に対し実態調査を行った。そ

の結果、司書教諭の配置、図書館業務は学校司書が中心であること、圧倒的な予算不足、司書教

諭発令に関する基準との矛盾、学校現場の実情と負のスパイラル等が明らかとなった。本研究に

より、現在、全国で行われている学校図書館を対象とした調査である、文部科学省実施の「学校

図書館の現状に関する調査」と、全国学校図書館協議会実施の「学校図書館調査」では明らかに

することができない学校図書館を取り巻く現状や課題が明らかとなった。

I.はじめに

学校図書館は、「学校図書館法」により、児童･生

徒の学習や読書活動を保証しなければならないもの

であり、メディア化社会である現代において、学校

図書館は学校のメディアの中心的な役割を果たすも

のであるため重要な役割を担っていることが分かる。

また、学校教育においては「学習指導要領」にて小・

中･高･特別支援学校において「学校図書館の利用・

活用」が求められており、学校図書館への関心や期

待が高まっている（野口、2008)。

学校図書館の具体的位置付けとしては、人間の発

達に関わってくる重要な｢読書センター｣、資料の充

実やレファレンスサービスなどを配置に関わる「学

習･情報センター｣、生徒だけではなく、学校教員を

サポートすることに関わる「教材センター」などの

機能を果たしている。

それに伴って学校図書館に配置される司書教諭は、

生徒や教師がより図書館を利用しやすいよう、図書

館を活用する教育や、読書や多様なメディアと触れ

合える環境作りができるような教育活動を、各学校

の教育課程を踏まえながら積極的に推進し、図書館

と生徒・教師を結び付ける役目を司書教諭が行って

いかなければならないのである。

以上から、学校図書館が機能していくためには、

①施設・設備、②資料、③担当職員、④利用者の四

つの要素を満たすことが不可欠とされている。特別

支援学校の学校図書館の現状には、④利用者を除く

と、多くの課題が残されている（野口、2012)。

特別支援学校では、平成19年の学校教育法改正を

受け、障害のある子どもの教育に関する基本的な考

え方について、特別な場で教育を行う「特殊教育」

から、一人ひとりのニーズに応じた適切な指導及び

必要な支援を行う「特別支援教育」への発展的な転

換が行われたことにより、特別支援学校の学校図書

館は普通学校の学校図書館に比べ、尚更、特別ニー

ズのある児童生徒への対応が重要となり、個々の

ニーズに応じた特別なメディアや図書館活動（個々

の障害に応じたサービスと指導）が必要となってく

るのである。

しかし、現在行われている特別支援学校を含む学

校図書館に関する調査としては、文部科学省が実施

している調査（｢学校図書館の現状に関する調査｣）

と全国学校図書館協議会が実施している調査(｢学校
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校、視覚障害対応である沖縄盲学校、聴覚障害対応

である沖縄ろう学校の学校図書館に調査を依頼した。

宮古特別支援学校には電話により、沖縄盲学校は学

校へ訪問し面接により、沖縄ろう学校は琉球大学に

て面接により、それぞれ半構造化面接法にて行った。

調査期間は平成25年8月から10月であった。1校

目は、平成25年8月28日に沖縄県立宮古特別支援学

校の学校図書館に調査を行った。宮古特別支援学校

の学校図書館を担当している学校司書のA先生に話

を伺った。A先生の事情により、午前中に約30分、

午後に約1時間の計1時間半の電話調査を行った。

2校目は、平成25年10月3日に沖縄盲学校の学校図

書館に調査を行った。沖縄盲学校の学校図書館を担

当している学校司書のB先生に1時間程話を伺った。

3校目は平成25年10月8日に沖縄ろう学校の学校図

書館に調査を行った。沖縄ろう学校の学校図書館を

担当している学校司書のC先生に、学校勤務終了後、

琉球大学にお越しいただき面接調査を1時間程行っ

た。

面接調査の質問項目は、野口･細測（2004)、野口

(2009)を参考に質問項目を作成した。質問項目とし

ては、1．学校図書館としての業務、2.特別支援学

校の学校図書館機能、3.学校図書館としての役割、

の3つの視点から構成した。

図書館調査｣）の二つが､学校図書館を対象として全

国的な実態調査をしているが、前者の調査は学校図

書館司書教諭の発令状況や図書の整備状況などの調

査項目に限られており、後者に至っては特別支援学

校は調査対象に含まれていない（野口、2009)。

このような現状から、特別支援学校の学校図書館

における具体的な施設・設備等の実態や、司書教諭

の配置や役割等に関する実態などが把握できない状

況であるため、小・中・高等学校の学校図書館に比

べ水準が低いのにもかかわらず、問題点などが浮き

彫りになりにくいのが現状である。

これまでの特別支援学校の学校図書館に関わる先

行研究としては、野口・細測（2005）による埼玉県

内を対象とした報告、児島(2007)による鳥取県内

を対象とした報告があるが、いずれも地域を限定し

ての調査にとどまっている（野口、2008)。全国区を

対象とした調査も2010年に野口により特別支援学校

における学校図書館の現状を全国的に明らかするこ

とを目的とした研究がなされているが、上述から分

かるように研究も研究者も野口を合わせてもごく少

数であることがうかがえる。

本研究では、今まで行われていなかった、沖縄県

における沖縄県内特別支援学校の学校図書館の現状

を明らかにし、一人ひとりのニーズに応じた適切な

指導及び必要な支援を行うという、特別支援教育の

視点から学校図書館の在り方について検討すること

を目的とする。
Ⅲ、結果

宮古特別支援学校、沖縄盲学校、沖縄ろう学校の

3校それぞれの調査結果を、学校図書館としての役

割、特別支援学校の学校図書館機能、学校図書館の

役割の3つの分類に分け、表1にまとめた。各学校

の調査結果の詳細は表1以下に示す。

Ⅱ、調査蘭方法

実態調査対象は沖縄県内の特別支援学校を対象と

し、校種別に、全障害種対応である宮古特別支援学

表1学校図書館調査の学校間比較
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宮古特別支援学校 沖縄盲学校 沖縄ろう学校

①
雇
用
形
態

･学校司書（臨任）

･12学級以下

･司書教諭は配置されている

が機能していない。

･学校司書（本務）

･12学級以下

･司書教諭を図書係として配

置

･学校司書（臨任）

･12学級以下

･司書教諭無し

②
具
体
的
業
務

･図書の貸出、返却

･壁面作成

･図書だよりの作成

･配架、新着本の紹介

･図書の貸出、返却

･壁面作成

･図書だよりの作成

･配架、寄贈の受付

･新聞チェック

･点訳・拡大・朗読等に関す

ることの管理

･図書の貸出、返却

･壁面作成

･図書だよりの作成

･配架、新着本の紹介

･新聞チェック

･図書の電算化作業
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③
図
書
や

予
算

とても足りないと感じる。 足りないと感じる。 とても足りないと感じる。

特
別
支
援
学
校
の
学
校
図
書
館
機
能

①
対
応
等

②
力
を
入
れ
て

い
る
こ
と

．様々な障害種に対応できる

ように、触って楽しめる本

やビッグブックから、文庫

本まで色々な分野の本を提

供する。

･司書から近づき、積極的に

読み聞かせを行う。

･移動図書館のお知らせ

『図書だより』や図書館に掲

示物でのお知らせの工夫を

行う 。

．幼～専攻科までの幅広い年

齢層に応じた本を提供する。

･弱視や全盲、弱視の中での

様々な見え方があるためそ

れぞれのニーズに対応する。

･読書機器の設置

･対面朗読室の設備

･行事での外部団体への公演

依頼は、事前に動きよりも

音を中心にと願い出る 。

･盲教育や沖盲の歴史を学ぶ

資料室の設備を行う。

･他の学校に比べ、特別な配

慮が行われている図書が少

ない。

･普通学校に近い学校図書館

である。

｡長い文章に苦手意識を持つ

生徒が多く、中・高等部で

も短い文章や絵が多い本、

漫画を読む傾向にある。

･手に取りやすい配架にする。

．読んでほしい本の面出しを

行う 0

学
校
図
書
館
と
し
て
の
役
割

①
環
境

②
活
動

③
行
事

①
の メ

デ
イ

整
備

ア

②
授
業
で

の
活
動

①
レ
フ
ァ
レ
ン
ス

今年度から畳間を設置

･本が読めない子に対し、司

書から積極的に読み聞かせ

を行う。

･読書月間には人形劇団「ん

まだいしよう」を招く。

･校内での読書コンクールな

どは行っていないが、県内

の特別支援学校対象の読書

感想文・画コンクールに参

加する。参加できない場合

は、受賞作品のコピーを取

り寄せ図書館内に掲示する。

･パズル大会

･DVD、TV、ipad設備

･ipadは電子書籍が中心で、
音声の出る本や絵本などを

利用することが多い。

活用有り。

遠足や修学旅行の事前学習、

家庭科などで活用。

先生方の要望などに積極的に

対応しているが、離島である

がゆえの弊害があるため、今

後の課題となっている。

･畳間

･対面朗読室

･司書が読み聞かせを行うこ

とはほぼなし。

･今年の読書月間では山之内

摸ミニミニ展示会を設置す

る◎

･校内での読書コンクールな

どは行っていないが、県内

の特別支援学校対象の読書

感想文・画コンクールに参

加する。

･DVD，ノートPC

･点字化、音声化、拡大文字

化などの複製機械

多く活用される。

調べ学習やDVDの視聴､読み

聞かせなど。

先生方の要望は少ない。司書

から問いかけてもほぼ無い。

しかし図書館を利用すること

は多いため先生方にも多くの

図書を提供するように心がけ

ている ○

･新校舎改築のためプレハブ

に仮移設中。

･各本棚に椅子を設置してい

る◎

･司書が読み聞かせを行うこ

とはない。読み聞かせは手

話で行うため難しく、ほと

んど担任が行う。

･校内での読書コンクールな

どは行っていないが、県内

の特別支援学校対象の読書

感想文・画コンクールに参

加する。

DVDのみ。

あまり活用されることはない。

先生方の利用が多く、生徒よ

りも先生方が利用が多く感じ

られるほど。
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｢んまだいしよう」を外部からボランティアとして

招き公演をしている。この劇団は、人形劇や絵本

の読み聞かせを通して、子どもたちに読書の魅力

や民話の世界を楽しんでもらうため、1981年に発

足される。また、母親たちを中心としたお話サー

クルや読み聞かせグループとの共演など、子ども

たちのみならず、地域の人たちにも大きな影響を

与えてきた。このような文化活動の功績をたたえ

られ、2010年には県文化協会賞功労賞を受賞、ま

た読書推進運動に貢献したことが認められ、第24

回野間読書推進賞を受賞する。

②特に力を入れている取り組みについて

宮古島市立平良図書館の移動図書館｢みらい号」

を利用しており、これを楽しみにしている児童生

徒が多いため、みらい号が来る日などのお知らせ

に力を入れている。『図書だより』でお知らせする

ことから、忘れやすい子に対し掲示物を掲載した

り、字が読めない子に対しては絵を描いて近所の

ショップで買ったコルクボードなどに貼るなどし

ている。また、掲載している絵も、ただバスの絵

をかくのではなく、認識できるように、宮古島市

のマークや宮古島市のイメージキャラクター

｢み－や｣の絵を使って多くの生徒にお知らせでき

るよう工夫している（宮古島市ホームページーエ

コアイランド宮古島

http://www.city.miyakojima.lg.ip/index.html参照)。

Ⅲ－1．沖縄県立宮古特別支援学校
（全障害種対応)の調査結果

1)学校図書館としての業務

①雇用形態について

雇用形態は臨時職員で事務職員である学校司書

として配置されている。宮古特別支援学校の学級

数が12学級以下であるため、司書教諭は置いてい

ない。A先生は司書教諭の免許を取得しているが、

校務分掌の一部の事務職である学校司書として位

置付けられている。よって授業や担任などはもっ

ていないため、専任して業務を行うことができて

いるという。

②具体的な業務

図書の貸出・返却、季節や行事ごとの壁面作成、

図書だよりの作成、新着本の紹介（コーナーの設

置）など。

③図書や予算は足りないと感じるか。

とても感じる。幼・小・中・高等部と幅広い年

齢の生徒が在籍し、更に宮古島には特別支援学校

も宮古特別支援学校の1校のみとなるため、知的

以外にも多様な障害種に対応しなければならない

のでより多くの本や設備を必要とするが、それに

見合う予算ではないという。足りない本などは、

他機関から借りることはできるが、離島ゆえに活

用できる範囲が制限され限界があるため予算が下

りればもっと多くの本を提供できるのに、と常に

感じているという。

A先生始め、他の先生から私物の本を寄贈して

もらったり、A先生が是非生徒に紹介したいと

思った本があったときは自費で購入しているとい

うのが現状であるという。

3）学校図書館としての役割

2）特別支援学校の学校図書館機能

①学校の特色や生徒のニーズに応じた対応について

宮古特別支援学校は本島の学校とは違い、知的

障害者から肢体不自由まで様々な障害をもつ生徒

が在学しているため、触って楽しめる本から文庫

本まで、いろんな分野の本を置くようにしている。

絵本でも、ビックブックという大きな本を使って

見やすく楽しめるよう工夫したり、文字が読めな

い子に対しても字が少なく絵を中心とした本を置

くようにしている。また、本が読めない子に対し

ては、司書から近づいて読み聞かせなどを積極的

に行っている。

読書月間の取り組み(10月）

年に1度の読書月間にて、宮古島市の人形劇団

－14－

①環境の整備について

去年まで(A先生赴任時)、テーブルしかなく肢

体不自由の子などが利用しにくいのではないか、

とA先生や他の先生からの要望から、畳のスペー

スを作成。現在では児童生徒のくつろぎの場とな

り、読み聞かせの場として活用している。

②読書感想文コンクールなどの行事

学校独自では行っていないが、県全体として県

内の特別支援学校で読書感想文・画のコンクール

が開かれているため、それに参加したり、できな

かった場合は、問い合わせて賞をもらった作品の

コピーを図書館に掲示し紹介するなどを行ってい

る。

【A先生が行っている図書館を利用するためのきっ

かけ作り】

図書館利用を推進するため、パズル大会の実施

を行う。ねらいとしては、本が読めない子、嫌い
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な子に対し、まずは図書館に足を運ぶことから始

め、そこから本に触れてもらいたいと考えた。子

供たちは遊ぶことが好きで、特にパズルに興味を

示すことがあるということから、図書館でパズル

大会を行うことで、図書館に足を運ぶ機会を作る

だけではなく、集中力を高めることもできると考

えて実施してみたという。大会ということで、記

録を取り、表にして図書館内で掲示した。よって

より児童生徒の興味・関心を引き立てることがで

き、学部関係なく行っているため生徒同士のコ

ミュニケーションを図ることもでき、図書館の足

を運ぶ児童生徒が増えたという。そして、他の教

員からも大会を始めてから児童生徒たちの集中力

が持続するようになっている、と報告もあったた

め、実施した効果があったと感じているという。

①多様なメディアの整備

パソコンなどは設備していないが、DVDやテレ

ビ、ipadを設置している。Ipadはゲームはあまり

入れず、電子書籍を中心として、特に音声のでる

本や絵本などを利用することが多いという。

②授業での活用

遠足や修学旅行の事前学習や、家庭科などで料

理の種類を学ぶなどで、授業で図書館を利用する

ことがあるという。

教材セ

①レファレンスサービスの実施

先生たちから要望があった場合、他の機関を利

用するなどして稲極的に提供しているという。し

かしやはり特殊な本や専門的な本となると、宮古

島にはなく本島にある場合があり、その場合は宮

古島から借りることはできないため、今後の課題

であるという。

Ⅲ－Ⅱ、沖縄ろう学校
（聴覚障害)の調査結果

1)学校図書館としての業務

①雇用形態について

雇用形態は本務職員で事務職員である学校司書

として配置されている。司書教諭は配置されてい

るが、実際は教職員の校務分掌の図書係として配

置されているため、学校司書のみの配置となって

いる。図書係は3名おり、司書含めた4人で図書

館を運営している。各学部に1人ずつ図書係が居

るため、月に1度に集まり司書教諭を持っている

先生を中心としながら連携を図って行事などの運

営を行っているという。

②具体的な業務

図書館の清掃、図書の貸出・返却、寄贈の受付、

配架、レファレンス（新校舎になったばかりのた

め場所の案内を中心に)、壁面作成､図書だより作

成、新着本の紹介、新聞チェック（福祉や視覚障

害者関係の記事がないか、また、『点字毎日」とい

う盲に関する法律や′情報が掲載される毎日新聞社

の盲専門の新聞のチェック）など。図書館の管理

運営・点訳ネットワークの運営と活用・点訳本等

の寄贈に関すること・教授資料の収集管理・ボラ

ンティア（点訳・拡大・朗読）に関すること・視

聴覚教材（ビデオ・CD・DVD等）の管理運用に

関すること。

・図書係の仕事…図書教育の計画と実施・読書指

導の計画と実施

●共同での仕事…平和教育の計画と推進・掲示教

育の計画と推進・観劇等に関す

ること

③図書や予算は足りないと感じるか。

感じる。蔵書に関しては、SLA(全国学校図書

館協議会）の定める、学校図書館の予算や施設等

の充実に関することのSLA達成率が17%であり、

蔵書数がかなり足りていないことが分かる。また、

予算に関しても県消耗品として年間10万円が支給

されているが、沖縄盲学校では、幼稚部から専攻

科までの幅広い年代の児童生徒が通い、且つ、点

字本や墨字本など、様々なニーズに対応する図書

を必要とする図書館としては、特に専攻科は専門

的な教育課程であるため、医学本などの専門書が

必要となり費用もかさむ。以上のことを踏まえる

と到底年間10万円の予算では賄えない状況にある

という。

◆SLA(公益社団法人全国学校図書館協議会）
とは・・・

1950年2月「学校図書館が民主的な思考と、自

主的な意思と、高度な文化と創造するため教育活

動において重要な役割と任務ともっている」との

思いで、全国の有志教員によって全国学校図書館

協議会を発展的に改組し、その目的、事業を引き

継いで1998年9月に社団法人全国学校図書館協議

会が設立、2012年4月1日に公益社団法人に移行

した。

－15－
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活動としては、学校図書館の整備充実を図る運

動（職員配置、予算増額、施設拡充等)、学校図書

館向け資料の選定と普及、学校図書館活用や読書

推進に関する調査研究、学校図書館の研究および

学校図書館職員の資質の向上を図る各種の研修、

青少年の読書の振興と普及を図る各種コンクール、

顕彰活動等を行っている。

（全国学校図書館協議会，

http://www.i-sla.or.jp/about/,2013-10-6)

2）特別支援学校の学校図書館機能

①学校の特色や生徒のニーズに応じた対応について

先述したが、沖縄盲学校は幼稚部から専攻科ま

での幅広い年齢層の生徒が所属しているため、図

書館もそのニーズに応じ、幼児向けの絵本から、

医学の専門書までと、幅広い図書を置いている。

また、弱視や全盲など、見え方が多種多様であり、

弱視の場合でも、18ptが見えやすい人もいれば、

20ptが見えやすい人、また白黒反転が認識しやす

いなど、本の種類も多く、読書機器に関しても音

声図書（プレストーク）などを置きニーズに対応

できるようにしている。また、対面朗読室という

部屋を設備し、ボランティアさんの読み聞かせや、

授業での活用、声を出して読むときなど様々な場

面で活用できる個室を設置している。予算の関係

で蔵書数も少ないこともあるため、生徒や職員に

必要な図書などを聞きだし、県立図書館から年に

2回400冊ほど借り県立図書館コーナーを設け、

多くの図書を提供できるように努めている。

②特に力を入れている取り組みは

平和講話や読書講話などの行事では、外部団体

に公演を依頼し、その際動きよりは音を意識した

内容にしてほしいと依頼の際に願い出ている。ま

た、学校図書館内では、盲教育や沖縄盲学校の歴

史を知ってもらうために、図書館内に資料室を設

置する取り組みを行っている。

3）学校図書館としての役割

①環境の整備について

肢体不自由の子どもたちに対し畳の間を設置し

くつろげる空間を提供し、先述した対面朗読室で

は、個室になっているため利用する児童生徒のプ

ライベートを確保できる空間となっている。

－16－

②読み聞かせなどの活用

授業で先生と生徒が一緒に図書館に訪れること

がある場合は先生方が読み聞かせを行っているこ

とが多いので、学校司書自らが読み聞かせを行う

ことはほとんどない。読書月間では、沖縄女子短

期大学の学生がボランティアで読み聞かせを行っ

ている。また、読書月間では、図書委員の生徒が

週1度、校内放送を行ったり、読書の木を設置、

読書感想文・画のコンクールヘの参加、また、今

年の読書月間の取り組みとして、山之内猿の110

周年を記念して、県立図書館に依頼し、山之内猿

ミニミニ展示会を設置するなど、読書活動推進に

向け様々な取組を行っている。

③読書感想文コンクールなどの行事

宮古特別支援学校や沖縄ろう学校と同じく、学

校独自では行っていないが、県全体として県内の

特別支援学校で読書感想文・画のコンクールに毎

年参加している。

①多様なメディアの整備

DVDやノートパソコンの設置、また、点字化・

音声化・拡大文字化などの複製を行うことができ

る機械などを設備している。

特にノートパソコンに関しては、音声ソフトに

て沖縄タイムスなどの新聞社がテキストデータで

発信しているものをすべて無料で読むことができ

るソフトがあるので、活用する生徒が多いという。

②授業での活用

よく使われる。授業の際の調べ学習や､DVDの

視聴、読み聞かせなどで使われている。

屡蕊周一

①レファレンスサービスの実施

教職員からの図書や資料の要求などは少ない。

司書から先生方に問いかけても忙しいためかほと

んど要望はない。しかし、図書館内には教師用図

書のコーナーを設置しており、そこには視覚障害

者理解などの本を多数取り揃えているため、利用

する先生方も多いという。そのため少量ではある

が公共図書館から取り寄せて先生方にも数多くの

本を提供できるように心がけているという。
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Ⅲ－Ⅲ、沖縄ろう学校
（聴覚障害)の調査結果

1)学校図書館としての業務

①雇用形態について

雇用形態は臨時職員で事務職員である学校司書

として配置されている。沖縄ろう学校の各学部の

学級数が12学級以下であるため、司書教諭は置い

ていない。C先生は司書教諭の免許はもっている

が、事務の中の図書館担当で事務主事に当てられ

ている。図書係は五名おり、幼稚部に2人、小・

中・高等部各1人で構成され、司書含めた6人で

図書館を運営している。月に1度集まり行事など

の運営を行っているという。

②具体的な業務

図書の貸出・返却、配架、レファレンス、季節

や行事ごとの壁面作成、図書だよりの作成、新着

本の紹介（コーナーの設置)、新聞チェック（福

祉や聴覚障害者関係の記事がないかのチェック)、

バーコードの登録…最近まで図書の管理をバー

コードラベルで電算化にしていなかったため、今

年度中に全ての図書を登録することになっている。

③図書や予算は足りないと感じるか

とても感じる。図書に関しては全て古く、C先

生が初めに見たときは「生徒が読みたい、と思え

るような本が少ない」と感じたそうであるb特に

辞書や図鑑などはとても古く、生徒も手に取らな

いほどである。しかし、年間11万という県費では

辞典や図鑑をすべて買い替えることはできず、生

徒や教師の要望する図書や、新しい図書を購入す

るだけに留まってしまう現状である。しかし購入

する本も、できるだけ予算を抑えるために比較的

安く手に入る文庫本などが中心になってしまうよ

うである。よって公共図書館から団体貸出しで多

く借りることも多いという。

また、図書を全体的に見たときに、特に男子生

徒が興味を示すような本が少なく、男子生徒の利

用が低い状況もあるため、スポーツやスポーツ選

手の自伝など話題になった本を購入し、図書だよ

りに大きく掲載するなどして、男子生徒にも図書

館を利用してもらうようにすることが今後の課題

であるという。

蔵書の特徴としては、手話や聴覚に関する図書

も多くあるが、他の特別支援学校と比べ、普通学

校の図書館に近いようになっている。知的を併せ

持つ生徒と一般の生徒がいるが、一般の生徒が多

く、また盲学校と比べ図書に対し多様なニーズを

あまり必要としないため、普通学校の図書館に

なっている。

2）特別支援学校の学校図書館機能

①学校の特色や生徒のニーズに応じた対応について

上述したように、ろう学校にいる知的を併せ持

たない児童生徒の場合、図書館を利用する際に関

しては、一般の学校の児童生徒と変わらないため、

盲学校に比べ特別な配慮を行っている図書はほと

んどない。また、音声図書や音の出る絵本なども

少ないため、より一般学校に近い図書館である。

しかし、児童生徒の特徴として、助詞などが聞

き取りづらいためか、生徒の作文等を見ると長文

の場合、助詞が抜けていたり使い方を間違ってい

る場合が多いことがあるという。それと関係する

のか、生徒個人の問題なのかはっきりしたことは

分からないが、長い文章などに苦手意識を持ち、

中・高等部になっても短い文章の本や絵の多い本、

漫画などを読む傾向にあるという。

②特に力を入れている取り組みは

児童生徒は、分かりやすく表に出ている場合

（面出し）と本棚に入っていう場合とでは、同じ本

であっても棚に入っている本はとらない傾向があ

るため、手に取りやすいように並べたり、読んで

ほしい本は表に出して陳列するなどして、漫画ば

かりを読もうとする生徒たちにいろいろな本を手

にする機会を与えるよう配架に気を使っている。

3）学校図書館としての役割

…

①環境の整備について

現在新校舎建設のため、一時的にプレハブに移

動しているため、場所も小さく環境作りはあまり

できないが、各本棚の前に椅子を多く並べ座って

ゆっくり読めるようにしているようである。

②読み聞かせなどの活動

ろう学校は他の学校と違い、読み聞かせの場合

手話を使って行うため、先生方が手話で行ってい

ることが多く、司書が自ら手話を使って読み聞か

せを行うことはないという。また、幼稚部では保

護者共学が原則であるため、親子で図書館できて

紙芝居などを借りて保護者が読み聞かせるという

場合が多い。

③読書感想文コンクールなどの行事

宮古特別支援学校や沖縄盲学校と同じく、学校

独自では行っていないが、県全体として県内の特
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別支援学校で読書感想文・画のコンクールに毎年

参加している。

①多様なメディアの整備

PCはなくDVDは設置しているが、内容はあま

り面白いものはないため生徒は全然利用しないと

いう状況である。

②授業での活用

あまりない。読書感想コンクールはクラスでの

取り組みであるため、読書感想文・画で使う本を

探すなどで来ることはあるが、授業で調べ学習な

どを行う先生がほとんどいないので、授業であま

り活用されることはない。

①レファレンスサービスの実施

手話や聴覚障害理解など、先生向けの本がある

コーナーを設置しているため、先生方の図書館の

利用は多い。特に、臨任や非常勤の先生方は手話

が使えない場合が多いため、図書館に来て勉強す

ることがよくあるという。C先生日く、生徒より

先生方の方が利用が多いのではないか、と感じる

こともある程であるという。なので、公共図書館

で団体貸出しサービスを利用する際に、先生方が

利用できる本も多く借りるそうである。

Ⅳ、考察

1．司書教諭の配置

調査結果から明らかになったこととして、学校

司書と司書教諭を2人配置している学校がほとん

どではあるが、実際は学校司書が1人で学校図書

館業務を行っていることが多いことであった。

しかしその場合、司書教諭は図書係として配置

されている場合と、図書係でもなく図書館業務と

無関係な校務分掌に属し、免許を所持しているた

めに充てられた｢名ばかり司書教諭｣(野口､2010)

の配置である場合の2つの現状が明らかになった。

また、図書館業務を実質1人で行っている学校

司書も本務職員であるのは、沖縄県内の特別支援

学校15校中、本研究で実態調査を行った沖縄盲学

校のB教諭を含め、2校のみであるということも

分かった。

2．司書教諭より学校司書が中心となって業務を

行っている現状

なぜ沖縄県内の特別支援学校の学校図書館では、

司書教諭ではなく、主に学校司書を配置する傾向

にあるのかについては、学校司書には関係法令が

なく、明確な根拠規定がないためではないかと考

えられる。

学校司書と司書教諭を比較してみると、設置根

拠については、司書教諭は学校図書館法で設置を

義務化しているが、学校司書は制度上における設

置根拠は現時点ではないのである。また、業務上

の位置付けに関しても制度上の業務の定めはなく、

職種としては学校事務職員に相当する。そして、

資格に関しても制度上の資格の定めはない。各地

方公共団体による採用である場合は、募集条件と

して、それぞれの実情に応じ、司書資格や司書教

諭資格、教員免許状、相当実務経験等の資格を求

める等の資格要件を定めて「学校司書」を募集す

ることとなっている。

ここまで上述してきたことを踏まえると、学校

司書のみの配置は、法的根拠も資格もないため専

門性も保障されていないものと思われる。しかし、

先述したように沖縄県内の特別支援学校の全ての

学校図書館が学校司書を配置している。その理由

として考えられるのは、司書教諭と学校司書の勤

務形態の制度に違いがあるからだと考えられる。

司書教諭は常勤であることが原則であるが、学校

司書は「常勤又は非常勤」とあり、非正規雇用が

可能であるという点である。非正規雇用の場合、

正規雇用に比べ低賃金で雇うことができるため、

人件費を安く抑えることができる。そのため学校

司書を配置し、司書教諭の配置は「名ばかり司書

教諭」が存在してしまう原因となっているではな

いだろうか。

3．圧倒的な予算不足の実態

次に調査で明らかになったこととしては、予算

や蔵書数が圧倒的に不足していることである。

図書館経費は平成25年度の県消耗品とPTA予

算の合計の平均が約23万円であった。蔵書数に関

しては、蔵書に関するSLA達成率の沖縄県の平成

25年度平均は9.6％であった（｢沖縄県における特

別支援諸学校の図書館の現状(平成25年度)｣より)。

この蔵書率からも分かるように予算が非常に不足

しているのである。

沖縄県の特別支援学校の場合、1つの学校に幼
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稚部から高等部まで設置していることが多く、普

通学校と比べ幅広い年齢層に対応する図書館をつ

くっていかなければならない。「学校図書館図書

標準」では、小学部で見ると、1学級しかない学

部でも2,400冊、6学級を有する学部では2,936冊

(視覚の場合のみ3,292冊)、12学級を有する学部

では3,512冊（視覚の場合のみ4,252冊）を標準と

している。小学部、中学部、高等部を有する学校

では単純に考えても、この3倍以上の蔵書冊数が

なければならない（野口、2010)。しかし、沖縄

県内特別支援学校の蔵書数の平均は平成25年3月

末日現在、約3,290冊となっており（｢沖縄県にお

ける特別支援諸学校の図書館の現状（平成25年

度)」より)、幼稚部から高等部までの児童生徒が

十分に利用できる蔵書数でない現状であることは

明らかである。

4．県内特別支援学校の学級数と司書教諭発令に関

する基準との矛盾

学校図書館の蔵書数に関わる「学校図書館司書

教諭の発令について」の司書教諭を配置するため

の学級数の数え方について、現在の沖縄県の現状

と矛盾する点があった。

沖縄県内の特別支援学校では、一つの学部に12

学級以上設置している学校は、現在15校中9校で

あり、過半数が12学級以上の学部をもつ学校であ

る。しかし、12学級以上設置している学校におい

て、「学校図書館司書教諭の発令について」に則り、

学部ごとに学校図書館を設置し、学部ごとに司書

教諭を配置している学校は1校もなかったのであ

る(｢沖縄県における特別支援諸学校の図書館の現

状（平成25年度)」より)。

5．学校現場の実情と負のスパイラル

このような現状により、学校の特性や児童生徒

のニーズ、先生方の要望に応えたいという学校司

書の先生方の働きが、予算不足という問題に制御

されてしまっている。こんな本がほしい、こんな

設備にしたい、という想いがあっても、上述した

ように、限られた少ない予算では到底まかなうこ

とができないため、諦めざる負えない場合が多い

と考えられる。

また、臨任の場合であれば、一年で任期を終え

る場合がほとんどであると考えられるため、なお

さら、「今年はこれを買って、来年は…」などの

計画を立てることも難しい。特別支援学校の学校

図書館の環境すべてが負のスパイラルになってい

る。

V.今後の展望と課題

この現状から、ここまで述べてきた問題に対し、

今後見直すべき点として、以下に記す。

(1)10年間改正されていない「学校図書館法」を、

全国の学校図書館の現状を改めて踏まえた上で、

改正を検討する必要がある。

（2）学校図書館の実態調査については、現在の文

部科学省の「学校図書館の現状に関する調査」

と、「学校図書館調査」だけでなく、本研究で

使用した調査内容のように、学校図書館の具体

的な実態が把握できるような調査を作る必要が

ある。

（3）司書教諭の配置については、学校図書館法の

第5条に掲げる設置義務にかんがみ、確実に設

置できるよう、同法の特例の内容を検討する必

要がある。

(4)(3)に伴い、「学校図書館司書教諭の発令につ

いて」についても、司書教諭の設置基準である

学級数について､11学級以下は当分の間置かな

いことができるという内容の見直しが必要であ

る。

(5)(4)を受け､特別支援学校における学級数の数

え方についても、都道府県ごとの学校図書館の

現状を踏まえ、地域ごとに基準を変えることが

できる等の見直しが必要である。

（6）学校司書の専門性向上を図るために、学校司

書の資格化や学校司書に関わる法律の作成を図

り、勤務形態も見直す必要がある。

特別支援学校の学校図書館の正しい機能を図るに

は、やはり学校図書館に関わる法律の大幅な見直し

と、特別支援学校の学校図書館の具体的な実態調査

が必要となってくると考える。

今後、本研究で得られた知見を少しでも多くの人

たちに伝え、特別支援学校全体の問題として認識し

てもらうことをはじめ、特別支援教育の専門的知識

と学校図書館に関する専門的知識を更に深め、この

課題を解決していくことに力を入れていきたい。
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