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地域における社会教育施設の役割と可能性

－児童図書館の場合一

川北典子

1．はじめに

学校や家庭以外の子どもの「居場所」について取り沙汰されるとき、児童館や児童遊園の

ような児童厚生施設とともに、児童図書館や児童博物館といった社会教育施設も挙げられる

ことが多い。前者に比べれば設置数が少なく、地域のなかで、決して身近とはいえない後者

の施設ではあるが、子どもの「居場所」としての多くの可能性を含んでいるのではないかと

考えられる。児菫博物館に関しては、日本ではまだまだ希少な存在であるので次の機会に譲

るとして、本稿では地域の児童図書館（図書館児童室）サービスについて、いくつかの視点

から考察してみる。

2014(平成26)年1月に刊行された猪谷千香の『つながる図書館一コミュニティの核をめ

ざす試み』（ちくま新書)が話題になっている。近年、各地で行われている地域を支える情報

拠点としての図耆館づくりを取材、報告したものである。従来の図書館のイメージを大きく

変える各地の図書館での取り組みは、特に子どもの分野に言及したものではないが、子ども

も含めた地域住民への図書館事業サービスとして示唆に富んでいる。

子どもにとっては、学校や家庭以外の居場所として、地域に多くの資源が用意され、活用

されることが望まれる。本や資料を提供する器としてだけはなく、そこで繰り広げられる人

と人とのつながりをベースにした支援のありようを確認していく。

2．児童図書サービスの歴史

まずは、児童図書サービスの歴史に沿って、特徴的な事柄を事例的に挙げることによって、

現代の児童図書サービスのあり方を考えるための一助とする。

子どもに対する図書館サービスについては、1887(明治20)年に東京神田に開設された大

日本教育会付属書籍館が小学部を設けたのが最初であるといわれる。しかしながら、当時は、

学校以外での子どもの読書活動は害の多いものとして学校現場からの批判も多かったため、

図書の閲覧には学校長の認可証を必要とすること、毎月末には小学生の図書閲覧表を作成し

学校長宛てに送付することなど、煩雑な条件が付けられていた。

1902(明治35)年には、明治期最大の出版社といわれる博文館の創設者である大橋佐平が

その息子新太郎とともに現千代田区麹町の自宅の一角に、財団法人大橋図書館を開設した。

視察に訪れた欧米諸国の公共図言館に感銘を受け、図言館設立を思い立った佐平は、完成を
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目前に病没するが、遺志を継いだ新太郎により、児童言を含む366000冊の蔵耆を備え、12

歳(小学5年生）以上を対象に開館した。おとな3銭、子ども1,5銭と有料ではあったが、

博文館が児童書を数多く出版していたこともあり、日本初の特殊図吾目録といわれる「少年

図耆目録」(1910年）を刊行するなど、児童書の充実に力を入れていた。芥川龍之介も自伝

的作品『大導寺信輔の半生』のなかで、この図書館を愛用したことを記している。1923(大

正12)年の関東大震災で、9万冊にも及ぶ蔵書をすべて焼失するも、1926(大正15)年には

復興を果たし、幼稚園等への貸出文庫を開始するなど、再び児童サービスの充実に努めた功

績は大きい。だが、戦後経営難に陥り、1953(昭和28)年には閉餅、1966(昭和41)年、港区

芝増上寺の三康文化研究所付属三康図書館に18万冊の図書が引き継がれた。なかでも、児

童書5200余冊、雑誌30余誌を収録した「三康図書館蔵書目録児童書編｣(1970年12月）は、

戦前の児童出版文化について記した貴重な資料となっている。

1899(明治32）年には「図書館令」が制定され、各地に府県立の図書館が次々と開館するが、

日本の公共図書館における児童サービスとしては、山口県立図書館が、1903(明治36)年に

児童室を備え開館したことに始まる。これに先立ち1879(明治12)年には、高知書籍館にお

いて、高知県令により、｢六歳未満ノ者･･･(略)…館内二入ルヲ許サズ」とされていたことから、

小学生以上には図書の閲覧を許可していたと推測されるが、山口県立図耆館には児童閲覧室

が設置され、12歳以下の子どものための児童図書が配架されたことから、公共図書館にお

ける児童サービスの歴史は、ここから始まったといえる。これは、初代館長であった佐野友

三郎の「国民に健全なる読書趣味を養成するには、小学児童の時から、自ら進んで課外読み

物を愛読する習慣を育てることが肝要」との方針に基づくものであった。当初「旬日を待た

ず閉鎖の止むなきに至るだろう」といわれていた子どもの利用は、全体の40%近くを占める

盛況であったという(1)。佐野は、また、各学校への学級文庫の編成と供給、学校図書館の新

設推進、師範学校における図耆館学科の設置なども提言した。

また、1898(明治31）年開館の京都府立図書館では、湯浅吉郎が館長に就任した1904(明

治37)年の翌年に児童室を開設した。湯浅は、少年時代に故郷|岐阜県の安中教会で聞いた説

教に感銘を受け、同志社英学校に進学、神学を志す。卒業後オベリン大学神学科、エール大

学古代言語学科などで学び、帰国後は京都帝国大学講師となり、附属図書館に勤務すること

となった。1年後には、京都帝国大学および京都市より命を受け、シカゴ大学で約半年間図

耆館学を学び、米国各地および欧州の図書館を多数視察してまわった。1903(明治）年8月

に帰国、9月には京都市教育会においてlXI耆館についての講演を行うなかで、アメリカの児

童図書館の現状を紹介している。そして、翌年4月には京都府立図書館長に就任することと

なるが、翌5月には、師範附属小学校の生徒を招いて自由閲覧させ、児童図書館開設の試み

を行っている。児童室開設後は、児童室に限って入館無料とし、児童教育の経験者を1名配

置して、図書の選択や児童の世話にあたらせたという。

湯浅吉郎が京都府立図書館長に就任する前年の1903(明治36)年、京都市内で地域住民の

手によって、一つの児童図書館が誕生した。京都市下京区（現・東山区）の修道尋常小学校

内に開設された修道児童文庫である。|il年10月、修道尋常小学校同窓会(2)内で児童文庫設立

の動きが起こり、11月の総会で可決され、12月末には早くも文庫事務が開始された。同窓
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会会則に加えられた1項として「一修道文庫ヲ設ケ会員所有ノ図書ヲ目録トナシ相互間二

閲覧ノ便ヲ供スルコト」とあるように、当初は同窓会会員が各自の所蔵する図書をひとつの

目録に作り、それを学校内に備えつけ、会員間で貸借をするという方法がとられた。この文

庫目録は、京都府立図書館のものを取捨して作成した本格的なものであり、仙田正雄は､『児

童図書館史覚書』のなかで、運営の方法も含めて高く評価している(3)。その後、学校内に閲

覧所を設け期間を定めての一般公開を行ったところ盛況を博し、常設のニーズも高まったこ

とから、学校敷地内に閲覧所を建設、1905(明治38)年4月8日に落成式が挙行された。こ

れが、文部省の認可を受けた最初の児童図書館である修道児童文庫設立の日とされている。

欧米の図書館視察で刺激を受けたことにより、明治期に各地で開設された児童図書館（児

童室）であるが、子どもの教育や社会性の発達に関心を寄せる地域のおとなの熱意によって、

それぞれに創意工夫がなされ運営されていた。修道児童文庫の運営にみられるように、地域

の教育力の大きさが発揮された時代でもある。やがて、戦時下においては富国強兵施策の一

つとして新たな図書館設立や子どもの読書活動が考えられていくことにもなるが、それらの

歪められた歴史が及ぼす影響については、今後あらためて考察を試みたい。

近年では、地域の実情に応じて、自治体が公共図書館の分館・分室として児童図書館を設

置することも増えてきたが、国立国会図書館国際子ども図書館や財団法人が運営する大阪府

立国際児童文学館、NPO法人運営の高知こども図書館など、独立の児童図書館はまだ充分

であるとはいえない。子どもが日常的に学校からの帰宅後に利用できるような図書館の存在

が必要であることから、一般の図耆館とは区別してその専門性を見直していかなければなら

ないのではないか。地域におけるいわゆる草の根活動としての「子ども文庫」が、1980～90

年代をピークに減少の一途を辿っている現在であるからこそ、行政の責務としての児童図書

サービスのあり方が再検討されなければならない。

3．図書館と子ども

①公共図書館と学校図書館との連携

図書館法（1950年4月30日公布)第3条には、「図書館は、図耆館奉仕のため、土地の事情

及び一般公衆の希望にそい、更に学校教育を援助し得るように留意し…」とあり、「…学校に

附属する図書館又は図書室と緊密に連絡し、協力し、図書館資料の相互貸借を行うこと｡」(第

4号)、「学校、博物館、公民館、研究所等と緊密に連絡し、協力すること｡」(第8号）と示

されている。この条文が、土地の事情や一般公衆の希望といった最も基本的な事項と並列し

て学校教育への援助を挙げていることから、学校教育への援助が極めて重要な基本原則と定

められていることを薬袋秀樹は指摘している(4)。

一方、学校図書館法(1953年8月8日公布）第4条には、「学校は、おおむね左の各号に掲

げるような方法によって、学校図耆館を児童又は生徒及び教員の利用に供するものとする｡」

とされ、「他の学校の学校図耆館、図耆館、博物館、公民館等と緊密に連絡し、及び協力す

ること｡」（第5号）と定められている。また、第2項として、「学校図書館は、その目的を達

成するのに支障のない限度において、一般公衆に利用させることができる｡」とされており、
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地域連携の可能性を示唆している。

さらに、2001(平成13)年には、「子どもの読書活動の推進に関する法律」が公布されたが、

その第7条では「国及び地方公共団体は、子どもの読書活動の推進に関する施策が円滑に実

施されるよう、学校、図書館その他の関係機関及び民間団体との連携の強化その他必要な体

制の整備に努めるものとする｡」と、子どもの読書環境における行政や保護者の責務が示さ

れている。そして、これを受けて翌年には「子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画」

が策定され､「図書館間協力等の推進」の項で､「子どもの読書活動を一層推進していくために

は、図耆館と学校図書館とが連携・協力を行うことが重要である」とし、資料の貸借や相互

訪問など具体的な方法が明示されている。これらについては、2008(平成20)年の第二次の

同計画策定の際にも同様の趣旨が盛り込まれている。

「子どもの読書活動の推進に関する法律」の公布以来、各自治体では種々の基本計画が策

定されてきた。公共図書館、学校図言館それぞれが子どもの読書環境の整備に努め、相互の

連携によって質の向上を図ろうとしている。公共図書館と、学校および学校図書館の連携事

業としては、一般的に次のようなものが挙げられる。

・図耆館司書による学校訪問（ブックトークやおはなし会）

・小学生や中学生による図耆館訪問（館内見学や調べ学習）

・図書や資料の団体貸出

・職場体験学習

・児童図書選定協議会や教職員研修会（ブックリスト作成）

・教員の資料探しへの協力と援助

だが、これらの連携事業については、取り組みの充足度などに自治体間格差が大きく、公

共図書館と学校図害館との間で協力内容についての認識に棚齢が生じている場合も多い。そ

れらの根底にあるのは、財政上の問題であり、専門職員の配置の問題であろう。特に、学校

の窓口となるべき学校図書館司書が配置されている自治体は、2013年現在ようやく半数程

度になったとされている。しかし、その雇用条件は、多くが臨時職員やI嘱託職員であり、複

数校の兼務や交替勤務といった実態もみられる。学校図書館の機能を十分に発揮するには、

まず、職員の待遇保障が行われなければ、専門職としての経験を積み上げていくことができ

ない。教諭職が殆どを占める学校という現場での位置づけを明確にし、司書教諭や地域によ

る学校ボランティアとの区別も必要であろう。

大阪府箕面市では、1989(平成元)年に学校図書館に対する施策を始め、翌年には「箕面

市学校図書館の充実に向けて」という提言書を出している。これによって、各学校における

学校図書館の運営・蔵書・設備および備品についての整備が進められることとなった。当初

は、古く傷んだ図書を廃棄すると、蔵書は僅かになってしまうという状態であったというが、

図書費も徐々に増額され、数年を要し基本的な資料が揃えられた。公共図書館司書にも、学

校図書館の現状を実際に見てもらうことによって、書庫から多量の蔵言の長期貸出を得るこ

とができた。1996(平成8）年には、箕面市図書館協議会が､「生涯において初めて出会う図

書館が学校図書館であり、その学校図書館が未整備な現状を考えると、市立図書館の学校図

書館に対する支援は児童サービスの一環としてだけではなく、学校教育への協力の意味から

可ハハ
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も欠かせないサービスである｡」との文言を記した建議言を出している。また、箕面市では、

学校図書館司耆を、教職員の一員として学校組織の中の「図書館教育」担当として位置づけ

ている。司書が授業担当教諭とともに図耆館利用のカリキュラムの検討等に参加できる意義

は大きく、教職員の図書館研修や授業研究においても市立図書館との橋渡し役として力を発

揮している。

公共図耆館と学校図書館の連携を行ううえで欠かせないのがネットワークシステムの構築

である。だが、多くの自治体では、公共図書館のそれらの機能に、学校図耆館の設備が追い

ついていないのが現状である。学校図耆館から公共図書館への利用の流れを、子どもの生涯

学習の第一歩と捉え、早急に整備が図られることが望まれる。

②図書館と子どもの居場所

学校図書館はもちろんのこと地域の公共図書館においても、前述のような経緯をみるかぎ

り、教育という視点を切り離して考えることはできない。しかしながら、子どもの生活面に

視点を移せば、快適な居場所となるために必要な要素が明らかになる。

もとより読書が好きで本の世界に浸れる子どもには、図書資料さえ十分に揃えれば、図書

館はどこよりも楽しい空間となる。だが、すべての子どもにとって、図耆館が居心地の良い

場所となるためには、そのような空間を提供しようとするおとなの存在や意思が必要であろ

う。そういう意味では、子どもと本をつなぐ、司書という専門職の役割は大きい。それは、単

に子どもに本を提供するだけではなく、その子どもの置かれている背景や問題の所在に気づ

く力をもつということを意味する。

児童図言館として独立した図言館がまだまだ充足しているとはいえない現在、公共図書館

においては、児童室勤務の司書の専門性を見直す必要があろう。司書資格の取得課程で開か

れている子どもに関する科目は、「児童サービス論」のみである。児童書の歴史や概要、制度

や設備、児童室でのサービス内容などに触れていけば、ほぼ15回の授業は終わってしまう。

子ども理解について学ぶ機会は非常に少なく、まして子どもに関連する分野以外の文学部や

経済学部といったところで課程が開かれるならば、子どもの発達についてまったく知識のな

いまま児童室に配属されることもあり得るのである。現状では、児童室への異動や配属につ

いても勤務年数や経験等が多少配慮される程度であろう。居場所を求めて来館する子どもの

思いに寄り添うためには、子どもの年齢に応じた発達や心理、そして現代の子どもをとりま

く現状、たとえば家族関係や家庭環境、子ども同士の仲間集団などへの理解が必要になる。

時には、ソーシャルワークの技術も求められる。

むろん、公共施設利用における個人情報保護の観点からいえば、そのような児童サービス

のあり方は多くの矛盾をはらんでいるともいえる。問題を抱えた子どもの内情に、司書がど

こまで踏み込めるか、そして、問題が明らかになったときに、保護者や学校とどのように連

携をとるのかといった問題もある。それは、従来の図耆館サービスからは逸脱したものかも

しれない。だが、図書という文化財を用いて、子どもを支援する方法を考えるとき、あえて

提案を試みたいと考える。

絵本や児童文学などの子どもの本は、もうひとつの世界に子どもたちを誘い、子どもの心
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を豊かにするものである。人は、本を読まずに生きていくことも可能ではあるが、子どもが

未熟な体験の中から自らの想像力を駆使して本の世界に浸ることができたとき、本がその子

どもの発達を支え、生きる力を提供していることも、また事実である。図書館司書は、その

ような子どもと本をつなげる能力を有し、本のもつ力を具現化できる専門職である。一般図

書館では、当然のことながら、利用者の図書についての履歴は残さないし、借りた本につい

て言及されることもないが、児童室においては、ひとりの子どもが、現時点でどのような傾

向の本を好み、どんな本を読んでいるかは、司書がその子どもに適切な選言に関してのアド

バイスをするうえで欠かせない情報となる。とはいえ、司耆はカウンセラーやソーシャルワ

ーカーではないので、子どもが抱える深刻な問題に気づいたときには、家庭や学校と連絡を

とることも必要となる。利用者の個人情報保護からは外れる行為であるが、地域で子どもを

見守り、育むという観点からは有効な手段となる。それには、日頃から、連携のシステムを

構築しておく必要があり、学校図書館司書が地域との窓口の役割を果たすためにも、前述し

たように正規職員として各学校に配置されることが求められる。

また、学校図書館において、司書教諭ではなく常勤の司書を確保するならば、公共図書館

からの異動や、他の公共施設からの配置転換も起こり得る。そのような場合でも、やはり、

子どもについての知識や理解は欠かせないので、本は好きでも子どもには関心がないという

ような人材配置は避けたい。保健室登校と同様、むしろそれ以上に、本というシールがある

分さらに有効的な手段として、図書室登校に対応できる能力をもった司書の配属が必要とな

る。学校という空間のなかにあって、子どもとかかわり、なおかつ子どもを「評価をする」

存在ではない職種のおとなは貴重である。選書や図書についての日常のアドバイスをとおし

て､子どもからの信頼を得るとともに､他の教職員との連携が適切に図られなければならない‘

4．児童サービスと子育て支援

①児童サービスの概要

児童図書館および図書館児童室では、本の閲覧や貸出の他に、次のような種々の事業を行

っている。

【読書案内】利用者の資料選択に関する相談に応じ、適切な資料を提供するサービスであるが、

子どもとのコミュニケーションをとおして、その子どもの興味・関心や発達段階に合わせた

本を紹介する。複数の本を紹介して、子どもに選択肢を与えるような配慮も必要である。図

書資料に関する子どもからの質問に対しても、速やかに対処する。貸出業務にあたる人員を

除いて、司書が常にフロアで子どもの様子を見守ったり、会話を交わしたりすることも、児

童室の特徴であるといえる。読書環境を静證に保つことは当然ではあるが、児童室において

はフロアはコミュニケーションの場でもある。そして、そのような公共の場において、おと

なから子どもに適切な本が手渡されることは、子どもにとって社会生活を営むための第一歩

であるともいえよう。

【‘|冑報サービス】子どもからの質問に対して図書館員が図書館の情報源を用いて回答するレ

ファレンスサービスが主となるが、子どもの年齢が高くなれば、図書館の所有するデータベ
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－スやインターネット検索の方法を案内することもある。そのような電子情報については、

子どもの発達段階をきちんと踏まえ、選択することが必須となる。今後さらなる充実が図ら

れるべき分野であるとともに、より一層の研究がなされ配慮が必要となるサービスであろう

【宿題・課題支援】子どもが学校で出された宿題など調べ学習をするのに必要な資料や情報

を探索することを支援するサービスである。子どもに回答を示すのではなく、あくまで資料

に辿りつくための案内係りに徹する必要がある。これらについては、学校図書館司書をとお

して、授業の内容や進行具合、課題等について、事前にある程度の情報を得ておけば、準備

がスムーズになる。学校図書館との連携の重要性が問われるポイントである。

【子育て支援】育児についての資料や‘|冑報を積極的に収集し、保護者のニーズに応じて提供

する。日常の生活のなかで親子で遊べる資料や楽しい絵本、また、育児雑誌や育児に対する

アドバイスについて書かれた本、子どもの衣食住に関する本、教育や心理や福祉についての

書籍などを紹介している。また、専門家による相談会や講演会を開催することもある。子育

て支援への取り組みが盛んに行われている現在、絵本を活用しての子育てサロンのような場

に発展させることのできる可能性を含んでいる。

【乳幼児向けサービス】かつては、乳幼児が図書館の利用者となることには衛生面や必要性

などから異議が唱えられることもあった。だが、現在では次世代育成支援対策など子どもの

健やかな成長を保障する施策がとられるなかで、各自治体でブックスタート運動も定着して

きており、図書館での乳幼児向けのイベントも行われている。ブックスタートについては次

項で取りあげる。

【特別な支援を必要とする子どもへのサービス】身体障がい、いわゆる発達障がい、学習障

がいなど、特別な支援を必要とする子どもたちも、地域の図書館を利用する権利があるのは

自明のことである。図書資料の収集や設備の改善など、そのために必要な配慮事項は多々あ

ろう。まずは、地域の特別支援を必要とする子どもが通っている学校や長期入院をしている

子どもの病院、障がい児施設などの児童福祉施設などとも連携を図り、実態を正確に把握し

なければならない。乳幼児に対しては、保育所や幼稚園、保健所とも連携し、子どもの読書

のための環境整備に努める必要がある。また、保護者に対しても必要な資料を揃えるなど、

支援の方法を考慮し､サービスの向上をIXIらなければならない。

【移動図書館】｢なんでも、いつでも、どこでも、誰にでも」資料や情報を提供するという公

共図書館の理念を実現するために設けられたサービスである。自動車に図書資料を積載し、

決められた曜日・時間・場所を巡回する。人口の少ない地域や都心部から離れた交通事情の

悪い地域を巡回することが殆どであるが、子どもに可能な行動範囲を考慮し、児童図書に特

化して巡回地域を再編成することで、単に資料の貸出だけでなく、ある程度まとまった時間

をかけて読書アドバイスやおはなし会を行うことで、子どもの地域生活支援の有意義な機会

ともなる。保育所、幼稚園、小学校、学童保育所、児童養護施設や児童自立支援施設等の児

童福祉施設、小児科病棟のある病院などへの巡回事業も有効である。

【多文化サービス】民族的、言語的、文化的少数者（マイノリティ）を主たる対象者とする

図書館サービスである｡マイノリティの読書の権利、学ぶ権利、情報を得る権利等を母語に

よって保障し、彼らの文化に関する資料を揃えることによって相互理解を深めようとするも
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のである。そこには、当然子どもに対してのサービスも含まれる。これらは、地域の実情に

合わせたサービスとなるので、まず、その地域を勤務先も含めた生活圏としている在日の外

国人についてのリサーチが必要となる。

【イベント】子どもの本への興味・関心を育み、子どもと本をつなぐ､ために、図書館では多

くの行事を行っている。おはなし会､ストーリーテリング､ブックトーク、紙芝居、人形劇、

科学遊び、工作遊び、伝承遊び、映画会など、さまざまなものがある。不特定多数が利用す

る図書館ではあるが、何を、誰に向けて、どのように発信するのかを十分に考慮して企画を

練る必要があろう。乳幼児向けのイベントを除けば、それらは殆ど土日・祝日に行われてい

るが、多くの子どもが参加できる日時を設定するには、学校との連携は欠かせない。また、

おとな向けの児童書についての講演会や研究会の開催などにも取り組んでおり、ボランティ

アの養成などが行われることもある。講演会や研究会は、図書館員自身の学習の場ともなっ

ている。

②ブックスタート

近年、子どもと保護者をとりまく種々の分野において地域子育て支援が行われているが、

保健所と図書館が連携し、ブックスタート事業に取り組んでいる自治体も多くみられるよう

になった。ブックスタートは、乳児健康診査等の会場で、その地域に生まれたすべての乳児

に絵本を手渡そうという活動である。実施している多くの市町村では、図書館員が健診会場

に出向いて、保護者にわが子と絵本を開く時間の楽しさを体験してもらい、その後乳児絵本

が入ったブックスタート・パックを無償で提供するという流れで活動が行われている。

ブックスタートは、1992(平成4）年にイギリスのバーミンガム市において300戸の家庭

を対象とし実施されたのが始まりである。日本では、2000年の「子ども読書年」を機に設立

された「子ども読書年推進会議」によって紹介されたことから、急速に全国の市区町村自治

体に広がっていった(5)。

乳幼児健康診査は母子保健法第12条および第13条の規定により、市町村が実施主体とな

って乳幼児に対して行う健康診査である。1歳6か月以上2歳未満、3歳以上4歳未満の他、

新生児、3－4か月、6－7か月、9-10か月など、子どもの成長段階に合わせて保健セ

ンターや医療機関で行われている。乳幼児の健康管理および病気の早期発見を目的としてお

り、検査年齢や方法については各自治体に委ねられている。検査項目については、母子保健

法施行規則第2条により定められ、身体発育状況、栄養状態、皮層や歯・口腔の疾病および

異常、眼・耳・鼻・咽頭の疾病および異常、四肢運動障害の有無言語障害の有無、育児上

問題となる事項などを調べるために、身体測定、問診や診察、栄養相談などが主な内容とな

っている。そして、それらの健康診査のなかでも3－4か月児もしくは6－7か月児の検査

を対象として、ブックスタートを実施する自治体が増えてきた。

2007(平成19)年より、厚生労働省は、生後4か月までの乳児のいる家庭全戸に対して家

庭訪問を行う「乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業)」を実施している。これは、

親子の心身の状況や養育環境等の把握を行い、支援が必要な家庭に対しては適切な支援やサ

ービス提供に結びつけることを目的とし、保護者、主に母親が抱えている育児等に関する不
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安や悩みを聞き、相談に応じるほか、子育て支援についての情報提供を行うものである。訪

問者は、地域の母子保健推進員や児童委員、子育て経験者等である。この事業も、実施主体

は市町村であることから、ブックスタートを実施していない地域でも、この機会に訪問時の

話題に絵本をとりあげるところもあるという(6)。

ブックスタートは、健康診査を終えた親子を図書館員が別室に誘導し、手遊びやわらべう

た等で乳児と保護者の気持ちをリラックスさせたところで行われることが多い。ボランティ

アの協力も得ながら、親子一組ずつにブックスタートの説明を行ったり、ブックスタート・

パックを手渡したりした後で、実際に一人ひとりの乳児に絵本を読んでみる。じっと絵を見

つめる子ども、絵を見てウーウーと話しかける子ども、ページをめくるおとなの手が気にな

る子ども、読んでくれる声に心地よさを感じている子ども、と反応の仕方はさまざまである

が、親の方は一様に、絵本などまだまだ先のことだと思っていたわが子が絵本に対して反応

している様子を目前にし、驚きや喜びの表情を浮かべることが多い。いずれにしても、絵本

が生活のなかで親子を結ぶ大切なツールとなり得ることを確認できる時間となるのである。

ブックスタート・パックの中には、厳選された乳児絵本とともに図書館の利用案内や地域

子育て支援に関する資料も入っており、図書館の催し物等についてのリーフレットなども合

わせて手渡され、図耆館サービスは、乳児も含めたすべての地域住民が対象であることを図

書館員が伝える。図書館員や保健師、そしてボランティアの地域住民から、「困ったときに

は、いつでも相談に来てくださいね」と添えられる言葉に救われた親は多数いることであろ

う。不特定の地域住人を対象とする図言館が、その地域で生まれたすべての乳児とかかわる

機会をもつことは、図書館側にとっても意義深いことであるといえる。

ブックスタートの目的は、乳児とその保護者が、絵本を見ながらゆっくりとした心豊かな

時間や場を共有することである。また、｢地域が子育てを見守り応援していますよ」というメ

ッセージを保護者に伝えることも、この取り組みの大切な役割であると考えられている。そ

ういう意味では、情報サービスの要である図書館が、この事業に深くかかわることには大き

な意義があるといえる。バーミンガム市立中央図書館には、家庭情報サービスを扱う資料室

があり、あらゆる種類の育児に関する情報を提供しているという。そして、資料のみなら

ず､保健福祉領域の専門職員も常勤しているので､直接育児に関する相談にも応じてくれる'7)。

そのような異なった領域の行政機関同士の連携も、子育て支援や子育ち支援には必要なこと

であろう。

NPOブックスタートによれば、2001(平成13)年4月に12市町村で始められた活動は、

2009(平成21)年12月末には727市町村で実施されており、これは全国の市区町村自治体の

40.5％にあたるといわれ、現在も着実に増加しているとのことである(8)。ブックスタートに

かかる費用は、各自治体において図書館、母子保健、子育て支援関連などの事業費から充当

させている場合が殆どであるが、多くの市町村が財政難を抱えているなか、財源確保の問題

から実施に消極的なところもある。筆者が、勤務校が所在する大阪府T市で開始間もないブ

ックスタートの活動を見学し、実施するうえでの問題点を尋ねた際にも、一番に挙げられた

のは、図書館と保健センター両者の間で財源の確保に鎬を削っているとのことであった。
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5．おわりに

図書館は、地域に存在する社会教育施設のなかで、乳児から高齢者まで年齢を問わず誰で

も利用できるという意味では、もっとも身近な公共施設であるといえる。かつて「ポストの

数ほど図書館を！」という運動が盛んであったが、今後、地域での有効活用が期待できる施

設としては、規模は小さくとも、徒歩で訪れることのできる範囲に、さらに多くの図書館が

できることが望まれる。

子どもと図書館との関係を考えれば、幼い頃に保護者に連れられて訪れ、親しみをもった

地域の図書館が、学校図書館を日常的に利用することによって、さらに生活のなかで欠かせ

ない存在となる。そこでは、本の果たす役割はもちろん大きいが、人的資源の価値も高い。

子どもの本について、そして、子どもについて専門性をもった人がいるからこそ、必要な本

が子どもに手渡され、適切な支援が行われる。幼い頃に出合った本の影響は存外大きいもの

である。物語をとおして、冒険の世界や異空間に入ることによって、現実の世界を外から眺

め、発達の節目を越えられることもある。また、さまざまな人間の生きざまをとおして、異

なる視点や考え方に気づき、救われることもある。図書館司耆が、本というツールを使って

子どもを育む存在となったとき、図書館は子どもの居場所の一つとして作用する。

注
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