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子どもの読書にかかわる活動をしている者 として、子どもの一番身近にある “読書の泉"、 学校図

書館に関心を持ちたいものです。 この夏以降、“学校図書館に人を"を合言葉として活動してきた

私たちにとって朗報ともいうべき学校司書法制化の機運が高まってきました。(下記全国のニュース

参照) しかしながら、どうい う形で法が作られるのかはっきりしない今、まだまだ予断を許 しま

せん。そこで、学校図書館職員をめぐる動きを振 り返つてみましょう。
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学校図書館法改正

2003年度以降、12学級以上に司書教論を発令

学校司書については一切触れられなかった

学校図書館法改正の動き

1953年 学校図書館法

・ 司書教諭の発令について・・ 。「当分の間、置かないことができる」

1975年 四者合意 (全国 Sm、 日教組、日高教(一橋派・麹町浦 )

・ 附則を撤廃し、司書教諭を発令する
。 学校司書を法制化し、教育職 2級に位置づける

上記囲者合意に対する衆議院法制局 。人事院回答
「同一職務で範囲と権限の異なる二職種を置くことはできない」

全国 SLA‐全国学校図書館協議会

日教組 →日本教職員組合

日高教 →日本高等学校教職員組合

→

1997年

2012年

<学校司書法制化・新 しい動き>
1997年の学校図書館法改正以降、“学校司書"と いう用語す

ら認められていませんでしたが、近年、その存在は認められ始

め、学校図書館に専任・ 専門・正規の司書配置を求める声が大

きく広がってきています。 このことは、『学校図書館を考える

シリーズ』で折々にお伝えしてきたとお りです。文部科学省で

も 2008年 9月 に、“学校司書"と いう文言が使われています。

このような中にあつて、2012年 7月 6日 付の読売新聞に右記

のような記事が掲載されました。

この記事を受け、8月 5日 に学校図書館を考える全国連絡会

主催の緊急集会が開かれました。ここでの趣旨は、早ければ夏

にも国会に改正法案が提出されるかもしれないという状況の中

で、今まで取 り組んできたこの問題を冷静に見極めることであ

り、市民、学校司書、教師、研究者など 100名 以上が全国から

集まり、問題点は何か、必要なことは何かを確認 しました。栃

木子どもの本連絡会からも学校図書館を考えるプロジェク トよ

り2人参加 しました。ここに後藤暢(と おる)氏の基調講演を中心

に報告します。
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9学校司書の法制化推進を確認

学校図書館活性化協議会 (会長
=河村建夫元文科相)の役員会が
5日、東京都千代田区の衆議院第
二議員会館で開かれ、明確な法的
位置づけのない学校司書の法制化
を急務とし、学校図書館法改正を
早期に進める方針を確認した。今

後、改正の素案を作成、各党の合
意を得ることができれば、 9月 8
日までの今国会中の議員提案も目
指したい考えだ。

協議会は、超党派の国会議員、
民間団体が学校図書館の機能強化
などに取り組もうと昨年 6月設立
し、学校司書の全校配置方針を表
明している。

読売新聞 2012.7.6付

-1-



①拙速な法制化への懸念
学校司書配置に向か う一連の動きは嬉 しい限りながら、どのような法改正が必要となるか、あ

くまでも、専任・専門:・ 正規の学校司書を獲得するため、よく考えなければなりません。いた

ずらに法制化を急 ぐことにより、名 目ばか りの司書配置とならぬよう学校図書館においてのプ

ロとして、学校教育の一翼を担い、学校図書館サービスを行 う人の配置を目指さなければなり

ません。

②専門職・ 常勤 。一校一人の学校 司書を 目指すために

>‐ 専門性の認識、その上での職務内容規定

子どもたちに読書への道を拓き、知の基礎 となる言語活動の充実を図るため、学校司書はそ

の中心的役割を担 うものです。そして、知の宝庫であるべき学校図書館を授業に生かす立場

の司書教論 とは、対等でなくてはなりません。そして、その職務内容・立場は法律によって

裏付けられなくてはなりません。

> 一校に一人 '専任であること                 
′

専任でなければ、子どもたちがいつでも利用でき、ニーズにこたえられる学校図書館 とは

なりません。学校司書が事務職 と兼任であつたり、一人で 2～ 3校を掛け持つという形態

では、学校図書館の役割をはたせません。子どもたちがいつでも利用でき、教師や子ども

たちのニーズに答えられなければ学校図書館とはいえません。

> 正規雇用によつて、雇用保障がなされること

専門性を培 うには、それに応 じた身分保障が必要です。時間をかけて、知識を蓄積 し、子ど

もたちの成長に寄り添える立場が望まれます。

③実現に向けての模索

夏にも法案が作成されるのではないかと思われていましたが、その後の国会での動きは伝えら

れていません。ただ、私たちが考えなければいけないことは、“学校司書"が公に認められるため

には、学校図書館法だけではなく、学校内の職務分掌を定めた学校教育法の「置かなければなら

ない職員」の中に学校司書も明記するという改正も必要なことです。2012年 11月 23日 に、学校

図書館問題研究会/学校図書館を考える全国連絡会の主催による「今、学校図書館を考える～な

ぜ、学校司書が必要か～」という集会がありました。その中で、学校図書館法改正の動きにとも

ない、主催、共催、後援の 11団体がそれぞれに行なつてきたアピール活動を一本化した要望書を

作つてはどうかという提案がなされ、参加者の方たちから拍手が起こり、主催団体の方たちに大

きな課題が残されました。

学校司書 (彩躍 診 `学ぶ権利や知 る庁ルを平等′こ郷 動 %こ と
″

を魔冷とする

屈讐端帯を 形認緩_―、資〃と資料提供の尋穐発 を全国格差なく配置し、「先生と違

う立場の人がいて、子どもの思いを受け止めてくれる図書館」を実現するために、

大きなうねりの中で、私たちも、一緒に考えていきましょう。
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学校司書法制化の機運の中、子どもたちにより良い読書環境を確保するための

助けとなるような法の整備が行われることを目指して、関係各所に要望書が提出

されてお ります。下記は、学校司書法制化に関する要望書の写です。 「学校司書

法制化の中で必要なものは何か」がよくわかります。ぜひともご一読ください。

学校司書法制化に関する要望

2012年 9月 10日

学校図書館を考える全国連絡会

日頃より子どもの読書活動推進、なかんずく学校図書館の整備充実と発展のためのご尽力に深くお礼申

し上げます。今回特に、学校図書館活性化協議会が学校図書館の発展にとって鍵となる学校司書の法的位

置づけを目指す学校図書館法の改正をご提案くださったことに、強く期待をよせるものです。

法的根拠はありませんでしたが、長年にわたる現場の要請と実践の蓄積、市民運動の高まり、そして自

治体の英断・努力によつて学校司書配置は進んできました。しかし、その結果、全国には実にさまざまな

雇用形態・職務内容・資格・呼称の「学校司書」が存在しています。また高校では一般に正規雇用の学校

司書が多いのに比して、義務教育課程の小中学校では非正規雇用が大半を占めるという残念な現状です。

こうした現状では、せつかく学校司書が配置されても、学校図書館のはたらきを十分につくりだすことが

困難であるばかりか、義務教育における自治体間の格差を生むという大きな問題をはらんでいます。

このような現状をふまえれば、法改正によって学校司書の身分を保障することこそが、豊かで充実した

学校図書館を基にした新しい教育の実現への第一歩であると、私たちは確信し、切に願うものです。

学校図書館を考える全国連絡会ではこの問題を最重要課題ととらえ、3月 に緊急集会を開いて広く市民

や現場の声を集めました。議論は多岐にわたり、なおかつ熱いものとなりました。これら学校図書館で働

く多種多様な人々の思いと、そこに期待するさまざまな地域の市民の願いを一つに東ね、法改正に実質的

に関わる議員・行政の方々にお届けするのが、全国連絡会の使命であると考えます。

ぜひとも今回の法改正を、可能な限り多くの方々の意を汲む真性の「改正」とするべく、私たちの要望

をお聞きくださいますよう、こころからお願い申し上げます。

法改正に盛り込んではしい項目・考慮してほしい点

◆ 学校司書の専門性を認め、学校司書がその専門性を遺憾な く発揮できるような職務内容 とす

ること。

注 :学校図書館の運営を主体的に担うのが学校司書であると認識します。その専門性は、図書館情報

学を基礎に、資料と資料提供の専門家として蔵書を構成し、利用者の「知りたい」「読みたい」要望に

応え、子どもたちの知的自由を守ることに発揮されます。

◆ 学校司書の専門性をさらに高めるため、学校司書の資格要件を早急に検討 し、養成課程の確

立を図ること。

注 :現行では
'司

書」資格しか該当するものがありませんが、これでは不十分と考えます。

◆ 学校司書の学校図書館業務専任を謳い、兼務ではなく l校 1人事任を規定すること。

注 :現状では、専任とは名ばかりの、事務職との兼任であつたり、 1人で2～ 3校掛け持ちという形

態が少なくありません。

◆ 正規雇用がもつとも望ましく、可能な限 りそれに近い雇用形態になるよう、自治体に求める

文言を入れること。同時に国が、学校司書のための人件費補助制度の新設など、必要な財政

上の措置を講じること.

注 :専門性を保障するには、それに応じた身分保障が必須条件なのは明白です。
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【学校図書館図書整備費】 彦ばたの自始休tよ

「第3次学校図書館図書整備新5ヵ年計画」により

地方交付金が支給されています 璃安力かつ蛯夢■lt

平成24年度学校目書館整備施策に開するアンケート 鬼由レひぶずオ＼7

栃木県

の図書購
入予算額
(円 )

の当初予
算に、今
回の地方
財政措
置に基づ
いて難
司書の配
置を予算
化しまし
たか

の当初予
算に「新
学校図書
館図書整
備5カ専
計画」に

費」として
予算化を
しましたか

上三川町 776,143

216.167

１

　

　

　

２

間

　

間

H24年度の当初予算における小学校および中学校1校

あたりの図書費について

H24年度の当初予算における“学校図書館図書費"の

予算化状況について

1=当初予算で予算化

2=補正予算で予算化の予定

3=地方財政措置に関係なく独自に予算化

今回の地方財政措置に基づく学校司書 (学校図書館担当

職員)の配置の予算化について
・予算化したか

1=予算化した

2=予算化していない
。どのように配置したか

1=これまでも配置していたが、地方財政措置に基づいて

さらに配置を増やした

2=これまでも配置していたが、配置を増やしていない

3=配置していなかつたが、地財措置に基づいて新たに

配置した
4=これまで配置していたが、配置を廃上した
5=配置はしない
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これまでの学校司書の配置について

・配置しているか

1=配置している

2=配置していない
。どのような配置か

1=正規の職員としてフルタイムで勤務

2=臨時、嘱託等で勤務

3=民間の業者等の委託や派遣を利用
。1校だけの勤務か複数校の勤務か

1=1校だけの学校図書館担当で勤務

2=複数校の学校図書館担当で勤務

“子ども読書活動推進計画"の策定について

1=すでに策定した

2=H24年度中に策定の予定

3=現在、策定を検討中

4=以前に策定した「推進計画」を改訂した

5=以前に策定した「推進計画」を改訂作業中

6=策定する予定はない

問 5


