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読書バリアフリーと図書館の役割
～誰もが読める環境づくり～

　2021年２月13日（土）、東京・練馬のココネリホールにて、イベント「読書バリアフリーと図書館

の役割  ～誰もが読める環境づくり～」を開催いたしました。新型コロナウイルス感染拡大防止の

観点から、無観客で開催し、３月１日よりインターネット配信しています。

【主催】公益財団法人文字・活字文化推進機構
【後援】活字文化議員連盟、学校図書館議員連盟、公益社団法人日本図書館協会、
公益社団法人全国学校図書館協議会、一般社団法人日本新聞協会、一般社団法人
日本書籍出版協会、日本児童図書出版協会、NPO法人DPI日本会議、社会福祉法
人全国盲ろう者協会、日本弱視者ネットワーク
【協力】特定非営利活動法人てんやく絵本ふれあい文庫、点字つき絵本の出版と普
及を考える会、一般財団法人日本児童教育振興財団、公益財団法人ふきのとう文庫、
公益財団法人伊藤忠記念財団、株式会社講談社、株式会社偕成社、株式会社音訳
サービス・J、株式会社ポニーキャニオン、有限会社読書工房

　開会式では、まず主催者を代表して、公益財団法人

文字・活字文化推進機構の肥田美代子理事長があいさつ

しました。

　肥田理事長は、「宇野和博さんとの出会いを通じて、

教科書を読み解くのに苦労している弱視の子どもの存在

を知った」と述べ、国会議員のとき、拡大教科書の無償

配布に努めた経緯を紹介。「弱視の子どもが読める拡大

教科書を無償化するには著作権法の改正が必要だった」

と語りました。

　国会論議を経て実現した同法の改正は、教科書の無償

化にとどまらず、本をもっと読みたいという弱視の子ど

もたちの読書欲を高め、それが「読書バリアフリー法制

定に向かうように、私の背中を押してくれた」と述べま

した。最後に「読書バリアフリー法の存在を広く、世間

に知らせることが何よりも大切」と訴えました。

　つづいて、文部科学省総合教育政策局地域学習推進課

長・横井理夫氏より、「読書バリアフリー法に関する国

の動向」として、読書バリアフリー法、読書バリアフ

リー法基本計画、読書バリアフリー関連の令和３年度予

算（案）に関する説明がありました。

シンポジウムのインター

ネット配信へのアクセス
はこちらのQRコードから。
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基調講演
「めざそう！ 
 みんなに開かれた読書環境を」
アブディン  モハメドさん

（参天製薬株式会社 企画本部 CSR 室 
グローバル インクルージョン戦略企画担当）

スーダンから日本の盲学校へ留学

　アフリカの東にあるスーダンという国で生まれ育った

アブディンさんは、網膜色素変性症という病気で、最初

は弱視でしたが、徐々に目が見えなくなり、本が読めな

くなっていきました。

　知識を得るのに、本を読まなければならない。しかし、

学校の教科書ですら、満足に読めない現実に対し、どう

すればいいのか、いろいろ考えたそうです。

　大学に入り、18歳でアラビア語の点字を習い、初めて

自分の力で、書かれたものを読むことができたアブディン

さんは、はり・きゅうマッサージを勉強するため、日本

に留学。入学した日本の盲学校では、すべての教科書が

点字で配布され、自分が好きな時に読める喜びをかみし

めました。

専門書・大学の教科書を読む困難

　アブディンさんは、国際政治を学ぶため、東京外国語

大学に入学しましたが、小説などは視覚障害者向けにた

くさん作られていても、専門書はほとんど作られていま

せん。毎週のようにいろいろな授業で読まなければいけ

ないにもかかわらず、間に合わないまま授業に出ていき、

論文を書こうとしても、前提とする本をスキャンし、テ

キスト化するのに、１か月や２か月かかることが多かっ

たそうです。

　大学教員になり、いろいろな出版社に「専門書を購入

するので、テキストデータを提供してください」と頼み

ますが、ほとんど提供されることがありませんでした。

視覚障害者も出版された時点でそのまま読めるように

　アブディンさんは、講演の最後を、つぎのような言葉

でしめくくりました。

「人類の間に文字が普及して以来、視覚障害者はずっと

不利な立場に置かれてきました。しかし、最近の科学の

進歩によって、電子出版というものが出てきました。残

念ながら視覚障害者の利用を前提としていない電子書籍

が多く、せっかく本の形が変わってきたのに、読めない

もどかしさがあります。

　これまで通り、視覚障害者が自分でデータを加工した

り、時間をかけて必要なものに変更しなくてはいけない

のか、あるいは私たちがすぐに読みたいものを読める世

界になるかは、出版社や図書館関係者の努力にかかって

いるのではないでしょうか。

　視覚障害者は、知識を活かした仕事に向いていると、

私は思っています。しかし、専門書は一部しか読めるよ

うになっていません。学生や研究者あるいは研究者にな

らなくても、多様な仕事に就くための前提となる知識を

得られるように、専門書の発売と同時にいろいろな出版

媒体を作ってほしいなと願っています。」

アブディン  モハメド　プロフィール：
1978年、スーダンの首都ハルツーム生まれ。生まれた時から弱視で、
12歳で視力を失う。19歳の時に来日、福井県立盲学校で点字や鍼灸
を学ぶ。東京外国語大学特任助教、学習院大学特別客員教授を経て、
参天製薬株式会社 企画本部CSR室 グローバル インクルージョン戦
略企画担当、東洋大学国際共生社会研究センター客員研究員、NPO
法人スーダン障碍者教育支援の会（CAPEDS）代表理事、東京都多
文化共生推進委員会委員。著書に『わが盲想』（ポプラ社）がある。
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シンポジウム「ひろげよう、障害者の読書環境づくり」
◆パネリスト
神
こ う

山
や ま

忠さん（元・岐阜特別支援学校地域支援センター長）

野口由紀子さん（市川市立南行徳中学校教諭・特別支援教育コーディネーター）

坂本康久さん（オーテピア高知声と点字の図書館 館長）

◆コーディネーター
宇野和博さん

（筑波大学附属視覚特別支援学校教諭）

「読書に障害のある図書館利用者として」
神山忠さん

（元・岐阜特別支援学校地域支援センター長）

読み書きに困難のある障害＝ディスレクシア

　神山さんは、子どもの頃から文字がうまく処理できな

いということから、いじめにあうなど、つらい学校生活

を送り、不登校や非行を経験したそうです。卒業後は自

衛隊に入隊し、文字で学ぶのではなく、口頭と実物操作

で学ぶスタイルに出会うことで救われたといいます。訓

練の後、夜間に短大に通い、教員免許を取得。それから、

32年間教員として学校に勤めました。現在は小学校の用

務員として、子どもたちの安心安全な学びの環境づくり

を目指しているそうです。

　神山さんは、自分の障害について、つぎのように説明

しました。

「私自身どんな状況かというと、ある検査をした結果な

のですが、音読の能力的には、小学校２年生程度。一定

時間に読み物から意味を理解するのは、小学校４年生程

度。でも、代読してもらったり、パソコンの読み上げソ

フトを使えば、一般成人並みの能力があります。書字に

関しても、肉筆の場合、一定時間に書けるのは、小学校

６年生程度だけど、ワープロ・パソコンを使えば、一般

成人並みということになります。特に、読み書きに苦手

さがあるディスレクシアという診断をいただいています。」

出版社の協力があれば…

　ディスレクシアのある人が読み書きにどのような苦手

　シンポジウムの冒頭、コーディネーターの宇野和博さんから、読書バリア

フリー法は、視覚障害者だけを対象にしているわけではなく、文字の読み書

きに困難のあるディスレクシア、本が持てない、もしくはページをめくること

ができない上肢障害の人、寝たきりの人、左右の目の焦点が合わせられない

まぶたが下がってくるなどの眼球使用困難者なども対象にしていることが説

明されました。

　その後、まずは読書に障害のある図書館利用者を代表して、神山忠さんの

発表、つぎに学校図書館の実践例として、野口由紀子さんの発表、さいごに

公共図書館・点字図書館の実践例として、坂本康久さんの発表がありました。
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さをもっているかには、個人差があります。

　神山さんは、縦組みの本や、明朝体の文字が読みづら

いという特性があるので、自分で紙の本をスキャンし、

OCRソフトでテキストデータ化してから、読むという

方法をとるなどの工夫をしています。

　しかし、１ページごとにスキャンするのは時間がかか

りますし、OCRソフトが99パーセントの精度だとして

も、100文字に１文字は誤植があることになります。

　読書バリアフリー法が成立した後のこと、神山さんが、

出版社にテキストデータの提供を求めたところ、「著作者

から承諾が得られなかったので提供できません」と言わ

れたそうです。しかし、直接その著者に連絡を取ってみた

ところ、テキストデータを送ってもらえました。その著者

によると、その出版社から問い合わせはなかったそうです。

図書館の環境づくりも重要

　神山さんがアメリカの図書館に視察に行った際、通路

はとっても広く、床にジャンル表記などがされていたの

で、これなら車いすの人でも書棚にたどり着けるだろう

と思ったそうです。

　日本の図書館でも、近年アクセシブルな機器が展示さ

れるようになってきましたが、「そうした機器の使い方

を、公共図書館や学校図書館でも講習してもらえるとあ

りがたい」ということでした。

　また、「バリアフリー図書コーナーに集めるのではな

くて、たとえば、ハリーポッターの本なら、単行本も、

大型本も、絵がついたものも、DVDも、録音図書も、

デイジー図書も、そこに一緒に並んでいてもよいので

は」という提案がありました。そういった陳列がむずか

しければ、代本板みたいなものを差して、「この本の

CD版や音声版はどこにあります」というようなことが

書かれたものが入っていると、もっと多くの利用者が、

自分らしいスタイルで読書できるのではないか、と語り

ました。

「特別支援学校、特別支援学級での
実践例」
野口由紀子さん

（市川市立南行徳中学校教諭・特別支援教育コーディネーター）

特別支援学校での実践

　野口さんが2019年度まで所属していた、千葉県市川市

にある須和田の丘支援学校は、日本で３番目に設立され

た知的障害児の養護学校です。

　須和田の丘支援学校の「読書に関する取り組みの柱」

は、学期ごとに１週間行われる「読書週間」で、「読み

聞かせ」「お話給食」「図書館の積極的な活用」の３つの

活動が柱となっています。

　読書週間中は、校長先生や教頭先生を中心に、教室に

ゲストがやってきて読み聞かせを行います。

　お話給食は、本の中の料理が目の前に現れ、物語の世

界をみんなで体験する機会です。

　学校図書館の環境整備は、生徒も教員も関心を示すよ

うに「面白そう、入ってみたいと思える図書館」を目指

し、季節感や学校生活の話題を取り上げながら、通年で

取り組む内容や読書週間の別置を行うとともに、「生活

や学習につながる情報基地」をイメージし、日々の学習

に一役買えるような内容にしたいと考えたそうです。

おはなし会

　読書週間では、市内の学校司書さんを招いて、「語り」

を体験しました。「語り」は、言葉を介して、語り手と
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　もともと通常学級だけの中学校だったのが、「自閉症・

情緒特別支援学級」通称「きらめき学級」が開級するこ

ととなり、４月より担任として、１年生５名と共に過ご

しているそうです。

　不登校支援教室で行われてきた実践をベースに置き、き

らめき学級でも「絵本の時間」を始めることになりました。

　野口さんは、「絵本の読み聞かせをし、作品について

まとめ、感想をもとにディスカッションを行う」という

流れにしました。

　見たり聞いたり、味わったりすることの受け止め方や

感じ方が個性的であるため、得意なことと不得意なこと

の差がはっきりとでてしまうきらめき学級の子どもたち。

学校生活では、困難を抱えることが多くあり、不安や自

信のなさがありました。

　入学したての頃、生徒たちは、「何で中学生が絵本？」

と否定的で、自分の考えを友だちに伝えることや、感想

を書くことに対して苦手意識がありました。しかし、読

み聞かせの後に、自分の感想や意見が受け止められ、認

められる体験を継続的に積むことで自信がついていきま

した。もともと好きなことへの興味・関心が強いので、

知識や話題がとめどなく広がるようになった、と野口さ

んは語りました。

聴き手で物語の世界を作り上げていきます。しかし、言

葉から場面をイメージすることがむずかしい生徒には、

内容をイメージできないかもしれません。かといって、

「視覚的な情報を多くすると、読み聞かせになってしま

うのではないか」という語り手の想いがある中、支援を

どのようにするか何度も話し合ったそうです。

　野口さんは、おはなし会の様子をつぎのように説明し

ました。

　『はなさかじい』の語りがはじまると、生徒の中には、

語り手のテンポの良いリズムをまねて体を揺らしたり、言

葉を繰り返したり、合いの手を入れる様子が見られました。

　いよいよ、クライマックス。灰が桜に代わる場面、聴

き手は、「絵にも描けない美しさ」を思い浮かべます。

　「語り」の良さを活かしながら、イメージすることを

手助けする支援として、「枯れ木に花を咲かせましょう」

の言葉とともに、生徒の頭上に桜色の生地を広げ、桜の

花をかたどった紙を散らしました。子どもたちから、

「わあ！」という声が上がりました。

中学校での「絵本の時間」

　野口さんは、2020年度から市川市立南行徳中学校に勤

めています。

「公共図書館と点字図書館の連携による実践例」
坂本康久さん

（オーテピア高知声と点字の図書館 館長）

バリアフリー図書の展示・体験スペース

　オーテピアは、2018年７月24日に開館しました。「こ

こから　私の世界が　つながる　広がる」というキャッ

チフレーズのもと、赤ちゃんから高齢者まで外国の人、

障害のある人もない人も、高知のすべての人のための図

書館を目指しています。

　オーテピアは、３つの施設（高知図書館、声と点字の

図書館、高知みらい科学館）が一つの建物に入っていま

すが、坂本さんが館長を務める声と点字の図書館では、

誰もが気軽に入れるように、１階のエントランスホール

正面にバリアフリー図書の展示・体験スペースを配置し

ています。これは、障害当事者だけではなくて、一般の

人に多様なバリアフリー図書や障害者サービスがあると

いうことを気軽に知ってもらいたいと考えたからです。
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　また、バリアフリー図書だけではなく、読める環境を

提供しないとサービスが成立しないとも考えました。特

に、録音図書を読むためには録音図書再生器が必要なの

で、機器を一緒に貸し出すサービスを始めました。する

と、ほとんど貸し出され、在庫が少なくなってきたため、

今年度80台を追加するそうです。iPadについても、おも

に特別支援学校におけるマルチメディアデイジー図書の

閲覧用に購入して貸し出しをしています。

アウトリーチの可能性

　声と点字の図書館の新規登録者は、オーテピアが開館

する前年度は19人で、しかも視覚障害の方だけだったの

が、いろいろなところにPRした結果、開館年度は85人

になりました。その中には、視覚障害者以外で読書に不

自由さを持っている人も含まれていました。たとえば、

肢体不自由とか、発達障害とか、高齢で読書困難な人た

ちです。

　読書が困難な人はもっといるはずなのですが、利用が

ないのは、バリアフリー図書の存在や、図書館の読書支

援サービスの存在を知らないだけなのだと思います。

　そこで、県内の特別支援学校や、福祉施設、行政の福

祉担当部署との連携・協力がとても有効であったと、坂

本さんは言います。

「そうした当事者を知っている方や、当事者と日常的に

かかわっている方が、バリアフリー図書や読書支援サー

ビスのことを紹介してくれたりして、声と点字の図書館

とつながるというパターンが非常に多かったので、まず

は広報がとても大事だと思っています。

　この２年間アウトリーチサービスも頑張ってみました

が、オーテピアだけで県内全域をカバーするのはむずか

しく、ちょっと相談したいっていう時に身近な市町村図

書館でサービスが実施されることが住民にとって利便性

が高いと思いまして、すべての市町村図書館で読書バリ

アフリーサービスが実施されるようにサポートしていく

というのが、これからの取り組みとしては大きいと思っ

ています。」

読書バリアフリーサービス基礎講座の開催

　読書バリアフリー法に関する財政的な支援はまだ少な

いのが現状ですが、障害者ICTサポート総合推進事業と

いう厚生労働省の補助事業があり、オーテピアでは、バ

リアフリー図書の案内パンフレットを作り、各市町村の

福祉担当に、身体・知的・精神の各障害者手帳を交付す

る時、「全員が、読書が困難かどうかわからないけれど

も、とりあえずお知らせしてください」ということで渡

すようにしたそうです。

　また、市町村図書館における読書支援サービスがまだ

ほとんど実施されてないということから、とりあえず

知ってもらうために、読書バリアフリーサービス基礎講

座を始めました。

　今年度は４館程度だったということですが、対象とし

て、図書館職員だけでなく、教育委員会の生涯学習課、

図書館の所管課や、高齢者・障害者の福祉担当職員に参

加を呼びかけています。

パンフレット「読書のバリアフリーＱ＆Ａ」
　公益財団法人文字・活字文化推進機構では、2019年に施行された「視覚障害者等の読書環境

の整備の推進に関する法律（読書バリアフリー法）」の政策支援などのロビー活動をおこなっ

ています。2020年12月に、開かれた読書環境の手引きとして「読書のバリアフリーＱ＆Ａ」を

発行しました。シンポジウム「ひろげよう、障害者の読書環境づくり」

コーディネーターの宇野和博さんがＱ＆Ａ方式で読書バリアフリー法

について解説しています。パンフレット「読書バリアフリーＱ＆Ａ」

は当機構のホームページから閲覧できます。 こちらのQRコードから。
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シンポジウムのまとめ

　３人のパネリストからの報告を受けて、さいごにコー

ディネーターの宇野和博さんから、以下のようなコメン

トがありました。

　今日のシンポジウムのテーマである“読書バリアフ

リー”について、私はいろいろなところで、４段階のス

テップが必要でしょうと伝えています。

　「作る」それから「蓄積する」、「届ける」そして「支

援する」。この４段階がそろって初めて障害者の読書が

進んでいくのだろうと思っています。

　私自身は子どもの頃は、目は悪くなかった。そして、

教科書も漫画も自由に読めていた。そして大人になって、

目が悪くなってきたのですが、その時に教壇に立って、

目の前の子どもたちが教科書が読みづらいという事実に

直面して、拡大教科書の問題に取り組みました。

　そしてその中で拡大の教科書だけでなく、やはり参考

書や問題集、いろいろな書籍も必要だということに気づ

かされました。

　先ほどアブディンさんからもお話がありましたが、大

学生の専門書、それから就労、仕事をするにあたって読

まなくちゃいけない本、当然たくさんあるわけです。

　さらには、ディスレクシアの人や、上肢障害、寝たき

りの人なども読書に困難があるということに気づかされ、

そして、この読書バリアフリー法の運動を続けてきたわ

けです。

　しかしながら、この読書バリアフリー法は、当然なが

らできた瞬間に何かが変わるわけではありません。魂を

入れていくためにはどうすればいいのか、それは小さく

産んで大きく育てるという理念だと思います。

　これから、多くの関係者の力をいただきながら、さら

にこの法律が、ほんとうに魂が入っていくものになって

いくことを願っています。

　最後に、このシンポジウムをまとめるにあたりまして、

アピールを採択させていただければと思っています。

　では、そのアピールの原案を朗読させていただきます。

〈 アピール 〉
　読書は、乳幼児期から生涯にわたり、学習や就労、娯
楽を支え、人生をより深く生きる力を身に付けていく上
で欠くことのできないものであり、健全な民主主義の発
達にとっても必要不可欠です。
　これまで「本との自由な出会い」が妨げられてきた障
害のある人たちも、読書バリアフリー法の施行により、
多様な書物の世界への扉に手をかけることができました。
しかし、読書バリアフリー法を真に具現化し、障害者が
好きな本を選んで、自由に買ったり、借りたりできるよ
うになるまでには、引き続き、国、地方公共団体、著作
権者、出版社、図書館関係者、ボランティア団体など、
多くの人の連携協力が必要です。
　障害の有無にかかわらず、全ての国民が等しく読書を
通して、文字・活字文化の恵沢が享受でき、そしていつ
でもどこでもだれでも、読みたい本が自由に読めるよう
な、知的で活力ある共生社会を目指していくことを、私
たちはここに宣言いたします。

2021年２月13日
シンポジウム「ひろげよう、障害者の読書環境づくり」

※このアピール文は、全会一致で採択されました。
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さまざまなバリアフリー図書を紹介！
　バリアフリー図書展示コーナーでは、「読みやすさ」「わかりやすさ」などの観点から、

さまざまなバリアフリー図書を展示しました。当日は無観客開催となったため、紹介動画

を製作しました。（シンポジウムのウェブサイトからご覧いただけます）

おもに触覚を活用する本
　布の絵本・点字つきさわる絵本・手で見る学習絵本「テルミ」

おもに聴覚を活用する本
　音訳図書・オーディオブック

おもに視覚を活用する本
（上）拡大写本・大きな文字の本
（下）手話DVD

デジタルの特性を生かした
本やアプリ

（上）マルチメディアデイジー図書
       「わいわい文庫」

（下）読書支援サービス「Your Eyes」わかりやすさをめざした本
　LLブック




