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［論考］

松江市立小中学校図書館における『はだしのゲン』閲覧制限
――地方教育行政と学校図書館専門職の問題――

杉浦

良二

2013 年 8 月、新聞報道により松江市立小中学校図書館において『 はだしのゲン』の閲覧
が制限されていたことが明らかになり、全国的な問題となった。この背景には、地方教育
行政における上意下達の管理体制、教育委員会事務局幹部職員および校長の学校図書館へ
の理解不足とならんで、司書教諭・学校司書の専門職としての力量不足の問題がある。現
在「学校図書館法」改正による学校司書法制化が議論されているが、その養成、配置、研
修に関してさらなる検討が必要である。

1. はじめに

された『はだしのゲン』撤去を求める陳情であ

2013 年 8 月 16 日に『山陰中央新報』が松江

る。その理由は“『はだしのゲン』には天皇陛下

市立小中学校図書館での『はだしのゲン』閲覧

に対する侮辱、国歌に対しての間違った解釈、

制限を報じたことから、松江市教育委員会事務

ありもしない日本軍の蛮行が掲載されて（中略）

局による図書館の自由の侵害として、全国的な

子どもたちに間違った歴史認識を植え付け、子

問題となった

1）。その後、8

月 22 日

2）、26

日

3）

どもたちの国と郷土を愛する態度の涵養に悪影

の教育委員会会議においてこの問題が議論され、

響を及ぼす可能性が高い”ことである。なお、

手続きに不備があったとして、閲覧制限の要請

新聞報道によれば、市議会に対する陳情以前に、

は撤回された。

市教育委員会に撤去の申し入れが 3 回行われて

この問題に関しては、既に『JLA 学校図書館

いた 10）。この陳情は 11 月 26 日の教育民政委員

部会報』第 44 号に松井正英 4）、高橋恵美子 5）、

会で不採択となったが、教育委員会事務局は、

『図書館雑誌』
第 107 巻第 11 号に飯田寿美

6）、

島根県立大学短期大学部の石井大輔の撤去を非

河田隆 7）、
『図書館界』第 65 巻第 5 号に谷嶋正

とする見解をふまえて、学校図書館から撤去は

彦

8）

による論考があるが、本稿では、地方教育

しないとしつつも、過激な表現への教育的配慮

行政と学校図書館専門職の問題について、アメ

から、閲覧制限措置を 12 月 17 日の校長会で要

リカの事例、および愛知県立高校における禁書

請した。その後、校長による受け止め方が様々

問題の事例と比較して検討し、望ましいあり方

で現場が混乱していることから、2013 年 1 月 9

について考える。

日の中学校長会、10 日の小学校長会で再度要請
した。
この問題は 8 月 16 日の『山陰中央新報』の

2. 閲覧制限の経過
2013 年 8 月 22 日および 26 日に開催された

報道によって表面化し、17 日以降、全国的な問

9）、問題の

題となった。日本図書館協会図書館の自由委員

発端は 2012 年 8 月 24 日付で市議会に対してな

会は 8 月 22 日に 11）、学校図書館問題研究会は

松江市教育委員会の会議録によれば
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8 月 25 日に

12）、それぞれ閲覧制限措置の撤回

は“多様で幅広い情報や資料を収集し、
整理し、

を求めた。

提供することで、子どもたちの知る権利を保障

8 月 26 日の教育委員会での審議の結果、事務

し、子どもたちの豊かな学びや育ちを支えるこ

局内部での協議のみで方針を決定し校長会で要

と”であり、閲覧制限措置は“子どもたちの学

請したことが手続きの不備とされて、閲覧制限

びや育ち、また人権の観点からも大きな問題が

措置の要請撤回が決定され、8 月 28 日の校長会

ある”ので、速やかに撤回するよう求めた

で伝えられた 13）。

16）。

全国学校図書館協議会は、「学校図書館法」

この決定の後、9 月 2 日に全国学校図書館協
議会は声明を発表した

14）（表

「児童の権利に関する条約」
「ユネスコ・国際図

1）。

書館連盟協同学校図書館宣言」を引用して、学
校図書館は“児童生徒の情報へのアクセス権を

表1

閲覧制限の経過

年月日
2012.4.16
8.24

事

保障する重要な機能”を持つとし、同協議会が
制定した「学校図書館憲章」により、学校図書

項

市教委に『はだしのゲン』撤去

館資料の選定に関しては、学校の管理責任者で

申し入れ（4.20 および 5.1 も）

ある校長が最終的には責任者であるが、学校図

市議会に『はだしのゲン』撤去

書館に関する専門的知識・技能を持つ司書教

陳情

諭・学校司書が大きな責任を持つと述べた

17）。

しかし、今回、松江市の各小中学校において、

11.26

陳情不採択

12.17

校長会で閲覧制限要請

司書教諭・学校司書が専門性を発揮して「学校

中学校長会で再度要請

図書館資料選定基準」による選定を行う体制が

1.10

小学校長会で再度要請

構築されていなかった現実が明らかになった。

8.16

『山陰中央日報』報道により問

2013.1.9

3.2

題化

教育委員会事務局と校長の問題

JLA 図書館の自由委員会要望

教育委員会制度は、戦後教育改革の一環とし

教育委員会会議（継続審議）

て、1948 年の「教育委員会法」によって発足し

8.25

学図研申入書

た。その後、1956 年の「地方教育行政の組織及

8.26

教育委員会会議で閲覧制限要請

び運営に関する法律」によって、教育委員の公

撤回決定

選制が廃止されて首長による任命制となった。

8.28

校長会で伝達

また、制度創設当初は、教育長と指導主事は「教

9.2

全国 SLA 声明

育職員免許法」による免許制だったが、1954

8.22

年の同法改正により免許制が廃止されて現在に
至っている 18）。
3.

教育委員会制度の問題点を指摘する行政学者

閲覧制限の問題点

3.1

の新藤宗幸は、2011 年 10 月の大津市の中学生

図書館関連団体の対応

いじめ自殺事件と『はだしのゲン』閲覧制限に

日本図書館協会図書館の自由委員会は、松江

ついて、以下のように述べている 19）。

市教育委員会に対して、日本図書館協会・国際
図書館連盟・アメリカ図書館協会の図書館の自

このふたつの事件に共通しているのは、教

由に関する見解を挙げ、
「児童の権利に関する条

育委員会という行政委員会が、事務局によ

約」
「子どもの読書活動の推進に関する法律」を

って支配されていることであり、教育委員

ふまえた閲覧制限措置の再考を求めた 15）。

が本来の「職責」を自覚せずに、「名誉職」
にあまんじていることである。

学校図書館問題研究会は、学校図書館の使命
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閲覧制限要請時の責任者、松江市前教育長の

3.3

福島律子は、
『中国新聞』の取材に対して以下の
回答を行った

司書教諭・学校司書の問題

『中国新聞』が日本図書館協会学校図書館部

20）。

会部会長の高橋恵美子に取材した記事に、以下
の記述がある 24）。

（作品の印象：筆者補記、以下同じ）原爆
の悲惨さを伝える作品と評価するが、後半

「学校司書が非正規雇用で立場が弱く、現

を初めて読み性的暴行などの場面に驚いた。

場で充分に発言できていない面もあるので

子どもへの配慮が必要だと思った。

はないか」
（中略）小中学校全 49 校に学校

（教育委員会議に諮らなかったこと）要請

司書を配置しているが、22 人が嘱託職員、

はあくまでもお願いで、教育長の権限の範

27 人はさらに勤務時間の少ないパート職

囲内と考えたが、認識が不十分だった。

員という。高橋部会長は「全校配置は評価

（2 度の要請）強制の意図はなかったが、

できるが、司書の位置づけが弱いのは否め

権限を持つ市教委の発言という点に配慮が

ない」とする。
（中略）高橋部会長は、1954

足りなかった。

年に採択された「図書館の自由に関する宣

（どうすべきだったか）教育委員や学校現

言」について「戦前や戦中に図書館が思想

場の声を聞き、判断を現場に委ねるべきだ

統制に加担した反省から生まれた。小学校

った。議論の過程を明確にしなかったため、

では特に『教育的配慮』に流れやすいが、

圧力に屈したわけではないが、結果的に歴

『知る権利』などを守るという図書館の原

史認識を問題にした陳情者の考えに賛同し

点を忘れないでほしい」と訴えている。

たと受け止められた面もある。
2011 年に松江市と合併した旧東出雲町は
教育委員会会議における教育長、副教育長、

2006 年に学校図書館支援センターを開設して
25 ）。

教育総務課長の発言は、この前教育長の見解と

町内の全小中学校に学校司書を配置した

ほぼ一致している 21）。

1988 年 4 月から 2011 年 3 月まで島根県立大学

教育委員会事務局の要請に従った校長側の事

短期大学部（旧島根県立島根女子短期大学）に

情として、松江市小学校長会会長河原史佳は、

勤務した堀川照代は、東出雲町の図書館活用教

取材に対して“（要請後）校長会が市教委に申し

育を支えたのは、
“学校司書としての能力に加え

入れをしなかったため、その後の議論につなが

て、柔軟性・創造性に富み、教員にも児童生徒

らなかった。今後は主張したい”、“許可があれ

にもうまく働きかけ、新しい学校司書像を創造

ば読める状態なので、子どもの「知る権利」に

し具現化”した学校司書だと高く評価した

関わるとまでは考えなかった”と述べた 22）。

しかし、今回の閲覧制限措置に対して、現場

東京学芸大学の前田稔は、
『朝日新聞』の取材

の司書教諭・学校司書が異議を申し立てたとい

に、
“閉架にすることで、子どもや教員が、本で

う報道はなかった。
司書教諭は、5 科目 10 単位の司書教諭講習に

示された考え方や思想が「許されない」もので
あると受け取られる恐れがある”と指摘した

26）。

23）。

今回の事例の背景として、教育委員会事務局

おいて、図書館の自由に関して学ぶ機会が十分
保障されていない可能性がある。

および校長の学校図書館に関する認識に問題が

学校司書は司書資格取得の際に図書館の自

あり、教育委員会事務局の意向を校長が受け入

由に関して学ぶ機会が保障されていると考えら

れ教職員がそれに従うという上意下達のシステ

れるが、非正規職員の立場で学校内での発言の

ムが構築されていることがうかがわれる。

機会が保障されていない可能性がある。
慶應義塾大学の糸賀雅児は、『朝日新聞』の
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取材に対して、
“学校図書館に「収集」と「提供」

1980 年の上訴裁では事実審への差し戻しとな

に責任を持つべき専任の司書教諭や正規の学校

り、さらに 1982 年の最高裁では 5 対 4 の相対

司書がおらず、外部からの指摘に、誰もきちん

多数意見により事実審に差し戻しとなり、教育

と説明できない体制であることが、一番の問題

委員会が図書を書架に戻すことで終了した。

だ”と指摘した

27）。

ブレナン裁判官は相対多数意見として、
“教育

学校図書館の自由の問題と専門職員の在り方に

委員会は学校図書館の内容を決定する大きな裁

関して、アメリカの事例と愛知県立高校の禁書

量権を持つ。しかし、この裁量権を、偏狭な党

問題の事例について、以下検討する。

派的、政治的なやり方で行使してはならない。”
と述べて、既定の手続きによる教育委員会の裁

4

アメリカの学校図書館の事例

4.1

量権を条件付きで認めた。

ピコ事件

アメリカの学校図書館では、市民の要求を教

4.2 『誰だ

しくない

ハックにいちゃもんつけるのは』

1986 年に翻訳が刊行された『誰だ

育委員会が受け入れて資料を排除する事例は珍
28）

29）

。ただし、授業で指定されて全員が

いちゃもんつけるのは』

ハックに

は、青少年向けの小

読む図書と授業と関係なく自由に読む図書とは

説ではあるが、学校図書館の資料に対する干渉

扱いが異なり、指定図書の場合は教師の教育内

としてありうる事例を描いていて参考になる。

容への干渉となる傾向がある。

高校の歴史の授業で必読図書として『ハック

資料排除に反対する市民や学校図書館専門

ルベリー・フィンの冒険』が指定されたことに

職による訴訟の中で重要な判例は、1976 年に提

対して、黒人生徒の保護者から抗議を受けた校

訴されて 1982 年に最高裁判決が出されたピコ

長が秘かに担当教師と司書に働きかけたが、新

事件である（表 2）。

聞部生徒の行動によって問題が表面化して議論
となり解決に至る。この作品では、教師と司書

表2
年
1976

ピコ事件の経過
事

の専門職としての誇りが生徒の行動につながり、
市民の共感を得ることとなった。

項

反アメリカ的図書の除去に対し、ピコ
ら生徒 5 人が提訴

1979
1980
1982

4.3

図書館関係団体の日米比較

1939 年に「図書館の権利宣言」を採択したア

ニューヨーク東部地区地裁判決
教育委員会の決定は合憲

メリカ図書館協会（ALA）30）は、1940 年に知

第 2 巡回区上訴裁判決

的自由委員会を設置し、図書館における知的自

事実審のために差し戻し

由の擁護に向けて組織的に活動している 31）。

合衆国最高裁判決

アメリカ学校図書館協議会（AASL） 32）は、

事実審に差し戻し

アメリカ図書館協会の学校図書館部会であり、

教委が図書を書架に戻し裁判終了

その個人会員は両組織に所属している。
1976 年、ニューヨーク州の中学・高校の学校

1954 年に「図書館の自由に関する宣言」を採

図書館で“反アメリカ的、反キリスト教的、反

択した日本図書館協会には、図書館の自由委員

ユダヤ主義的、それに明らかに卑猥”との理由

会が組織されているが 33）、全国学校図書館協議

で 9 冊の図書が除去され、1 冊の図書が閲覧制

会にはそのような部門は存在しない

限とされたことから、ピコら生徒 5 人が教育委

支部に相当する各都道府県の学校図書館協議会

員会の措置は違憲であると提訴した。1979 年の

は学校単位で加盟する半官制団体である。筆者

地裁判決は教委の措置を合憲と判断したが、

の経験によれば、愛知県学校図書館研究会
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からの文書は校長宛てに届き、その後、図書主

よる問題提起を受けてのものであった。

任（司書教諭）
、学校司書に回覧される。総会、

管理職の介入に速やかに対抗できなかったと

研究会への参加は、民間教育団体主催の場合と

はいえ、教職員組合の運動によって結果的に介

異なり、公務扱いとして旅費が支給される。た

入を排除できたのは、学校図書館の自由に関す

だし、階層的な組織であることから問題が生じ

る問題意識を持って組合運動に取り組む正規職

る場合もありうる。その事例が、1981 年の愛知

員の学校司書がいたからであろう。

県立高校図書館の禁書問題である。
6.
5.

愛知県立高校図書館の禁書問題（1981 年）

5.1

概要

終わりに

6.1

望ましいあり方

アメリカの事例と愛知県立高校の禁書問題の

1981 年 11 月、愛知県高等学校教職員組合（以

事例の検討をふまえて、地方教育行政と学校図

下、愛高教）は、愛高教司書問題検討委員会の

書館専門職の望ましいあり方について述べる。

アンケート調査で明らかになった管理職の介入

まず、各学校、または教育委員会において、

によって購入禁止となった 58 点の資料をマス

市民から学校図書館の資料撤去の要望があった

コミに公表した。これらの図書の中には、家永

場合の手順を定めておく必要がある。その手順

三郎『日本の歴史』
（全 10 巻

ほるぷ出版）や

に従い、教育委員会では、専門家の参考人を交

黒柳徹子『窓ぎわのトットちゃん』
（講談社）な

えて審議を行い、方針を決定して各学校に伝え

どが含まれ、新聞や週刊誌に大きく取り上げら

ることになろう。また、各学校では、校内の図

れた。この背景には、1970 年代に開校したいわ

書選定会議で議論を行い、方針を決定すること

ゆる「新設校」で行われていた管理教育があっ

になろう。司書教諭・学校司書が、日頃の教育

た

36）

。なお、1983 年に刊行された『学校図書

実践によって、児童生徒・保護者・同僚からの

館と図書館の自由』 37）、『教育としての学校図

信頼を得ていれば、その意見が尊重されよう。

書館』38）は、この事例を取り上げている。高橋

以下、学校図書館専門職の今後のあり方、さ

恵美子によれば、全国学校図書館協議会は、機

らに、教育人権をふまえた学校図書館の意義に

関誌『学校図書館』にこの事例に言及した柳楽

ついて述べる。

39）

宏の「図書資料選択の重要性」

を掲載したの

みで、“反応が鈍いと言わざるをえない” 40）。

6.2

学校図書館専門職の今後に向けて

管理職と組合員との対立構造に対して中立を守

学校図書館の資料への干渉に対抗するには、

ったのかもしれないが、
“学校図書館が民主的な

授業で使用する資料を決定する教師の専門性、

思考と、自主的な意思と、高度な文化とを創造

収集方針に基づき選定を行う司書の専門性が重

するため教育活動において重要な役割と任務を

要である。その専門性をどのように獲得し、維

もっている”

41）と宣言して設立された組織の

持向上させていくかが課題となろう。
2013 年 6 月 12 日に衆議院法制局から提示さ

対応としては疑問が残る。

れた「学校図書館法の一部を改正する法律案（仮
5.2

考察

称）骨子案」に対して、成田康子は以下の懸念
を述べた 42）。

この事例は、今回の松江市の事例と異なり、

今回の改正案の財源は、使途が限定されな
い地方交付税を運用することが前提となっ
ている点から、配置が正規職員ではなく非
正規職員になる可能性が高いのではないか

市民からの要求によるものではなく、教育委員
会から校長会全体への依頼でもなく、一部の管
理職の判断で行われたものであった。
また、新聞報道は愛高教という教職員組合に
- 59 -
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と思われる。これでは継続性がなく、専門
的な業務はできないことになる。依然とし
て正規職員としての配置が地方自治体独自
の予算措置に任されるのでは、かえって、
学校司書は非常勤でいいとの見解をもたれ
かねないと危惧する。

6.3

学校図書館と教育人権

主権者教育権論を提唱した憲法学者の永井憲
一は、今日の憲法と教育人権の危機的な状況に
対して、以下のように述べた 46）。
憲法研究者はもとより、国民の側は絶えず
不断の努力に基づいて政治権力の憲法解釈

現行の司書資格 24 単位には学校教育に関す

をチェックし、常に先達の研究や比較法研

る科目がなく、司書教諭資格 10 単位には図書

究の成果に学んで、恣意的な政策実現のた

館情報学に関する内容が十分ではない。また、

めの憲法解釈を批判的に監視していなけれ

教職科目として学校図書館に関する科目は必修

ばならない。

とされていないために、教員の多くは学校図書
公共図書館はこの批判力を国民に保障するた

館に関する知識を持っていない。
司書教諭・学校司書の専門性確立に向けては、

めの社会教育機関であり、学校教育において、
その利用法の習得を保障する必要がある。

その養成、配置、研修の在り方に関して、さら

永井学説に依拠する木幡洋子は、生涯学習時

なる検討が必要である 43）。
また、全国学校図書館協議会の地方組織が、

代においては“主権者教育権の保障にとって重

前述したように学校図書館専門職ではない校長

要なものとして図書館の教育機能保障がある”

を役員とする階層的構造であることの問題が存

と述べ、学校図書館や公共図書館の整備の必要

在する。日本図書館協会学校図書館部会、学校

性を指摘した 47）。
公教育は国家・社会に有用な人材を育成する

図書館問題研究会との統合も視野に入れた、専
門職団体の確立について、検討する必要がある。

ために制度化されたものではあるが、生涯学習

学校図書館を研究対象として 1997 年に設立

社会において、民主主義社会の構成者の育成と

44）は、学会誌『学

学習権の保障という観点から、生涯にわたって

校図書館学研究』を刊行しているが、「CiNii

公共図書館を活用できるための基礎を養う学校

Books

図書館の意義を考える必要がある。

された日本学校図書館学会

大学図書館の本をさがす」によれば、

大学図書館所蔵は 9 件である（2014 年 2 月 13
日現在）45）。司書・司書教諭課程を持つ大学の

なお、本稿は、2013 年 12 月 7 日に行った愛

多くが所蔵していないのは、同学会の認知度が

知県高等学校教育法研究会例会での報告「地方

低いからであろう。認知度を上げるには、大学

教育行政における学校図書館政策の現状と課

院で学んだ司書教諭・学校司書による質の高い

題：松江市教委による『はだしのゲン』閲覧制

論文が多数掲載される必要がある。
「地方公務員

限の事例から」にもとづくものである。

法」による自己啓発等休業、
「教育公務員特例法」
による大学院修学休業は、ともに無給で、学費
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