
用語解説 

【第 1 章】 

P 用語 意味 

１ 

論説文 

ある物事に関して，筆者が自分の考えを相手に伝え，相

手を説得するという目的を持つ文章。論説文は，社会で

そのときに話題になっている事柄を取り上げることが

一般的。 

説明文 

ある物事を取り上げて，その内容や意味をよく知らな

い人にそれがどんなものかわかるように解き明かした

文章。 

自己の発見と 

確立 

人間が自分の心と体を見つめ,自分が置かれている状態

から, 自分は何者であり,現在どこに立っているか,そし

てこれからどのような目標に向かって歩き, どのよう

な役割を果たすのかを見極めること。 

自立した読書人 

他にも「自立した読者」「自立した読み手」という言葉

があるが，自ら目的や必要に応じて本を手に取り，自分

の力で読むことを楽しんだり，情報を適切に活用した

りして，自らの内面を耕していくことのできる読み手。 

２ 

グローバル化 

政治・経済，文化など様々な側面において，従来の国家・

地域の垣根を越え，地球規模で資本や情報のやり取り

が行われること。 

合理的配慮 

学校や図書館等において，体制や費用などに負担のか

かり過ぎない範囲において，一人ひとりの子どものニ

ーズに基づき，状況に応じた変更や調整を行うこと。 

LGBT 

 Ｌ（レズビアン＝女性同性愛者）， Ｇ（ゲイ＝男性同

性愛者）， Ｂ（バイセクシュアル＝両性愛者）， Ｔ（ト

ランスジェンダー＝生まれたときの法的(生物学的)・社

会的性別とは一致しない，または囚われない生き方を

選ぶ人などを表現する包括的な言葉。一般的に性同一

性障害も含む）の総称。 

 「性的少数者」「性的マイノリティ」という言葉も

LGBT と同様の意味合いで用いられる。 

読書ニーズや 

スタイル 

読書ニーズは，「こんな本が読みたい」という，本等の

内容や読みやすさに関する要求 

読書スタイルは，読む対象の媒体や場所や補助具や機

器の活用などをさす。 

資料 ６ 



適書を適者に 

適時に 

読書指導の基本として示されることが多い原理。 

適書…良書が必ずしも適書ではなく，読者が求めてい

るもの，読者に何を与えるべきかを見極め，それ

に適合する図書のこと。 

適者…発達段階，能力，興味や関心，環境といった個人

差を正確に把握し，図書に適合する読者のこと。 

適時…図書を手渡すのに適切な時期のこと。 

３ 

閲覧性 書物や書類などを調べたり読んだりすること。 

一覧性 
ひと目で全体が見渡せるようにまとめられているこ

と。 

検索性 
文献・カード・ファイル・データベース・インターネッ

トなどの中から必要な情報を探すこと。 

保存性 
そのままの状態を保つこと。データを記憶媒体に記憶

すること。 

４ 

言語活動 言語による「話す」「聞く」「書く」「読む」活動。 

探究的な活動 自ら課題を見つけ，考え，学ぶ問題解決的な活動。 

学校司書 専ら学校図書館の職務に従事する職員。 

５ 
みえの学力向上 

県民運動 

三重県教育委員会が平成 24 年 11 月から実施してい

る子どもたちの学力を育むための県民総参加による取

組。 
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10 

学校図書館図書標準 
平成５年に文部省が設定した公立義務教育諸学校の学

校図書館に整備すべき蔵書の標準。 

並行読書 

指導のねらいをよりよく実現するために，学習中に教

材文以外の本や文章を情報として取り入れ，学習内容

と関連づけながら読み取っていく学習。 

11 

団体貸出 
図書館が団体登録利用者に対して，図書館資料を貸し

出すこと。 

レファレンス 

サービス 

何らかの情報あるいは図書資料を求めている利用者に

対して，図書館員が求められている情報あるいは図書

資料を提供ないしは提示することによって援助するこ

と，及びそれにかかわる諸業務。 



12 

ブックトーク 

子どもたちや図書館の利用者を対象に，特定のテーマ

に関する一連の本を，エピソードや，主な登場人物，著

作者の紹介，あらすじも含めて，本への興味を起こさせ

る工夫をしながら紹介すること。 

ノーメディア運動 

テレビやゲームなどへの過度の接触や依存を防ぐた

め，テレビを見ない，ゲームをしない時間を過ごすこと

で，生活習慣の見直しを図ること。地域や学校の実態に

応じて，家庭での読書活動推進と併せて取り組むとこ

ろもある。 

13 

ティーンズコーナー 
中学生・高校生世代を中心とした 10 代向けの本を集

めたコーナー。 

職場体験 

生徒が事業所などの職場で働くことを通じて，職業や

仕事の実際について体験したり，働く人々と接したり

する学習活動。 
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20 

プレパパ・プレママ

コース 

妊婦とその配偶者を対象に，助産師による赤ちゃんの

抱き方，オムツの交換方法等を体験により学ぶ教室。 

離乳食コース 
乳児のいる保護者を対象に，栄養士による離乳食の講

話，栄養相談等を行う教室。 

未就園児の会 

幼稚園によって名称は異なるが，幼稚園が子育て支援

のため，未だ就園していない乳幼児とその保護者を対

象に，園を開放し，保護者が幼児の教育に係る簡単な相

談をしたり，乳幼児が幼稚園での活動に参加したりで

きるようにするなどして，交流をもつ会。 

おはなしのへや 

鈴鹿市立図書館の児童閲覧室の中にあり，絨毯敷きで

赤ちゃんや小さい子どもに読み聞かせができる部屋。

赤ちゃんにおすすめの絵本コーナーがあり，おはなし

会の会場にもなる。 

21 

リクエスト 図書館未所蔵資料の購入や借用サービスのこと。 

視聴覚資料 

文字ではなく，画像，映像，音声によって情報を記録し

た資料であり，人間の視覚や聴覚を通して情報を伝達

するもの。 

点字つき絵本 

印刷されている絵を樹脂インクで盛り上げて触って分

かるようにし，文字は点字と普通の文字で書かれてお

り，見える人と見えない人が一緒に楽しめるように工

夫されたもの。 



22 

お話し会 

おはなし会 
※鈴鹿市図書館では 

「おはなし会」と表記 

子どもを対象に季節やテーマに沿って，絵本等の読み

聞かせ，手遊び，パネルシアター，ストーリーテリング

（語り手が物語を覚えて，聞き手に語ること）などを行

う催し。 

23 

パネルシアター 

毛羽立ちのいい布（パネル布）を貼った舞台（パネル）

に，不織布（P ペーパー）に絵を描いて切り取った絵人

形を貼ったりはずしたり，動かしたりしながら，歌やお

話に合わせて演じること。 

手遊び 

手や腕などを歌に合わせて動かして遊ぶこと。短い時

間で，気軽に楽しめるため，お話し会の中で取り入れる

ことが多い。 

24 
乳児家庭全戸 

訪問事業 

生後４か月までの全ての乳児家庭を対象に訪問員が，

家庭訪問により子育て情報の提供等を実施する事業。 

25 読書ボランティア 

保育所や幼稚園，小中学校や図書館などで，読み聞かせ

やお話をしたり，蔵書の整理や修理を支援したりする

ボランティア。 

26 

サイン 

学校図書館や図書館の利用者が，求めている図書資料

やサービスに確実にたどりつけるように設置する案内

表示。 

調べ学習 

知りたいこと，興味を持っていることについて，図書や

実地見学，実験・観察など，いろいろな方法で調べ，ま

とめ，発表すること。 

探究的な学習 

児童生徒が【課題を設定】し，様々な手立てを講じて【情

報の収集】を行い，集めた情報を【整理・分析】して思

考し，自分の考えとして【まとめ・表現】する活動，こ

の知的な営みを発展的に繰り返すこと。 

27 

団体貸出 
図書館が団体登録利用者に対して，図書館資料を貸し

出すこと。 

相互貸借 
図書館同士が所蔵している図書資料を貸し借りするこ

と。 

蔵書構成 

図書館の蔵書が，図書館のサービス目的を実現する構

造となるように，資料を選択，収集し，計画的・組織的

に蔵書を形成，維持，発展させていく意図的なプロセス 

学校図書館図書標準 
平成５年に文部省が設定した公立義務教育諸学校の学

校図書館に整備すべき蔵書の標準 

廃棄規準 
学校図書館において蔵書を点検評価し，廃棄を行う場

合の拠りどころとして，客観性のある成文化した規準 

特別支援教育 各学校における特別支援教育の推進のため，主に校内



コーディネーター 委員会・校内研修の企画・運営，関係機関・学校との連

絡・調整，また保護者からの相談窓口などの役割を担う

者 

国際教室 

公立学校に在籍する外国人児童生徒の学校生活への適

応を図るとともに，外国における生活経験を生かすな

ど適切な指導を行うために，取り出し指導や補充的な

指導，チーム・ティーチングによる指導など特別な指導

形態を交えながら適応指導や日本語指導を行う教室。 

ＤＡIＳＹ図書 

DAISY と は ， Digital Accessible Information 

SYstem の略で，「アクセシブルな情報システム」と訳

される。視覚障害者や普通の印刷物を読むことが困難

な人々のためのカセットに代わるデジタル録音図書の

国際標準規格。 

マルチメディア化された DAISY 図書を利用すること

により，次のようなことが可能になる。 

①文字を読み上げる音声を聞きながら，画面上の文字

を読み，本と同じ絵や写真をみることができる。 

②音声で読み上げるフレーズの色が変わるハイライト

機能により，どこを読んでいるかが分かる。 

③声のスピードや文字の大きさ，文字や背景の色を選

択できる。 

④持ち運びができるタブレットなどでも視聴でき，ど

こでも利用が可能である。 

28 親子読書 

一般的に，家庭で親が子どもに読み聞かせをし，親子一

緒に絵本を楽しむ活動をさすが，親子で 1 冊の本を交

互に読んだり，同じ時間に別々の本を揃って読んだり

と形態はさまざまであり，総称して「親子読書」や「家

読（うちどく）」と言うことがある。読んだ後の感想の

交流までを含むこともある。 

29 ＩＣＴ機器 

ＩＣＴとは， Information and Communication 

Technology の略。情報・通信に関する技術の総称。

ICT 機器とは一般に PC，プロジェクタ，デジタルカメ

ラ等の情報通信機器のこと。 

31 
レファレンス 

サービス 

何らかの情報あるいは資料を求めている図書館利用者

に対し，図書館員が求められている情報あるいは図書

資料を提供ないしは提示することによって援助するこ

と，及びそれにかかわる諸業務。 

32 ブックガイド おすすめの本を紹介するために書かれた本。 



 

 


