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大人に本のよろこびを
翻訳家
「このあの文庫」
主宰者

み や

ゆ う

出会ってほしい。では「おも

しろい子どもの本」とはなに

か。もちろん、その「おもし

ろい」には、いろいろなバリ

エーションがあっていいとは

思いますが、原点を忘れては

も し ろ さ と は、 そ れ が「 文

こ

いけないと思います。本来、

学」であるということです。

由

ですから、子どもたちに読

わかりやすさや、かわいらし

小宮

書を推進するには、まず大人

さ、目新しさや、アイデア勝

子どもの本に限らず、本のお

に本のおもしろさを伝えてい

負などといったものを子ども

まの子ども」とは、
じつは「い
いかと考えています。

かなければなりません。その

子どもの読書推進について
ということばを使う人の意見

くなった」
「 い ま の 大 人 は、 ためには、大人が本と出会え

「いまの大人は、本を読まな

思うとき、
私は
「いまの子ども」 まの大人」という意味ではな

す。
とくにその人が、
作家・編集

を信用しないようにしていま

の本の「おもしろい」にして

逆効果です。それを大人もお

しまうと、子どもにとっては

もしろがると、子どもは、本

る機会をできるだけ多く作り
大人が本を楽しんでいる姿

というものも、一過性である

出す必要があります。
を見せることによって、子ど

映像メディアと等しいものと

こんな本は読まない（買わな

もたちは本が好きになります

い）
」と置き換えると、納得
ければ、たいていの子どもも

たとえば
「いまの子どもは、 できます。大人が本を読まな

が、子どもにとって、もっと

者・批評家などの子どもの本の

本を読まなくなった」
とか
「い

本を読まないからです。

関係者であればあるほど。

まの子どもは、こんな本（地

子どもの読書離れは、いま

うれしいことは、大人と同じ

知らぬまま、大人になってし

捉え、文学という芸術世界を

味だったり、文字量が多かっ

にはじまったことではありま

という本で、著者のＣ・Ｓ・

『別世界にて』
（みすず書房）

たりする本）は読まない」と

こびを共有できたら、これほ

まうでしょうから。
どうれしいことはありませ

本を楽しむことです。身近な
は読むし、読まない子は読ま

大人と、同じ本で、同じよろ
そもそもだれを指して「いま

ない。本を読む子の身近には

なく、
いまも昔も、
本を読む子
の子ども」と言っているので

ルイスは、このようなことを

いうことを述べている人は、 せん。時代の変化などは関係

しょう？ きっと具体的なイ

書いています。

があるものでなければ、十歳

「五十歳になっても読む価値

ん。その経験は、子どもを本
間への信頼感や、自己肯定感

好きにさせるだけでなく、人
身近には「本以外のものがお

人がいて、本を読まない子の
なら日ごろから子どもたち

もしろい」
と思う大人がいる、 を育むことにもなるのです。

メージはないはずです。なぜ 「本はおもしろい」と思う大
と、深く関わっていれば、そ

きな差ではないでしょうか。 「おもしろい子どもの本」に

のです」

ですから、大人には、ぜひ、 の時にだって読む価値はない

の本質は、いまも昔も変わら
私は、
その人たちが使う
「い

ないと、
気づくはずですから。 それが子どもの読書環境の大

《ホームページ》http://www.dokusyo.or.jp
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第

回
（２０１８年度）

『野間読書推進賞』
受賞候補者推薦のお願い
公益社団法人 読書推進運動協
議会は、読書の普及に貢献し、讃
えられるべき業績をあげながら
も、報われることの少なかった個
人および団体を顕彰してきまし
た。
この賞は、１９６９年（昭和
１ 賞
賞状および賞牌
２ 副 賞

書推進賞」を設定、
１９７９年（昭

金 万円（個人の部）

金 万円（団体の部）

として１０００万円、１９８７年
を記念して２０００万円の寄付を

（昭和 年）に講談社創業 周年

推薦締切後、８月下旬に 名の

７ 受賞者決定まで

団体（２名）以内とします。

小峰紀雄 株式会社
小峰書店 社長
日本図書館協会 参与

酒川玲子 公益社団法人

■２０１８年度 定時総会
開催のお知らせ
一、日時 ２０１８年６月 日㈫
午後３時～４時 分
一、場所 日本出版クラブ会館
（東京都新宿区袋町６）
０３ ─３２６７ ─６１１１
一、議事・第１号議案
平成 年度事業報告書と
決算報告書承認の件
・第２号議案
役員交代承認の件
・第３号議案
事務所移転および定款
一部変更承認の件
＊ ５月中旬に議案書（２０１８年
度年次報告書）と出欠ハガキを
お送りします。ハガキのご返信
と当日のご参加を、よろしくお
願い申しあげます。

９ 結果の通知

30 19

贈呈式

す。

考結果を文書にてお知らせしま

また、すべての推薦団体に、選

薦団体へ、
すみやかに通知します。

受賞者決定後、受賞者とその推

29

過去に推薦いただいた個人や団
体を再度ご推薦くださってもかま

り、９月上旬に３名の選考委員か

野間読書推進賞運営事業委員から

らなる選考委員会で、
団体の部、
個

なる選考準備委員会で候補者を絞

①全国都道府県および政令指

いません。

定都市教育委員会

人の部と、
必要が認められた場合

４ 推薦方法

②都道府県中央図書館および

は奨励賞の受賞者を決定します。

８ 選考委員

各賞の受賞者は、原則として２

読書推進運動協議会
会

③全国市町村教育委員会連合
④日本ＰＴＡ全国協議会

笠原良郎 公益社団法人全国学校

ください。
６ 推薦締切
２０１８年（平成 年）７月
日消印有効

図書館協議会 顧問

⑤日本新聞協会
⑥日本放送協会
⑦日本民間放送連盟
などに候補者推薦を５月中に依頼
受賞候補者の心当たりがある方

します。
は、これらの団体を通してご推薦
ください。
これまでの受賞者一覧、昨年度
の受賞者実績は、当協議会ホーム
ページ（ http://www.dokusyo.
）でご覧いただけます。ご
or.jp
推薦の参考としてください。

当協議会指定の用紙をお使いく

５ 推薦用紙

しているものです。
「読書推進賞」 進運動に貢献された個人または団
「野間読書推進賞」と改めました。 事業に従事する者、また学校図書
館関係は除外します。
個人の場合、年齢・職業に、団

本年度もつぎに掲げる要項にし
たがって、実施いたします。みな

体の場合、会員数・規模などに制
限はありません。

入用のときは、当協議会にご請求

ださい。推薦用紙および要項をご

の普及に永年力を尽くし、読書推

地域や職域などにおいて、読書

３ 受賞の対象

野間読書推進賞賞牌

は、
１９８５年（昭和 年）より、 体。業務として読書推進に関する

受け、その基金を中心にして運営

金５万円（奨励賞）

和 年）に講談社創業 周年記念

け、
１９７１年（昭和 年）に「読

時）より１０００万円の寄付を受

機会に、野間省一 講談社社長（当

年）
、当協議会の社団法人設立を

44

さまからのご推薦をよろしくお願

31

２０１８年
（平成 年） 月６日

りますので、ご参照ください。

協議会ホームページに掲載してお

ます。昨年の贈呈式の様子を、当

執筆者のみなさんなどが出席され

書推進賞受賞者、
『読書推進運動』

係者（団体）
、これまでの野間読

出版界、および図書館界の関

日本出版クラブ会館にて

11

80

15

昨年度受賞者、推薦者のみなさんと
野間会長、選考委員

48

いいたします。

30
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■２０１８年 度 「 絵 本 ワ ー ル ド 」 開 催 予 定

今年も「子どもの本のおまつり」が
各地で開催！
第 回絵本ギャラリー 奈良

「 子どもの読書活動推進会議 」 【開催決定】
が推進する「絵本ワールド」は

■「子ども読書の日」を記念するフォーラム

自身は絵本の読み聞かせを受

しながらの講演となった。

表彰を受けた子どもの読書活動優

催された。今年度、文部科学大臣

国立青少年教育振興機構）
」が開

フォーラム（主催＝文部科学省・

る絵本の力を知ったというとよた

子どもの本と、
長く読み続けられ

子どもが持ち帰る絵本ではじめて

がなかったけれど、
子育て期間に

における学校での読書教育の位置

け体験がなく、
子どもの本に興味

福島県郡山市 ビッグパレットふ

書の日』記念 子どもの読書推進

作の紙芝居、絵本の読み聞かせを

読書推進活動のヒントに
あふれた事例発表！
４月 日㈪、東京都渋谷区の国
立オリンピック記念青少年総合セ
ンターで「平成 年度『子ども読

くしま

奈良県奈良市 ならまちセンター

７月 日㈯・ 日㈰

ティア・地元新聞社などが中心に

づけを紹介し、生徒たちの読書意

ら全国で開催されている子どもの

なった実行委員会により、児童文

欲や調べ学習の質的向上につな

月 日㈰

新潟県新潟市 朱鷺メッセ

ALEC
地域の図書館と行政が中心と

流センター

なって運営する和歌山では昨年、
９名の絵本作家による会場ガラス
壁面や旧有田川鉄道御霊駅の駅舎
へのライブペイントのほか、
地元の
人気飲食店や小物ショップのテン
トが並ぶ市場も同時開催された。
また、２０２０年の開催をめざ
している城西国際大学東金キャン
パス
（千葉県）
では、昨年につづき
今年もプレ大会が開かれる予定。

団体（個人）は 。

136

の応援歌」
。
「いつも子どもたちと

かずひこさんの「小さな人たちへ

作れるかがぼくの宿題」
と語った。 乳幼児健診へ出張しての活動に力

でもらいたがります。
そんな本を

た」「子どもは同じ本を何度も読ん

にすることをくり返してきまし

図書館でのおはなし会、保育園や

る神奈川県横浜市鶴見図書館は、

各部門の受賞者代表４施設・団

フ養成の取り組みも紹介した。ま

を入れてきたことや、協力スタッ

秋田喜代美さんのコーディネート

本研究会の活動を説明したあと、

徳さんは、所属する山梨子どもの

個人で受賞した、山梨県の原庚

ちへの支援についても述べた。
で進行。埼玉県羽生市立羽生南小

ビブリオバトルの様子などを紹介

の読み聞かせを紹介。
「五感を育

あそびを取り入れた科学読みもの

茅野市の公民協働による読書推進

きるのは科学読みもの」
と述べた。

長野県茅野市立北部中学校は、 て、生命の尊さを知る、それがで

した。

など家庭と連携した読書活動や、 自身がとくに力を入れてきた科学

学校は、家読・家族との読書郵便

をテーマに、東京大学大学院教授

からの読書活動に期待すること」 た、地域に住む外国籍の子どもた

体による事例発表と対談は「これ

年々人口が増えている地域にあ
やっていることを交えて、作品づ

特別講演は、絵本作家 とよた 「自分に取り入れて咀嚼して、
作品

53
くりの背景を紹介します」と、自

がっていると報告した。

まや近隣の子どもとの交流などを

多彩な活動が報告された
事例発表・対談

秀実践校は 校、図書館は 館、 さん。
お子さんとの日常のひとこ

絵本ワールド ふくしま２０１８

30

絵本ワールド にいがた２０１８

トークショー、開催地域の読書グ
ループ・ボランティアによるさま
ざまなワークショップ、１万点を 【開催予定】
月 日㈯・ 日㈰

絵本ワールド わかやま２０１８
11 in

和歌山県有田郡 有田川町地域交

10

超える子どもの本の展示即売会な

in

11

18

12 in

23

学作家・絵本作家による講演や

８月 日㈯・ 日㈰

２０００年の「子ども読書年」か

in

本のおまつり。開催地域の県立図

29

書館・地元読書グループ・ボラン

28

19

11
11

47

自作の創作背景、こめた思いを語る
とよたかずひこさん

どが行われる。今年の開催地は以
下のとおり。

ライブペイント後の記念写真
（2017 年度 わかやま）
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分で作れる！ からだの元気大作

戦！～光・暗闇・外遊びのすすめ

～」
（野井真吾さん）
、４日「絵本

と音楽とマジック～子どもが輝く

参加型絵本の世界～」
（大友剛さ

） 上野
ん）
、
「 描場（ KAKIBA
の森」
（黒田征太郎さん）
、５日＝

進会議／日本児童図書出版協会／

２０１８（主催＝子どもの読書推

「上野の森 親子ブックフェスタ

のパンダのぬいぐるみを持った子

本」コーナーも登場。動物園帰り

ンダ関連図書を集めた「パンダの

えることを記念し、各出版社のパ

台東区の上野恩賜公園などで、 シャンシャンがまもなく１歳を迎

今年は、上野動物園のパンダ

おおぎやなぎちかさん、森川成美

童文学作家五人のおすすめ本」（赤

東京都美術館での講演会は、３

買った人対象）も大好評でした。

当たるくじ引き（３０００円以上

フェスティバル会場でサイン会や

羽じゅんこさん、松本聰美さん、 集め、講師のなかには講演会後に

日「ビブリオバトル＆トーク 児

おはなし会をする方もいました。

ました。いずれも多くの参加者を

義さん、遠山光嗣さん）が開かれ

書館国際子ども図書館）
」
（関口安

い鳥』を学ぶ（共催＝国立国会図

鳥』創刊 年記念 記念講演会『赤

出版文化産業振興財団）
」が開催

さん、濱野京子さん）
、
「元気は自

心配された天気も、３日の開始

どもたちも、多く訪れました。日

子ども図書館では５日に「
『赤い

瑞人さん）
。国立国会図書館国際

語りあう」
（土屋京子さん、金原

記念『ナルニア国物語』の魅力を

「光文社古典新訳文庫全７巻完結

in

本図書普及の協力で図書カードが

５月３日㈷～５日㈷に東京都

【上丸】ひときわ目立つ帽子で読み聞かせをする
サトシンさん。
【上】主催者代表と来賓、
地元の子どもたちのテー
プカットで開会！
【中】フェスタ恒例「講談社 本で遊ぼう 全国訪問
おはなし隊」のおはなし会。絵本の近くまで寄っ
てくる子どももいました。
【下】写真集、物語、図鑑……いろいろなパンダ
の本を集めたコーナー。道ゆく人から「あ、パン
ダ！」の声も。

されました
前には雨があがり、風が強いなが
らも、昨年に続き晴天の下での
メインとなる、中央噴水池広場

フェスティバルとなりました。
での「子どもブックフェスティバ
ル」は、出版社などがテントで絵
本や児童書６万冊を読者謝恩価格
で販売。会場のあちこちで、本を
手に取る子どもと大人の笑顔があ
ふれていました。各テントでは著
者のサイン会、おはなし会なども
随時行われました。

100

【上】本を選ぶ親子、お孫さんへのプレゼントを
探す人、図書館・学校図書館の選書の手がかりを
求める人……。多くの人でにぎわいました。
【中】目の前で描かれるイラストとサインする手
元に、注目（さ・え・ら書房テントにて）
。
【下】日本児童出版美術家連盟（童美連）は、お
そろいの T シャツで参加し「絵本・児童書画家
があなたを描きます」
を実施。 日本児童文学者協
会、日本児童文芸家協会も、作家によるおはなし
会、サインセールなどを開催しました。
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５月３日～５日
「上野の森 親子ブックフェスタ 2018」
多くの来場者で大盛況！

こ数年は、石井桃子さんのドキュ

デオを製作した森英男さん。こ

リーの映像作家で、当館の広報ビ

の共催で行われた。講師は、フ

央図書館視聴覚ホールにて同館と

３月４日の講演会は杉並区立中

が、声にのせることでさらに際

ちを静かに語りかける本作の魅力

いに作られたものの美しさや値打

の動きをこまやかに描き、ていね

品を買う気になれない。母子の心

分のお雛さまが忘れられず、既製

しがるが、母は、空襲で失った自

たりで暮らすよし子は雛人形をほ

周年

メンタリーに専念されてきた。昨

立ったように思う。

年記念＆「かつら文庫」

夏完成した３巻組ＤＶＤの最終

さんに、
「小さな図書館がもたら

は、天理市立図書館の高橋樹一郎

館ホールで行った記念講演会で

講演会を催した。２月 日に当

今年２月、３月には、ふたつの

ような発見をしたか、子どもの反

どもたちに向きあうことで、どの

さった。石井さんが通ってくる子

通じて得た収穫などを語ってくだ

企画）の上映のあと、映画製作を

挑戦Ⅲ『かつら文庫』
」
（ＤｏＤｏ

通う子たちが交流する「きねんえ

図書館の間柄だ。そこで、双方に

いるので、当館の児童室とは姉妹

も図書館の分室として運営されて

た。かつら文庫は現在、東京子ど

子どもたちとの記念行事も行っ

評伝の刊行、テレビ化などもあっ

られている。新たなエッセイ集や

んが手がけた児童書の増刷は重ね

行ってきた。

した大きなこと」という題で日本

た。今年７月 日～９月 日には

張替

「子どもと本を一つところに
おいて」みた 年をふり返る

■石井桃子生 誕

＆トーク」など一連の催しを、石

巻「子どもに本を――石井桃子の

東京子ども図書館 理事長

東京子ども図書館は１９７４年
に都内４つの家庭文庫が合流して
できた私立図書館だ。母体となっ
た文庫のひとつ「かつら文庫」は、
作家・翻訳家・編集者として知ら
れる石井桃子さん（１９０７～
２００８年）が「子どもと本を一
つところにおいて、そこにおこる

んそく」を企画した。まずは、３
月 日、児童室の子どもたちが中

応をどう本作りに生かしたか。関

さて、例年、かつら文庫のお雛

緒におはなしを聞いた後、石井さ

いで、かつら文庫を訪問した。一

野から荻窪へバスと電車を乗り継

去られがちだが、かつら文庫への

文学記念館は時を経るにつれ忘れ

子展」
が予定されている。一般に、

県立神奈川近代文学館で「石井桃

さまを飾る季節には、石井さんの

来館の記念になるよう、石井

お客さまはまだまだ続きそうだ。

係者の証言を交えて、生き生きと

の文庫活動についてお話しいただ

財団と共同で行った「子どもＢＵ

んの書斎や展示室などをめぐる見

いた。高橋さんは、２００１年～

ＮＫＯプロジェクト」の担当者と

書斎や展示室をご覧いただく公開

学もした。みんな、驚くほど真剣

役割をたどった。この研究成果は

たことなど、文庫がはたしてきた

図書館設置運動の牽引役にもなっ

たこと、１９７０年代以降、公共

した民間人が日本の津々浦々にい

を概観。子どもに本を手渡そうと

あわせて、明治以降の文庫の歴史

わった。その後の文献調査なども

き』という作品を書いている。２

雛さまをモデルに『三月ひなのつ

れたという。石井さんは、このお

子さんのお母さまの計らいで贈ら

かつら文庫がはじまったときに道

ども図書館に来ることになってい

かつら文庫の子どもたちが東京子

元ご常連も顔を見せ、集合写真を

日は、足の遠のいていた、文庫の

くさんの付箋を貼った翻訳書や古

は、山田國廣作の奈良の一刀彫。 に案内に耳を傾け、石井さんがた

向け、緻密な作業を続けていると

羅する石井桃子著作目録の完成に

を新聞・雑誌記事なども含めて網

撮った。連休中の５月５日には、 作した。現在は、石井さんの著作

家・犬養道子さんのものだったが、 いアルバムに見入っていた。この

もともと、昨年亡くなられた評論

る。

た絵のポストカードやバッジも製

１９６４年の来日時に描いてくれ

絵本作家Ｖ・Ｌ・バートンさんが

ト・リーフレットや、アメリカの

さんの生涯を写真でたどるフォ

ただく朗読会も開かれた。母とふ

没後 年、この間にも、石井さ

ころだ。

月 日には、その全編をお聴きい

再現された。

して、松岡享子名誉理事長ととも

日を多めに設けている。お雛さま

２００４年に、当館が伊藤忠記念

24

じっさいの結果を見てみたい」と
いう動機から１９５８年に自宅に
開設、今年３月１日に 周年を迎
えた。これを記念して、
「かつら

21

出版に向けて準備中とのことなの

10

文庫ギャラリートーク」
「朗読と

いまの常連さん、昔の常連さんがそろって
60 周年をお祝い！

60

で、ご注目願いたい。

22

110

お話の会」
「池田正孝氏スライド

惠子

井桃子生誕 年にあたる昨年より

60

に、全国 か所の文庫を訪ねてま

17

16

（公財）
かつら文庫での石井桃子さんの
読み聞かせ

110

90

60
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読 書 推 進 運 動
（第三種郵便物認可）
（5） 第 606 号

優良読書グループの歩み

仙台市図書館ブックトーク

堀

多佳子

ボランティア「ランプ」
代表者
宮城県仙台市

いずれにしても、私たちのトー

思ってのことのようです。
クに目を輝かせて聞き入り、トー

いています。いまでは、支援学校

や保育所、介護施設などにも行く

に取る子どもたちを見ると、とて

習ができないのが実情です。しか

取られ、本の紹介やおはなしの練

し会の打ちあわせや報告に時間を

「おおきなかぶ」のように
力をあわせて

もうれしくなります。

し、絵本作家の講演や、おはなし

月に１回の定例会では、おはな

ようになりました。

「本、だぁい好き！」という子が

関係の講演があるときは町立図書

ク後、争うように紹介した本を手

とメンバーが、選書、シナリオの

ひとりでも増えるようにこれから

代表者

播磨富士子
京都府相楽郡精華町

も出向いて受講し、おはなしの知

識や技術の向上に努めています。

「メンバー一人ひとりが、できる

ときにできることを」をモットー

にして無理をしないのが継続のコ

動し、
おたがい刺激しあいながら、

ちゃんへの絵本の読み聞かせは、 な場所でいろんなメンバーと、活

ツだと思います。年度のはじめに

よいおはなし会ができるよう努力

ことができるようになりました。

２００６年に１年間行ったブック

担当表を配り、みんながいろいろ
「おはなしのこばこ」は、
２００２

スタートでの読み聞かせの経験が

それと別に、子育て支援セン

年２月に精華町立図書館で開催さ

ターからの依頼ではじめた赤

ているかのように紹介していきま

れたストーリーテリング講座の受

〈推薦〉
京都府読書推進運動協議会

館はもちろん、他府県の図書館に

もがんばって活動していきます。

学年・中学年・高学年・中学校な
１本のシナリオには３冊から４

どと、対象別になっています。

「ランプ」は、市民図書館主催の

冊の本が盛りこまれていて、それ

す。子どもたちが手に取ることが

座の受講生で構成されています。 らの本をひとつのおはなしを聞い

生が数人、
仲間に加わっています。 少ない良書を選んで、熟考して

講修了者が、講座で学んだことを

名ですが、毎年、養成講座の修了

作ったシナリオがたくさんあるの

町内の文庫でおはなし会をできる

たいへん好評でした。

グループ名をつけて、図書館や、 て、３回の講演会を開きました。

その後、
「おはなしのこばこ」と

かわった代表のもと、活動をはじ

「おはなしのこばこ」の創設にか

ちとのふれあいを大切に、絵本と

もっと仲間を増やして、子どもた

してくれる多くの方々に感謝し、

ター、そして私たちの活動に協力

立図書館、学校、子育て支援セン

しています。おはなし会のあとで

「ランプ」という名前には、よい

書におすすめの本がラインナップ

ように活動をはじめました。小学

めてから、最初の５～６年で基盤

子どもたちをつなぐ活動をこれか

は、反省会を兼ねたお食事会をし

されているシナリオです。国語の

校でおはなし会をしたいという希

ができ、２０１３年にいまの代表

らも続けたいと思います。

たり、ほかのおはなしグループと

教科書の単元に即したものやキャ

望を持っていたので、小学校にお

となってからも、図書館・小学校・

生かし今後も勉強していくため、 は「子どもゆめ基金」の助成金を

リア教育に役立つようなものなど

願いをし、昼休みの図書室でのお

子育て支援センターでの活動は続

活動の場を提供してくれる、町

の新年交流会もしています。

小学校や中学校からの依頼を受

が、とくに人気です。また、最近

はなし会からはじまり、２００６

修会」というテーマで講師を招い

け、学校に出向きブックトークを

は低学年からの依頼が多くなって

年には、３つの小学校にかかわる

３月にグループを結成しました。 受けて、
「子どもと本をつなぐ研

生かされています。２００７年に

ンプのような存在になりたいとい

学校にはシナリオリストをネッ

しんでほしいと願う先生方が、読

らいます。
シナリオは登録制です。 います。低学年のうちから本に親

ト配信し、希望のものを選んでも

書をはじめるきっかけになればと

う思いがこめられています。

月１回開く定例会で作ったシナリ

行うのが、おもな活動です。

オを発表し、仙台市図書館の職員

リクエストが多いのは、並行読

が自慢です。

結成は２０１０年。会員は現在

おはなしのこばこ

流れ、トークの運びなどの観点で

約 本ほどあります。小学校の低

現在登録されているシナリオは

もののみが登録されます。

評価し、一定の評価基準を超えた

２０１７年度の 読
｢ 書週間 に
｣ 際して道府県読書推進運動
協議会より推薦され、本会において表彰した全国の優良読書グ
ループの活動報告を掲載いたします。
（順不同）

⑸

ブックトークボランティア養成講

〈推薦〉
宮城県読書推進運動協議会

80

本・おもしろい本を照らしだすラ
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成人読書会むつみ会
代表者 原正治・奈良井博子

島根県松江市

たように思う。
しかし、
読書会を成

る、
いい循環がやっと生まれてき

とした本の読み語りや影絵劇の上

トだ。今後は、子どもたちを対象

るのも、読書会ならではのメリッ

代を超えた交流が簡単に可能とな

図書館内での定例おはなし会をさ

障がいのある子どもたちの施設、

に依頼も増え、
小学校での朝読書、

功させるためには、「一人読書」
の

て紡ぎ出される世界の美しさを、

本を読む楽しさ、ことばによっ

称して要請をいただいたところに

また、おはなしキャラバン隊と

幼稚園、地区の子育て支援施設、

重要性も理解されていなければ

せてもらえるまでになりました。

子どもたちが絵本の世界を
楽しむことを願って

ならない。
大事にすべきことばは、 演、老健施設での詩の朗読など、
の中で一番弱いものだ。
だが、
それ

「人間は一本の葦にすぎない。
自然

読み聞かせのほかにも、館内の

出向き、
活動の場を広げています。

〈推薦〉
島根県読書推進運動協議会

最後に、私たちの活動を支えて

もっと積極的に伝えていきたい。

絵本のあるところや各おはなしま

は考える葦である」
―パスカルの

つり、子育て支援施設での壁面飾

の一節である。
人間すべ
成人読書会むつみ会は、
松江市 『パンセ』

くれる島根県立図書館、松江市立

りも手作りしています。子どもた

てが死を前にした存在であり、
時

揖屋公民館の学習サークルとし

東出雲図書館、松江市立揖屋公民

セ』
は、
人が死の直前に読むことが

し、楽しい絵本の世界へ少しでも

２０１６年には図書館通帳の導

入があり、市内廃校の小学校をア

導ければと願い、行っています。

トリエに活躍する、絵本『だいお

その後、講習会への参加、研修
ティアグループとの交流会などを

ういかのいかたろう』の作者で男

旅行やほかの図書館の方やボラン
重ね、月に一度の定例会、年に一

女二人組の画家 ザ・キャビンカ

時枝

年間行事として春のこどもの読

度の総会を継続しています。

ンパニーに表紙の絵を依頼、仕あ

野田

書週間に「どんぐりのおはなしか

代表者

ちの五感を違った角度から刺激

つね
て、
１９９７年４月に設立された。 期の切迫に遠近の差はあれ、
に
「緩和ケア」を必要としている

公民館で、
グループ読書のために
できる、
最後の本の１冊である。

悲しい存在ではなかったか。『パン

島根県立図書館が準備した本か

去年より９月には東出雲中学３

〈推薦〉
大分県読書推進運動協議会

い」
、
夏休みに「どんぐりまつり」
、 がった通帳を手に本を借りる子ど

通テキストとして借り、
みんなで

２０００年、由布市立図書館の

秋に由布市出身で１９４６年に日

にがこの本の中心問題なのか突き
止める話しあいが活動の中心だ。

今日までこられたのはグループ
学作家の後藤楢根を顕彰するなら

大分県由布市

移転にともない、図書館ボラン

本童話会を設立した童謡・児童文

として読書会に参加している。世

新年度より読んだ本は、小泉八

ティアの募集があり発足。開館に

読んでいる。
全員が感想を述べ、
な

雲
『日本瞥見記』
、
志川節子
『春はそ

向けての配架作業を手伝い、元保

もたちの姿は格別です。

ノリオ
『介護入門』
、
唯川恵
『 万回

、
モブ・
こまで 風待ち小路の人々』

育士・教師が中心になり試行錯誤

ねっ子まつりで
「おはなしのへや」 わってくださったすべての方々

り深く考えるきっかけとなり、
さ

マである
「人間とはなにか？」
をよ

の出会いが、
われわれの共通テー

まざまなジャンルの作品・作家と

「一人読書」
では考えられないさ

たことのない幸せな気持ちになっ

たちの笑顔が迎えてくれ、味わっ

る私たちを楽しそうに輝く子ども

聞かせをしたときは、緊張してい

はじめて子どもたちの前で読み

庭や地域での理解も深まり、徐々

いまでは読み聞かせに対する家

出会う機会にも恵まれています。

て行い、たくさんの子どもたちに

ターや腹話術、手遊びなども交え

をパネルシアター、エプロンシア

誠実に楽しく活動していきます。

に、これからもこの表彰を励みに

ちと絵本の世界との出会いのため

しています。未来を担う子どもた

プレゼントがあったからと感謝

と、子どもたちの笑顔とことばの

らに新しい出会いへと駆りたて

たことをいまでも覚えています。

のすばらしい仲間はもちろん、関

の言い訳』
、
小川洋子
『博士の愛し

をしながらのスタートでした。

中学生の参加が、読書会の
可能性を広げる

た数式』
、
山崎豊子
『約束の海』
。

100

年生２人が、社会体験学習の一環

を共
ら、
毎月１セット
（ 冊まで）

12

15

読み聞かせグループ
どんぐり

館に心から感謝申しあげたい。

毎月１回、
第４木
現在会員は 名。
松江市揖屋
曜日午前 時～ 時、

14

10
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連絡会は、国立国会図書館国際子

国際子ども図書館を考える全国

など児童図書の原資料を収集・保

望、原稿・スケッチ・メモ・書簡

職員の専門性と人材育成への希

出し、
「子ども図書館」としての

図書館を見守り、支援していくと

は建築家の立場から、子どもが本

援活動を推進している。安藤さん

のある子どもを育てる」という信

なるのは、
「読書は生きていく力

計画を進めている。その原動力と

中之島」を建設し、市へ寄付する

事 務 局 報 告（４月）

11

29

■国際子ども 図 書 館 を 考 え る 全 国 連 絡 会 終 会

ども図書館の新館完成など、
施設・

して、会をしめくくった。

に親しむ「場」の提供こそが大切

☆４日＝荒井良二さんに第 回 こども
の読書週間ポスター原画を返却、次
年度以降について打ちあわせ
☆５日＝朝日税理士法人に「平成 年度
収支決算書」の作成を依頼
☆５日＝機関紙『読書推進運動』
（ 号）
別冊付録「読書週間行事報告一覧」
入稿
☆６日＝機関紙『読書推進運動』
（ 号）
本紙入稿、別冊校了
☆６日＝国立国会図書館国際子ども図書
館と「上野の森 親子ブックフェス
タ」ほかについて打ちあわせ
☆９日＝機関紙『読書推進運動』
（ 号）
本紙校了
☆９日＝「国際子ども図書館連絡会」に
ついて河村建夫事務所と打ちあわせ
・ 日＝「上野の森 親子ブックフェス
タ」運営委員会に出席
☆ 日＝「大震災出版対策本部運営委員
会」に出席
☆ 日＝「子ども文庫助成」について伊
藤忠記念財団と打ちあわせ
☆ 日＝機関紙『読書推進運動』
（ 号）
本紙・別冊、発行
☆ 日＝竹村和子監事に「平成 年度
収支決算書」
の監査を依頼。その後、
西村俊男監事、佐藤潤一監事に順次
監査を依頼
☆ 日＝内閣府への平成 年度 事業報
告について講談社社長室と打ちあわ
せ
☆ 日～５月 日＝「第 回 こどもの
読書週間」
・ 日＝
「子どもの読書活動推進フォー
ラム」に出席
☆ 日＝「２０１８年度 第１回 常務理
事会」を開催。出席６名、
欠席３名。
平成 年度事業報告書案と平成 年
度収支決算書案を審議、承認
・ 日＝「上野の森 親子ブックフェス
タ」運営委員会に出席
☆ 日＝２０１８年度 年次報告書 入
稿
☆ 日＝平成 年度 事業報告について
内閣府と打ちあわせ
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年間の活動を総括した要望書を
国際子ども図書館へ提出

資料の整備にひと区切りがついた
存する機関の必要性、民間の子ど

修室を借りて開催。会としての組

ことなどから、２０１８年３月末

織的な活動は停止するが、今後も

も文庫、子ども図書館への支援と
連携の提案、よりいっそうの学校

りに際してみんなでこれからを語

会員それぞれの立場で国際子ども

図書館支援などを求めた。

で 年間の活動を終了した。
終了にあたり、同会は３月 日
に国会図書館・国際子ども図書館
３月 日には、終会記念「終わ
り合う会」を国際子ども図書館研

へ要望書「国際子ども図書館の明
日へ望むこと ─新たな取り組み

周年 記念特別講演会

の始まりに期待します ─」を提
■文字・活字 文 化 推 進 機 構 創 立

とし、大阪市中之島に自らの設計

念からと語った。

を育てる「読育」充実のための支

き、読書を通じて心豊かな子ども

どもの読書活動推進法』にもとづ

文字・活字文化推進機構は『子

な社会をめざして設立された。

人づくりと、言語力豊かで創造的

生きる力を育てる読書、
その「場」の提供を！
３月 日㈬、東京都千代田区の
よみうり大手町ホールで、公益財
団法人文字・活字文化推進機構の
創立 周年記念 特別講演会が開
催され、建築家で東京大学名誉教
授の安藤忠雄さんが「あしたへの
挑戦 ―われわれはどこへ向かう
のか」と題して講演した。
文字・活字文化推進機構は、日
本語を深く理解し、表現力や思考

による文化施設「こども本の森

ひ・と・こ・と

●編集部＆事務局の

●いつもは取材する側として参加す
る「上野の森 親子ブックフェスタ」
ですが、今年は「パンダの本」コー
ナーの店番をおおせつかりました。
目の前にずらっと並んだパンダ本、
なかなかの壮観です。タイトルに
よっては、各出版社のテントよりも
パンダコーナーの方が売れ行きがよ
いものもあり、
「追加で置いてくだ
さい」とお持ち込みいただくことも
ありました。
●「１歳の孫に読み聞かせたいんだ
けど、どれがいいかしら？」と質問
するおばあちゃん、次々と本をほし
がる娘に「頼むから、どれか１冊に
して。これ以上買うと、お母さんに
怒られる」
と嘆く
（？）
お父さん。
「こ
れ、調べ学習にいいわね」
「この本、
ハードカバーで出ていなかったかし
ら？ このサイズでシリーズになっ
ていると、入れやすいわね」と一冊
一冊をていねいに見て、タイトルな
どをメモしていく人も。おそらく、
学校図書館の方が選書の参考にして
いたのでしょう。いろいろなお客さ
んが来ました。とはいえ、本を手に
取りながらも購入に至らなかった人
の方がずっと多く、書店の苦労を感
じる一日ともなりました。
●３日間のフェスタはあくまでおま
つりで、本と出会うきっかけです。
お孫さんに読み聞かせをしたいとい
うおばあちゃんも、次々と本をほし
がるお嬢さんも、この日に買った本
だけでは満足しないはず。新しい本
が必要となったときには、地元の書
店でワクワクしながら、本を選んで
ほしいなと思います。
（伸）

《ホームページ》http://www.dokusyo.or.jp

記念ティーパーティーでは、
会場のあちこちで記念撮影も
子どもが本と親しむ場所の
重要性を説く安藤忠雄さん
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力、情報分析力や構想力を持った
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