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年頭所感

「分断」を超える力 読書で育む

時代にあっても、多くの人が

本から知識を得ようとしてい

ることがうかがえます。

これはひとえに、本に対す

る信頼の厚さとも言い換えら

れましょう。企画から編集、製

れてしまうのではないかと、 しながら、自らの思考を刷新さ

これからも人々の信頼と期待

出版流通に携わる者として、

いく、その過程への信頼です。

あきら

せていく。あるいは、未知の領

に応え続けなければならない

ひ ら ばやし

本、
販売にいたるまで、多くの

しかし、そのような「分断」 域へと自ら足を踏み入れ、視野

と、身が引き締まる思いです。

彰

を広げる。その繰り返しによっ

今年２０１９年は、読書推

平林

て培われた伸びやかな発想力

進運動協議会創立 周年の節

公益社団法人 読書推進運動協議会 副会長
日本出版販売株式会社 代表取締役社長

の時代にあっても、本はけし

や想像力は、現実社会におい

人の手を経て精緻に磨かれて

て無力ではありません。むし

ても、発揮されるはずです。

あけましておめでとうござ

会の活動に多大なるご支援・

ろ、本を読むことが「分断」を

平素より読書推進運動協議

昨年２０１８年は、４月の

人と人との間に差別や排除、 つけ、自らのうちに蓄積して

また、たしかな知識を身に

全国各地で地道に行われてき

目の年にあたります。 年間、

は、相手に対する理解力や想

した。しかし、
それと同時に、 じるとき、その奥 底にあるの

和の瞬間が訪れた年でありま

像力の欠如です。これを克服す

挙げられているのは「知識や

を読む理由」として最も多く

全国世論調査によれば、
「本

読書週間を前に実施している

ます。読売新聞社が毎年秋の

との大きな意義であるといえ

いくこともまた、本を読むこ

れを作ってきた、その歴史の

で、読書推進という大きな流

模でも、連携し継続すること

ます。それぞれの活動は小規

ためて思い起こしたいと思い

けてきたということを、あら

断」をも超えうる力を育み続

た活動の一つひとつが、
「分

りうると、私は考えています。

危惧しています。

ご協力を賜り、厚く御礼申し

超える力を養うことにつなが

います。

あげます。
南北首脳会談、そして６月の

難民問題や経済格差といった

け、相手の心の中を知ろうとす

出 せ ず、 社 会 全 体 が「 分 断 」 るためには、他者の声に耳を傾

問題にはいまだ解決の途が見

る姿勢を、幼少期から身につけ

重さを忘れてはなりません。

米朝首脳会談と、歴史的な融

の空気に覆われてしまったか

教養を深めるため」で、
「面白

無関心などによる「分断」が生

のような、いっそうの不安を

いから」や「趣味に生かすた
しょうか。一冊の本を通して、 この傾向はここ 年間ほど続

うことができるのではないで

その一端を、まさに読書が担

ておくことが不可欠です。
や文化振興を目指す国際的な

います。このままでは、平和
気運さえ次第に萎縮し、私た

知り、共感したり反発したり

自分とは異なる他者の思考を

無数の情報を手に入れられる

いており、インターネットで

新たに心に刻むべきときです。

間」
制定時の決意を、いまこそ

文化国家を作ろう」
。「 読書週

め」などを上回っています。 「読書の力によって、平和な

覚える年でもあったように思

60

ちの生きるこの時代が「分断

《ホームページ》http://www.dokusyo.or.jp
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の世紀」として後世に記憶さ
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間記念」展示の内容や、９月末よ

しイラストを使ったしおり 万枚

ラストを依頼、あわせて描き下ろ

め、これに読書グループ研究や読
書推進運動協議会 年の総括など
の寄稿を追補し、記念号とする方

■「絵本ワールド

にいがた ２０１８」

新潟市の朱鷺メッセで「絵本ワー

見がつぎつぎに出て、おおいに盛

おとなによる、専門的な疑問や意

こたえた。こびと好きの子どもや
（主催
ルド にいがた ２０１８」

２０１８年 月 日㈰、新潟県

地元大学・ボランティアグループの
協力によるワークショップが開催

in

18

■「２０１８年度 読書推進運動協議会 全体事業委員会」

集先行時の応募数を上回るように
なったことや、標語を十分に活か

選定事業委員会も開かれ、合計
り調査票を配布し、 月より回答

を製作、全国の書店・図書館に配

２０１８年の「第 回 こども

ラストを杉浦康平さんがデザイン

好評で、今後も「こどもの読書週

全体事業委員会では、２０１８

の読書週間」記念事業では、荒井

協議会の創立 周年にあたるた

だが、２０１９年は読書推進運動

２０１９年春以降に刊行する予定

年度 全国読書グループ総覧』を

計・研究結果を編纂した
『２０１８

また、２０１８年に調査し、集

とが確認された。

間」ポスターは荒井良二さんのイ

年度の「読書週間」
「こどもの読

する従来のスタイルで依頼するこ

め」
「若い人に贈る読書のすすめ」
のリーフレット、
「野間読書推進
賞」などの協議会の柱となる各事
業について事務局から報告があっ
た。
「読書週間」のポスターイラスト
募集について、標語との親和性を
考え標語選定をイラスト募集に先
立って行うことにより一時減少し
たイラスト応募数も、公募サイト

針などが説明され、各委員へ新年
度の事業への協力をあおいだ。

11

「読書週間」
「こどもの読書週間」の
公募体制や周年企画の検討・討議
２０１８年 月 日㈫、東京都
千代田区の出版クラブビルで公益
とより、今後も標語募集先行の公

したポスターが好評を得ているこ

２０１８年度 全体事業委員会が
２年つづけて参加した全国図館大

募体制の続行が確認された。
また、

「第
年度の「第 回 読書週間」
会での「第 回 こどもの読書週

３０００通を超える応募作の中か
をいただいている、
５年ごとの
「全

布したが、ポスター・しおりとも

回 こどもの読書週間」の標語

ら討議・検討し決定した（標語選

国読書グループ調査」の進捗など

80

良二さんに描き下ろしポスターイ

が報告された。

11

60

書週間」や「敬老の日読書のすす

ジに詳細）
。

定事業委員会については、８ペー

2018 年「読書週間」
「こどもの読書週間」ポスター

開催された。あわせて、２０１９

社団法人 読書推進運動協議会の

11

や美術専門学校などへの働きかけ

60

60

新
= 潟日報社）が「福祉・介護・
健康フェア」と同時に開催され

あだちあさみさんのワークショッ

新潟市在住のイラストレーター

地元 新潟県立大学の協力のもと、

プ「こねこねキャンドルづくり」
、

り上がった。
た。復活開催から４回連続の開催
絵本作家のなばたとしたかさん

となった。

た、事前に募集した「いたらいい

のつきあい方までを解説した。ま

の生態や特徴、性格別のこびとと

究家」として、さまざまなこびと

まわる二段かざぐるま、踊るはら

らに地元グループによる、左右に

のワークショップが催された。さ

コーキを作って飛ばそう！」など

ざり」
「竹コロめいろ工作」
「紙ヒ

鏡」
「毛糸と小枝のクリスマスか

のトークショーでは、
「こびと研 「紙コップでつくるキラキラ万華

な、こんなこびと」を紹介、来場

ぺこあおむし、平面キューブ、か

者からのこびとに関する質問にも

んたんオーナメント、ぶんぶんご

ま、松ぼっくりのツリーなどの工

作に子どもたちが取り組んだ。

ほかにも、 の地元の読書グ

に入りの１冊を求めて集まった。

を展示販売。来場者の親子がお気

では、３０００冊の絵本・児童書

同時開催の
「子どもの本大展示」

れた。

ライブなど昨年同様、活発に催さ

ループによる読み聞かせや紙芝居

12

60

in

12

73

の強化により上向き、イラスト募

地元のグループ・大学によるおはなし会や
ワークショップが多く行われた

61
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年々送付希望者が増えているリーフレット

■「絵本ワー ル ド

わかやま ２０１８」

絵本作家が近隣施設を巻き込んで
講演やライブペイントに大活躍！
２０１８年 月 日㈯、 日㈰、 や大阪市内から来たリピーターを
ふくめ、朝一番から入場待ちの長

絵本コンクール」
の審査員でもあ

■「絵本ワールド

みえ ２０１８」

２０１８年 月３日㈷、三重県
津市の地元活性化イベントとして
「わくわくえほんひろば」と題し

んこダスマンたいそう」や「もっ

ントでは、
参加の子どもたちは
「う

ブ東海支部協力の読み聞かせイベ

ＪＰＩＣ読書アドバイザークラ

せて、お絵かきも楽しんだ。

て、日本児童図書出版協会、子ど

「絵本ワールド みえ ２０１８」 たいないばあさん音頭」などで体

もの読書推進会議などが参加した

なじみの深い高虎楽座の一角で

バッグ作りに挑戦。参加者はあわ

地元密着の伝統文化継承の祭りと
読書推進イベントが合体

in

有田川町を絵本の町として活性
ＡＬＥＣのガラス壁面へのライブ

はじめ９人。恒例のメイン会場の

ジナルのイラストが即興で描かれ

たちのリクエストにこたえてオリ

「 子 ど も の 本・ 大 展 示 」 に は

が開催された。

いる高虎楽座は今回で 回。地元

活性化をめざして年２回行われて

した。

も動かして楽しいひとときをすご

本作家の真珠まりこさん、武田美

場者といっしょに声をあわせて読

れたワークショップでは、子ども

本児童図書出版協会の協力で行わ

いう趣旨から「わくわくえほんひ

子どもたちに楽しんでもらおうと

になじんだイベントだが、近隣の

伝統文化の保存・継承と地域の

化しようとスタートしたこれら

来場者はゆっくり絵本を見て、お

本の展示販売や地元の人気飲食店

穂さん、町田尚子さんによるライ

たちが絵本のカバーを使ったエコ

２０００冊以上の絵本が大集合。
気に入りの１冊を探した。また日

や小物ショップ約 店以上がテン

み聞かせ。宮西達也さん「トーク

に大変身★」
。会場の子どもたち

クショップ「絵本のキャラクター

公開の新作アニメの一部が披露さ

な』
の読み聞かせと、２０１９年

で変身を楽しんだ。また、宮西達

行われ、来場の子どもたちは、絵

撃！ アブナイおふろやさん」が

本孝さんのワークショップ「突

また、会場では両日を通じて山

れ、制作秘話なども語られた。

也さん、武田美穂さんによる「お

本の世界を体感した。

行列を作った。

子がお気に入りの絵本を手に長い

はサイン会が開催され、来場の親

参加絵本作家の講演会のあとに

はなしマラソン特別編」と題した

日は、
よしながこうたくさん

どで行われた。

金屋図書館・ちいさな駅美術館な

読み聞かせの会が、近隣の施設

で作った、なりきりコスチューム

は、ビニール袋などを使って親子

日は宮本えつよしさんのワー

ショー」
では、『おまえ うまそうだ

ト出展する「えほんマルシェ」が
共同で開催されており、和歌山市

ズラリとならんだ絵本・児童書を
手に取る人たち

10
12

の「絵本ライブ」
。会場の子ども

屋外テントでの「子どもの本・大展示」

ブペイントが行われた。

ワークショップ、サイン会と、絵

ん』
を「すっぽーん」
のせりふを来

る宮西達也さん、 tupera tupera
の亀山達矢さんと中川敦子さんを

ステージに勢ぞろいした
参加絵本作家のみなさん

のおふたりの
のイベントは絵本作家の講演会、 ペイントのほかに、昨年につづき た。 tupera tupera
『やさいさ
旧有田川鉄道御霊駅の駅舎にも絵 「おはなし会」では、

い」と同時開催された。

de

参加した絵本作家は、「有田川町

和歌山県有田郡の有田川町地域交
（主催
ルド わかやま ２０１８」

い行列ができた。

11

流センターＡＬＥＣで「絵本ワー

11

絵
「え
= 本まちづくり協会）が、
ほんマルシェ」「えほん わっしょ

in

11

in

in

10

20

される。

進会議から初回開催協力金が援助

催にあたっては、子どもの読書推

催が模索されている。初年度の開

阿南市や兵庫県神戸市などでも開

の三重県津市でをはじめ、徳島県

れてきた「絵本ワールド」
。今回

読書推進運動として全国で開催さ

スタートし、子どもたちに向けた

２０００年の子ども読書年から

今後の継続をめざしている。

ろば」は生まれた。実行委員会は

54
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■角野栄子さん「国際アンデルセン賞受賞記念講演会」

■「ながさき子ども読書活動推進地区フオーラム」

中央区の浜離宮朝日ホールで「国
２か月の船旅で毎日水平線をなが

平成 年度の文部科学省子ども
心があった角野さんは、
遠いとこ
ろへ行きたいとブラジルへ移住。 の読書活動推進「読書コミュニ

ラムの開催を委託。各会場での講

棚町の３か所に分散してのフォー

地域特性を生かした分散型開催、
講演とグループ討議の実践演習

際アンデルセン賞受賞記念 角野
め、「あそこからなにが出てくるん

想像力と好奇心をかきたてる
物語を子どもたちへ

栄子さん講演会（主催＝日本国際
だろう」
とワクワクしていたこと

でながさき子ども読書活動推進地

崎県東彼杵郡の川棚町中央公民館

トワーク構築を目指して」と題し

二羽史裕さんが「子ども読書ネッ

川棚町では、児童文学研究者の

このあと参加者はグループ別に

方まで実践的な講義が行われた。

築のための選書から図書の手渡し

プメンバーにむけ、読書環境の構

めたものを、それぞれ発表した。

議・演習、実際の活動目標にまと

きにできるか」というテーマで討
が開催された。
文科省では、長崎県の地域特性

の大切さを紹介。
「人生の節目に、

ヤングアダルト（ＹＡ）作品の

ちがＹＡ図書にふれる環境を整備

知ってもらい、ウェブサイト「日

見せてくれる。
その人の辞書です」 ＹＡということば・概念をより

紹介する
「ＹＡ読書応援団」
では、 館の担当者、ＹＡを扱う書店、読

の読書活動を応援するグループを

と原田勝さんが登場。
ＹＡやＹＡ

気に入り調査隊」に宮下恵茉さん

第１号では、「作家・翻訳家のお

ている。また、図書館・学校図書

ブでは購読登録者と協力者を募っ

付で作成・配布しており、同クラ

ごろを予定。ニューズレターは寄

第２号の発行は、２０１９年夏

本ＹＡ作家クラブ」への案内を目

できる立場にいる人が中心。

的としたニューズレターを、この
を朗読。
「この受賞で、終わりの

関わりのあり、子どもや若い人た

育・福祉関係者、書店員など本に

書館・学校図書館のスタッフや教

書いた『おわりのばあさんより』 １月に発行した。対象は、公共図

ＹＡクラブ」
を取りあげている。

クル
「バリアフリー読書サークル

図書の楽しみを共有する読書サー

視覚障がいの有無に関係なくＹＡ

ださい。

詳しくは同クラブサイトをご覧く

どでの配布協力も募集している。

書活動に関する勉強会・連絡会な

と提案もした。
終わりに『魔女からの手紙』よ

扉がまた開きました」と、さらな

ＹＡ作家クラブ」は、同クラブと

作家と翻訳家の有志による「日本

ＹＡの作り手・読み手・届け手の
情報紙ができました！

■「日本ＹＡ作家クラブ」ニューズレター発行

を生かし、壱岐市 平
･ 戸市・川

つながる読書ネットワーク講座」 て講演。図書館司書や読書グルー 「どうしたら子どもたちを読書好

区フォーラム「東彼杵郡みんなで

グループ別の討議では、活発な
意見交換が行われた

ニューズレター表紙
イラストも募集！

２０１８年 月６日㈭、東京都

児童図書評議会〈ＪＢＢＹ〉／朝
から、「想像力と好奇心は人を強く

演とグループ討議を中心に、実地

日新聞社）
が行われた。
講演のタイ
する、元気にする」
「本は扉。本

研修での成果をめざした。

トルは
「魔法が生まれるところ」
。
を読んでいるとページごとに水平

ティ拠点形成支援」の委託事業と

冒頭、角野さんは、受賞の喜び
線が生まれてくる。
読んでくれる

して、２０１８年 月 日㈫、長

と受賞までのＪＢＢＹのサポート
また、子どもを読書に誘うた
めに、
「１冊の本を終わりまで読

人の数だけ物語がある」
と述べた。

めないというストレスは、子ども

への感謝を述べ、ギリシャ アテ
の響きを伝えたい」と、オノマト

に多い。自分で読む本、幼年童話

ネでの受賞スピーチでは「日本語

幼いころより、海の泡など遠く

ペを取り入れたことを紹介した。

がおもしろくないと、子どもは本

20

冊ぐらい入る本棚を贈ってほし

を読んでくれない」と、幼年童話

30

り、長新太さんの絵に触発されて

い。本棚はその人のすばらしさを

30

る創作活動への思いを語った。

http://jya.iinaa.net/

●「日本ＹＡ作家クラブ」ウェブサイト

から運ばれてくることばと音に関

『魔女からの手紙』を紹介、朗読する
角野栄子さん

11

12
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■野間読書推 進 賞 受 賞 者 の 活 動 報 告

──それもいままで絵本とあ

力と読んでもらう心地よさを届け

このようなすばらしい絵本の魅

しい発見があったりと。

朗読のあと、何人かの方が感想

のだとあらためて感じました。
をよせてくださいました。
●絵本などに縁のなかった戦後育
ちの大人にとって、いま、絵本を
聴くことは、ある意味、私が体験
できなかった幼児期をもらってい

敬子

るのかもしれません。あの時間、

寺澤

間は、読み手と聞き手が絵本を仲

●やわらかく流れる声を聞きなが

文章で語れない多くを語ってい

白がある。そして、絵本の絵は、

いるわけではない。かならず、余

ということだと知った気がします。 ●絵本の文章は、すべてを語って

いまも続いています。

ら、力強さは必要なく、絵本の世

ぬいぐるみでかわいく飾られた受

ぴったり。
医院スタッフの協力で、 あの部屋の優しい温かな雰囲気が

立ちにして心を通いあわせるのに

第 回 野間読書推進賞 個人の部（群馬県高崎市）

おとなのための絵本講座
～ゆったりと、優しい時間を過ごしませんか？
ひとりでに本を好きになる子は
ひとりでも多くの子どもが絵本

いません。
たい
に、
そして、
この目まぐるしい社会

界を伝える思いが大事と知らされ

母の介護やらで疲れていた私が、

のなかで息苦しさや疲れを感じて

ながら聞いてくれました。読み進

補いあい、響きあっているという

●温かくて、優しくて、楽しくて、

子育て中のお母さんや読み聞かせ

むうち、
私の目の前に物語の森が広

ときどきうなづき
のための絵本講座」
を開きました。 つろいだ表情で、

いる方にも。
こんな思いで
「おとな

がり、川のせせらぎも聞こえます。 ました。

ことを知って驚かされました。こ

付カウンターには暗幕を張り、小

ボランティアの方々への講演活動

第１回は「語る楽しさ 聴く楽

●『くまとやまねこ』は涙があふ

すっかり癒やされて帰りました。

に発展し、 数年が経ちました。

しさ」として、絵本『フレデリッ

れそうでした。寺澤さんの声なの

とても気持ちが和みました。朗読

にさしかかり、自分自身のために

赤く色づいた山の秋の冷たい風も

を聴くって、おはなしが心に届く

絵本を開くことも多くなりまし

、
『くまと
ク』
（レオ・レオニ 作）

感じます。まるで聞いているみな

ふと気がつくと私も人生の後半

（うち男性７人）
の
集まった 人

た。ページをめくると、そこには

『掌の
駒子 絵）の読み聞かせと、

やまねこ』
（湯本香樹実 文／酒井

小さな旅をしているようでした。

なしを語ってくれた父の声が聞こ

に、幼いころ毎日腕枕をしておは

じっくり読み返して楽しんでみよ

れから絵本を読むときには、絵を

の朗読を行い、その後、絵本につ

議な感覚でした。

本の力と生の声の力を感じるこの

り、生きる力にもなりました。絵

からかもしれません。読み手と聞

なって、物語が幾層にも深まった

れるような心地よさを感じさせて

重度のみなさんに、私が感じた流

いていきたいと思っています。読

講座を、年４回ほどのペースで開

であり、この講座の目的のひとつ

に届けること

──それが私の願い

んでもらった喜びを、つぎの世代
●幾度も幾度も読み込んで、すっ

き手が共鳴しあったそのときに、 あげたいと思いました。
かり読み手の声となった絵本のこ

とばはなんと心地よいのだろう。 でもあるからです。

い日の光が注ぐ円形の待合室は、 作品のすばらしさが立ちあがるの
手と聞き手が一緒に作りあげるも

木のぬくもりにあふれています。 です。読み聞かせや朗読は、読み

レースのカーテンからやわらか

に絵本の読み聞かせとミニ絵本講

みなさんの笑顔が私の喜びとな

リーにもかかわらず、この新鮮な

●身体障がいがありディサービス

うと思います。
会場は休診日の小児科医院の待

感覚はなんなのでしょう。私の思

に通所をしている者です。私より

え、父に抱かれているような不思

合室。医院からの依頼で、赤ちゃ

いと 人のみなさんの思いが重

いてのおはなしになりました。

んとお母さんを対象に、毎年５月

何度となく読み返したストー

（川端康成 作） さんと同じ小舟に乗って、物語の
小説 ありがとう』

多くは子育てを卒業した方々。く

21

座を行ってきた場所です。

21

たり、思わず微笑んだり、また新

小児科医院での読み聞かせ。ここで
「おとなのための絵本講座」
を開催

る。絵本は、文章と絵がたがいに

懐かしい日だまりが広がっている

さな舞台を作りました。

「昔こどもだったおとなへ」呼びかける
手づくりのチラシ

ようです。慰められたり癒やされ

た読み聞かせ活動が、しだいに、 まり縁がなかった方や年配の方

に楽しく出会ってほしいとはじめ

44

名ほどがゆったり座れるその空
20

30
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優良読書グループの歩み

成美

家庭教育応援・ボランティア

佐藤

活動団体 アベルんち
代表者
山形県新庄市

達障がいや不登校など子育てで辛
い思いをしているお母さん方の心
を軽くする手伝いもできたらいい
なと、相談していました。
２０１６年、名前を「家庭教育
ベルんち」とあらため、荘内銀行

応援・ボランティア活動団体 ア
月に一度、テーマにそった絵本を

のふるさと創造基金をいただくこ

図書修理の会
代表者
茨城県牛久市

三村

佳子

〈推薦〉
茨城県読書推進運動協議会

ひどい壊れ方をしている本や、

とび出すしかけ絵本など修理が難

しい本は相談し、知恵を出しあい

会員のみなさんは話題豊富で、

ながら生まれ変わらせています。

博識の方や経験豊富な方が多いの

で、おしゃべりしながら作業する

のもそれはそれは楽しいです。毎

図書修理の会は、１９９０年、 週修理した 冊近くの本が、ぴか

ぴかに輝いてならんでいるのを見

とになり、カンパで集まったお金

まだ牛久町立図書館だったころに

ると、とてもいい気持ちです。

持ちよってのブックトークがはじ

をもとに３つの活動「親子で楽し

山川輝男氏がたったひとりでご自

どうぞ」「参加費ではなくカンパ

む朗読会」
「みんなで作ろう一冊

分の修理道具を持ち込んだことか

「 ア ベ ル ん ち 」が 生 れ た の は

かごを作りたい、羊毛フェルトで

室が生れました。エコクラフトで

声があがり、月１回のパステル教

ようかとわくわくしながら活動を

ぱいの仲間とで、つぎはなにをし

引き受けてくれる仲間と笑顔いっ

広報担当・相談役・講師を快く

すると、作業室の片隅で山川氏と

建てられ、１９９３年４月に開館

やがて、牛久市立中央図書館が

身体の故障も出てきますが、無理

せず続けていきたと思います。

岩出図書館ボランティア

んだときです。
「グループ名は？」 に楽しい提案が出されました。幸

ました。

室の仲間や読書好きの人が集まり

山川氏のお人柄にひかれ、製本教

あわせて「読み聞かせボランティ

２００６年、岩出図書館開館に

仁美

運なことに喜んで教えてくださる

現在は、山川氏は病気療養中で

安居

おはなしドロップス

代表者

方たちに恵まれ、夢はどんどん実

すが、 名が視聴覚室で毎週水曜

和歌山県岩出市

と聞かれ、地域のみなさんにかわ

現していきました。いつの間にか

２～３人が修理をはじめました。

会員は 代が中心で、おのおの

円… いつかなにかをするために」

の絵本」
「花輪先生を囲んで語ろ

う」
を展開することができました。 らはじまりました。山川氏は独学

２０１１年、東日本大震災がおき

バッグを作りたい、自分たちで絵

続けていきます。

で修理を学び、図書館に通う近所

て少ししてからのこと。なにかし

本を作るのはどうだろう、お出か

の主婦に修理を教えました。

なくては、と夫とふたりで社会福

いがられているわが家の愛犬から

幼稚園や児童養護施設で読み聞か

新庄・最上は以前より読書活動

せもしていました。そして仲間一

館の本、市内小中学校の壊れた本

日の午前９時から 時まで、図書

ス（いろいろな味わいがあるとい

その受講生の有志で「ドロップ

ア養成講座」が開催されました。

がさかんで、小学校はもちろん中

人ひとりがますます元気いっぱい

う意味）
」という名で読み聞かせ

学校にも読み聞かせグループがあ

図書館長、司書の方々も細かく

グループを結成しました。
「岩出

そんなみんなの姿を見ているう

市の子どもたちの心を健やかに豊

になっていきました。

心を配ってくださり、折にふれて

かにしよう」をスローガンに、多

に混ぜてもらい、楽しく活動させ

不足の修理用品はないか、たずね

少の入れ替わりや新規加入のメン

ち、
「お母さんが笑顔で元気にな

てくださいます。また、作業用の

茶話会が生れたのは２０１３年。 思いにいたりました。そして、発

アベルんちで絵本の紹介をしあう

てもらっていました。

その絵本仲間のつぶやきから、 ることがその家庭を笑顔にし、元

エプロンも提供くださいました。

12
気にすることにつながる」という

ります。私自身、複数のグループ

の修理をしています。

12

〈推薦〉
和歌山県読書推進運動協議会

名付けました。

わくわくしながら活動を
広げてきました

けもしたいねなどなど、つぎつぎ

がいたので、
「教えて！」という

メンバーにパステル画の先生

まりました。
ルールは「どなたも

２０１８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）

⑴

祉協議会にボランティアを申し込

〈推薦〉
山形県読書推進運動協議会

30

70
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形で伝えていき、さまざまな手法

ネルシアターなど、絵本を多様な

居、語り、エプロンシアター、パ

これからも、読み聞かせや紙芝

のも、活動を続ける醍醐味です。

した幅広い内容でプログラムを作 予定表の確認・選書・プログラム
成し、
楽しんでいただいています。 作成・つぎのおはなし会の準備な

使っての人形劇など、
趣向をこら

遊び・わらべ歌・いろいろな道具を

す。絵本の読み語りを中心に、手

れました。週に一度の定例会で、

係は徐々に深まり、深い絆も育ま

の仲間です。活動を通して信頼関

在 名で活動を続けています。

「むかしむかしのおはなし」は
多彩なプログラムで実施

図書館が所蔵する絵本に親しん

バーを迎えながら、ほとんど結成

でもらいたいという思いを大切

を取り入れて、変化があって退屈 そのほか、
公民館や保育園・病院な
しないおはなし会開催のために、 どでも定期的に年齢層にあわせた

当初からのメンバーで 年間、現

に、岩出図書館で毎月第１、第２

メンバー全員、意欲的に活動して

自己啓発として、各種講演会や研

修会にも積極的に参加。ほかのボ

ランティアグループの実技の見学

にいくなどのスキル向上のための

結成から早いもので来年は

どを自主的に行っています。
また、

日曜日に開催しているおはなし会

いきたいと思っています。

おはなし会を開催しています。

を中心に、２班にわかれて活動し

周年を迎えます。
長い年月を振り

取り組みも行っています。

センターのおはなし会や、岩出市

返りあらためて思うのは、
おはな

本に興味を持ってもらう小さな入

読み語りは幼い子どもにとって

内の小学校での始業前の読み聞か

顔で会場をあとにする方々への感

木島由美子

嘱され、よりよい図書館運営のた

て、岩出市図書館協議会委員を委

図書館ボランティア代表とし

ラムを楽しんでもらっています。

や楽器演奏も交えた多彩なプログ

かしむかしのおはなし」では、歌

を紹介してくれたり、たくさんの

加者が読み聞かせにおもしろい本

けてもらったり、おはなし会の参

なし会のおばちゃん！」と声をか

ます。町で会った子どもに「おは

く力がついてきているように感じ

いると、以前より子どもたちの聞

ち、継続的に読み聞かせを行って

なしの部屋」
で幼児から小学生を

毎月２回、
図書館の児童室
「おは

思いからメンバーで決めました。

しを子どもたちに届けたい」との

石のようにキラキラとしたおはな

す。グループ名は「宝箱の中の宝

を受講した有志で構成されていま

れた
「読書ボランティア養成講座」

ひとり違う感性で、ワクワク・ド

本の世界に見入っています。一人

申しあげます。

図書館のみなさまに、心より感謝

え、ご指導いただいた佐世保市立

結成当初より活動を温かく支

ていきたいと思います。

本をやわらかな声と笑顔で紹介し

を願い、キラキラとした楽しい絵

きな子どもに成長してくれること

願っています。心豊かに本が大好

る思い出の場所であってほしいと

なし会の会場が楽しく温もりのあ

を生きるこの子らにとって、おは

を創っているのでしょうか。未来

キドキしながらどんな想像の世界

メンバーは子育てを終えた、本

大好きな本と大好きな子どもが
出会う場所を提供して

と子どもが大好きな結成当初から

いかけながら、目の前に広がる絵

口と考えます。まだ文字の読めな

「おはなしたからばこ」は佐世保

い子は澄んだ目と耳と心で絵を追

市立図書館を拠点とし、子どもの

謝です。
それはいまの私たちの活

の向上のため、毎月１回、学習会

読書活動を推進することを目的に

長崎県佐世保市

を開き、講師を招いて、講義や実

動を支える大きな糧となっていま

代表者

し会を終えて
「楽しかったよ」
と笑

ど、年々活動の範囲も広がってき
ました。
歌、楽器演奏、絵を描く、手芸

ず、おはなし会のＰＲ看板を季節

践を通しての指導を受け、研鑽し

す。

ごとに作成したり、牛乳パックを

２０１０年７月に結成されまし

〈推薦〉
長崎県読書推進運動協議会

使ったくるくる絵本の作り方講座

ながら、
メンバー間の情報の交換・

読み聞かせに関する技術や知識

など、
特技を持った人が多いので、 います。

の講師をすることもあります。ま

た。子どもと本を結びつける人材

めに尽力しているメンバーや、岩

対象におはなし会を開催していま

の育成のために、図書館で開催さ

共有の場としています。
活動をはじめて 年以上がた

出市子ども読書活動推進会議委員

方と思いがけない交流が生まれる

せた図書館まつりで主催する「む

た、岩出市子ども読書の日にあわ

読み聞かせの活動だけにとどまら

おはなしたからばこ

ています。そのほか、子育て支援

12

せ、学童保育所でのおはなし会な

の推進に協力しているメンバーも

10

14

として岩出市の子どもの読書活動

10
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２０１８年

月

日 ㈫、 公 益 社 団 法 人 読 書 推 進 運 動 協 議 会

標語募集と同時に「読書週間」の

■次点（図書カード５千円）２点

筆谷利佳子さん（小学館）

■佳作（図書カード２千円） 点

石山 朋美さん（トーハン）

事 務 局 報 告（ 月）

ひ・と・こ・と

●編集部＆事務局の

・４日＝「絵本ワールド にいがた」に
ついて新潟日報社と打ちあわせ
●あけましておめでとうございま
・６日＝ＪＢＢＹ
「角野栄子さん 国際ア
す。本年もよろしくお願い申しあげ
ンデルセン賞受賞記念講演会」
出席
ます。
☆ 日＝機関誌『読書推進運動』
（ 号）
●４ページで紹介した『日本ＹＡ作
入稿
☆ 日＝機関紙『読書推進運動』
（ 号） 家クラブ』ニューズレターは、クラ
ブ世話人の梨屋アリエさんからいた
校了
☆ 日＝「２０１８年度 全体事業委員
だきました。梨屋さんからの封書に
会」および「第 回 こどもの読書
は、読み方からして謎めいた「す児
週間標語選定事業委員会」
「第 回
庫ＳＮＳの会」
の冊子もありました。
読書週間標語選定事業委員会」開催
表紙をよく見ると、
「ＳＵＺＩＫＯ」
・ 日＝「上野の森 親子ブックフェス
の文字。
「大人も知りたい すごい児
タ」運営委員会に出席
・ 日＝「上野の森 親子ブックフェス
童文庫 教えます」の略称で「す児
タ」について日本書籍出版協会、日
庫＝すじこ」だったのです。
本図書普及と打ちあわせ
●「 す 児 庫 Ｓ Ｎ Ｓ の 会（ https://
・ 日＝日本書店商業組合連合会「出版
）
」
販売年末懇親会」に出席
jidobunko.wixsite.com/index
は、ＳＮＳでつながった児童文庫が
・ 日＝「造本装幀コンクール実行委員
会」に出席
大好きな大人と学生が、おすすめ作
・ 日＝日本児童図書出版協会年末感謝
品を自由に紹介するフリーペーパー
の会に出席
（冊子）
「大人も知りたい すごい児
・ 日＝とよたかずひこ氏より、次年度
童文庫教えます」を作って配る大作
「子ども読書の日」ポスターイラス
戦を展開中。その記念すべき第１巻
ト受け取り
名作、
☆ 日＝機関紙『読書推進運動』
（ 号） です。紹介されている 冊は、
発行
エンターテイメントだけでなく、シ
・ 日＝「子ども読書の日」ポスターに
リアスなテーマの作品やスポーツノ
ついてプラス・アイと打ちあわせ
ンフィクションなど多彩な内容。紹
・ 日＝「上野の森 親子ブックフェス
介者も、図書館司書、書店員、学生、
タ」について日本児童教育振興財団
書評家、作家などとプロアマ混在。
と打ちあわせ
・ 日＝日本書籍出版協会「軽減税率専
児童文庫の幅広さを、あらためて感
門委員会」に出席
じました。子どものころ、おこづか
・ 日＝講談社社長室会に出席
いでも買いやすい児童文庫で、私は
☆ 日＝次年度「こどもの読書週間」ポ
多くの物語に出会ったものです。
スターについて杉浦康平事務所と打
●「す児庫」は子どもに本を手渡す
ちあわせ
・ 日＝「図書館を使った調べる学習
立場にある大人に無料で配布してい
コンクール」
（図書館振興財団主催） ますが、部数、送料負担などに限界
審査会に出席
があるため、
寄付や配布のお手伝い、
・ 日＝「上野の森 親子ブックフェス
執筆者など応援してくれる人を大募
タ」について図書印刷と打ちあわせ
集しているとのこと。興味のある方
・ 日＝「子ども読書の日」ポスターにつ
はぜひ！
（伸）
いてとよたかずひこ氏と打ちあわせ

12

in

の 「こ ど も の 読 書 週 間」 お よ び 「読 書 週 間」 標 語 選 定 事 業 委 員
回 こどもの読書

回 読 書 週 間」の 標 語 が 決 定 し ま し た。

名 ） が 開 催 さ れ、「 ２ ０ １ ９ 第

■入選（図書カード１万円）１点

今回も４月の「読書週間」ポス 【第 回 こどもの読書週間 標語】
ターイラスト募集時に標語を明

標語も募集、決定しました。ご応

落合 正子さん（トーハン）

・これ読んで 君の笑顔は世界一

示するため、
「こどもの読書週間」 ・ドは読書のド♪

募されたみなさん、社内の応募作

ほか

・みんな、みんな、本がすき！

・本だーいすき

■佳作（図書カード２千円） 点

沢田 真紀さん（トーハン）

・出発進行！ 本のたび

をとりまとめいただいた会員各社
の担当者のみなさん、ありがとう
ございました。
第 回「こどもの読書週間」標
語の応募総数は、一般・会員各
社あわせて１７４０点。うち
点を選考対象としました。第

栞の場所で待ってるよ

・おかえり、

■入選（図書カード１万円）１点

回「読書週間」標語の応募総数は 【第 回 読書週間 標語】
２０８４点。うち 点が選考対象

水口真優子さん（日販）

となりました。
選定委員会では
「こ
どもの読書週間」
標語、「読書週間」

■次点（図書カード５千円）２点

標語の順で協議。どちらも、事業
委員による数回の投票で作品を絞

・お気に入りの一冊と過ごす、

まった「ドは読書のド♪」は、「読

・大好きな本を 大好きな人へ

・カバンに入る、別世界

野田 香織さん（日販）

私だけの時間

り、推薦の弁などを加えて、最終
的に各委員の一票投票によって、
入選作品を決定しました。

書週間」とあわせても、はじめて

「こどもの読書週間」標語に決

の感嘆符・疑問符以外の記号が

ほか

61

11

週 間」と「２ ０ １ ９ 第

会（出 席
61

・やっぱり本が好き。

《ホームページ》http://www.dokusyo.or.jp

73

19

入った標語となります。
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2019 第 73 回
「読書週間」
おかえり、栞の場所で待ってるよ
2019 第 61 回
「こどもの読書週間」
ドは読書のド♪

（8）
（第三種郵便物認可） 第 614 号

読 書 推 進 運 動
２019年1月15日

標語決定！

