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野間読書推進賞 候補者推薦によせて

そのひとつは、読書推進活

か さ は ら よ し ろ う

活動にとどまらず、
地域の、
あ

るいは全県の個人・団体に呼

びかけて連絡協議会の結成に

成功しているという成果をあ

げておられる。図書館のない

地域で公立の図書館創設に成

功している例も珍しくない。

１９４８年、戦後早い時期

に制定された国立国会図書

たっていることである。 年・ 館 法 は、そ の 前 文 に「 真 理 が

活動期間が著しく長期にわ

笠原良郎

多様化・長期化が進む読書推進運動

野間読書推進賞は、毎年秋

動の内容と対象の多様化であ

公益社団法人 全国学校
図書館協議会 顧問

の読書週間中の一日、受賞者

への賞の贈呈式が行われる。 る。以前から読書推進といえ

年は言うにおよばず、 年・ われらを自由にする」という

の子どもであり、地域文庫・ 珍しくない。継続は力なりと

家を作りあげるために、読書

見抜き、
真に民主的な社会・国

る国民が政治や権力のウソを

一文を掲げている。主権者た
いうが、栄耀栄華などまった

年という驚異的なケースも

く無縁な読書推進活動を生涯

ば、その対象は比較的低学年

れる。委員のひとりとして、 家庭文庫などを中心に、読み

受賞者決定のための選考委員

その討議に参加しているが、 聞かせやよい本の紹介などが

による英知の獲得が求められ

あり方をも左右する。だから

かけて継続されている生きる

自由に本で学ぶことは、民主

姿勢は、
まさに感動的であり、 る。

期しない困難も生起すること

主義の基盤である。

行われることが多かった。そ

もある。驚くべきことに、見

いま、全国各地で黙々と読

れはそれで大きな成果をあ

人、障がいを持つ方たちへの

知らぬ土地に移られても、そ

書推進活動を続けておられる

全国各地から選りすぐられた

受賞者決定は、難航すること

読書推進活動が数多く見られ

の地で、たちまち同志を見つ

多くの方々をより多く、世に

団体・個人が対象であり、毎

が多い。

るようになっている。活動の

け、新たな読書推進活動を展

知らしめ、その無私の願いと

本の力、読書の力はきわめ

毎年のことながら、これら

内容も、一定の技術を必要と

開してしまう。その方の人格

て大きい。それは社会や国の

の実践記録にふれると、読書

するストーリーテリングや地

的な魅力と一種のオルガナイ

胸に迫る。長い間には、ご家

を愛する情熱と読書の楽しさ

域の風土や歴史、地域ゆかり

庭の都合や転勤転居などの予

と喜びを多くの人たちに伝え

の作家研究、多様な障がいに

情熱を多くの人たちと共有す

たが、最近では高校生や社会

たいという強い意欲とそのた

るために、野間読書推進賞へ

回白熱した議論が展開され、 げ、重要な役割をはたしてき

めのひたむきな努力が読み取

ザーとしてのすぐれた資質が

加をお願いしたいものである。

のいっそう数多くの推薦・参

それを可能にしているという
しかも、多くの方が自分の

ことであろう。

対応した読書支援などと多様
この数年、最終審査の対象

は、受賞候補の団体・個人の

もうひとつの顕著な特徴

化している。

会は夏の終わり８月末に開か

40 10

れ、強い感動を呼ぶ。
に、いくつかの変化が進んで
いるように思われる。

《ホームページ》http://www.dokusyo.or.jp
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（1）

第 回
（２０１９年度）
体を再度ご推薦くださってもかま

過去に推薦いただいた個人や団

者を絞り、８月下旬に３名の選

からなる選考準備委員会で候補

の野間読書推進賞運営事業委員

体の部、個人の部と、必要が認め

考委員からなる選考委員会で、
団
られた場合は奨励賞の受賞者を

いません。
①全国都道府県および政令指

４ 推薦方法
定都市教育委員会

決定します。
団体（２名）以内とします。

各賞の受賞者は、原則として２

②都道府県中央図書館および
③全国市町村教育委員会連合会

８ 選考委員

読書推進運動協議会
④日本ＰＴＡ全国協議会

笠原良郎 公益社団法人全国学校

日本図書館協会 参与

酒川玲子 公益社団法人

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

児童図書評議会 副会長

一般社団法人日本国際

野上 彰 児童文学・文化評論家
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

■２０１９年度 定時総会
開催のお知らせ
一、日時 ２０１９年６月 日㈬
午後３時～４時 分
一、場所 出版クラブビル会議室
（東京都千代田区
神田神保町１ ─ ）
０３ ─５５７７ ─１５１１
一、議事・第１号議案
２０１８年度事業報告書
と決算報告書承認の件
・第２号議案
役員改選承認の件
・第３号議案
２０１９年度事業計画書
と収支予算書報告の件
＊ ５月中旬に、議案書と出欠はが
きをお送りします。はがきのご返信
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

受賞者決定後、受賞者とその推

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。

当協議会指定の用紙をお使いく

２０１９年７月 日消印有効
推薦締切後、８月中旬に 名

７ 受賞者決定まで

贈呈式

す。

考結果を文書にてお知らせしま

これまでの受賞者一覧、昨年度
ページ（ http://www.dokusyo.

の受賞者業績は、当協議会ホーム

ください。
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『野間読書推進賞』

賞状および賞牌

１ 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、当協議
会の社団法人設立を機会に、野
間 省 一 講 談 社 社 長（ 当 時 ）よ
り１０００万円の寄付を受け、
２ 副 賞
金 万円（団体の部）

１９７１年に「読書推進賞」を
設定、１９７９年に講談社創業

金 万円（個人の部）

）でご覧いただけます。ご
or.jp
推薦の参考としてください。

ているものです。「読書推進賞」
は、 の普及に永年力を尽くし、読書推

ださい。推薦用紙および要項をご

５ 推薦用紙
進運動に貢献された個人または団

入用のときは、当協議会にご請求

１９８５年より、
「野間読書推進

ください。
個人の場合、年齢・職業に、団

６ 推薦締切

体。業務として読書推進に関する

本年度もつぎに掲げる要項にし

賞」と改めました。
たがって、実施いたします。みな
さまからのご推薦をよろしくお願

館関係は除外します。

事業に従事する者、また学校図書

地域や職域などにおいて、読書

３ 受賞の対象

金５万円（奨励賞）

周年記念として１０００万円、

記念して２０００万円の寄付を受

１９８７年に講談社創業 周年を
80

け、その基金を中心にして運営し

野間読書推進賞賞牌

体の場合、会員数・規模などに制

15

２０１９年 月６日㈬

ので、ご参照ください。

ホームページに掲載しております

昨年の贈呈式の様子を、当協議会

のみなさんなどをお招きします。

受賞者、
『読書推進運動』執筆者

体）
、これまでの野間読書推進賞

出版界、図書館界の関係者（団

出版クラブホールにて

11

20 30

限はありません。

昨年度受賞者、推薦者のみなさんと
野間会長、選考委員

49

いいたします。
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読 書 推 進 運 動
２019 年5 月15 日

■「子ども読書の日」記念フォーラム

長谷川義史さんの絵本ライブと
充実の表彰者事例発表

奈良県奈良市 ならまちセンター

ンターで「平成 年度『子ども読

立オリンピック記念青少年総合セ

を展開。手話通訳がつくときにか

る時間にしたい」と、絵本ライブ

23

推進フォーラム（主催＝文部科

書の日』記念 子どもの読書活動

象的なデビュー作『おじいちゃん

ならず読むという、くり返しが印

学省／国立青少年教育振興機構）
」 のおじいちゃんのおじいちゃんの

動を紹介。充実した発行物とイベ

の主体的な図書館・図書の広報活

おじいちゃん』では、
「この作品

ント内容は、高校生の読書への関

は、手話通訳者の個性がでるんで
す。今日の方は両手を使っておも

心の深さ、情報発信の底力を提示

が開催された。今年度、文部科学

しろく伝えてくれました」と語っ

した。

大臣表彰を受けた子どもの読書活

た。また、沖縄の小学生の男の子

静岡県の函南町立図書館は、開

福島県郡山市 ビッグパレットふ

の詩を絵本にした『へいわってす

館して６年だが、幼稚園・保育園

くしま

特別講演は、絵本作家 長谷川

てきだね』では、
「子どもたちは、

～高校、地域他機関との連携事業

ショー、開催地域の読書グルー

義史さんの「絵本でこどもたちを

ぼくたちが作った時代を生きてい

プ・ボランティアによるさまざま

徳島県阿南市 夢ホール

元気に！」
。
「子どもたちに本を届

く。平和な時代をバトンタッチし

動優秀実践校は 校、図書館は

絵本ワールド ひょうご２０１９

ける人たちを表彰する会に呼んで

に力を入れ、
「赤ちゃんから高校

絵本ワールド とくしま２０１９

などが行われる。主催者は開催地

いただけて光栄。そんなみなさん

までの切れ目のない図書館サービ

なワークショップに加え、１万点

域の県立図書館・地元読書グルー
８月 日㈯・ 日㈰

兵庫県神戸市 神戸市産業振興セ
ンター

ていかなくては」と述べ、そんな

ス」を展開。地域の図書館ができ

138

館、団体（個人）は 。

岩手県一関市の「おはなしぱち

子どもたちへの応援歌『こどもた

ぱち」は、 年にわたり、図書館、

ることの可能性を紹介した。
各部門の受賞者代表３団体によ

ちＧＯ！』をウクレレ演奏つきで

る事例発表と対談は「子どもの読

歌ってしめくくった。

８月 日㈯・ 日㈰

プ・ボランティア・地元新聞社な
今年の開催地は以下のとおり。

どが中心になった実行委員会。

絵本ワールド にいがた２０１９
月 日㈰

新潟県新潟市 朱鷺メッセ
絵本ワールド わかやま２０１９
月開催予定
流センターＡＬＥＣ
絵本ワールド みえ２０１９
月開催予定
三重県津市 高虎楽座・わくわく
えほんひろば

47
長谷川義史さんはイラストを描きながらの
おはなしも！

18 in

25 in

in

in

in

ロビー（ホワイエ）には受賞者代表団体の
活動報告が展示された

■２０１９年 度 「 絵 本 ワ ー ル ド 」 開 催 予 定

「子どもの本のおまつり」
今年も全国７か所で開催予定！

絵本ワールド ふくしま２０１９

と絵本を共有し、笑っていただけ

「 子どもの読書活動推進会議 」 【開催決定】
第 回 絵本ギャラリー 奈良

から全国で開催されている子ど
８月 日㈯・ 日㈰

２０００年の「 子ども読書年 」 ７月 日㈯・ 日㈰
もの本のおまつり。児童文学作

31

が推進する「絵本ワールド」は

４月 日㈫、東京都渋谷区の国
in

家・絵本作家による講演やトーク

28

11 in

を超える子どもの本の展示即売会

10

17

24

17

和歌山県有田郡 有田川町地域交

11

11

道の札幌南高等学校は、生徒たち

活動を支える」を目的とした北海

「読書環境を整え、生徒の図書館

んがコーディネータを務めた。

村学園女子大学教授の田中孝一さ

書への意欲を高めるために」
。川

活動のポイントを紹介した。

くエネルギーをもらっている」と

笑顔から「私たち自身が生きてい

の共有を大切にし、子どもたちの

躍。会員どうしの学びあい、記録

空き店舗を利用した夜市などで活

18

27

20

11

【開催予定】

昨年の「絵本ワールド in ふくしま」
オープニングセレモニー

56
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読 書 推 進 運 動
（第三種郵便物認可）
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５月３日㈷～５日㈷に東京都

ショップ、おはなし会などで、著

台東区の上野恩賜公園などで、 者と読者がふれあう貴重な時間を

─作品に託す願い ─」
（くすのき

しげのりさん）
、４日＝「絵本と

ともに旅をして」
（川端誠さん）
、

るまで ～ かこさとしの科学絵本

「
『みずとは なんじゃ？』ができ

～」
（鈴木まもるさん、鈴木万里

さん）
、５日＝「
『かがくのとも』

創刊 周年記念 恐竜博士が語る、

世界をひろげる科学絵本の楽しみ

方」
（真鍋真さん）
、
「
『金の船』創

刊 年 童謡レクチャーコンサー

ト」
（周東美材さん、稲村なおこ

に大事？ なぜ？ ─物語の力と『燕

日＝「子どもにとってお話は本当

東京都美術館での講演会は、３

国際子ども図書館）
」
（北川チハル

ライブ」
（共催＝国立国会図書館

遊ぶ ─絵本作家によるおはなし

さん）
。国立国会図書館国際子ど

日本図書普及の協力で図書カー

わい、書籍などの売り上げは約

ドが当たるくじ引き（３０００円

も図書館では５日に「歌い、
踊り、

２０１９（主催＝子どもの読書推

４２００万円となりました。

進会議／日本児童図書出版協会／

さん、きたじまごうきさん、永井

ディネーター〉
）が開かれました。

ん、
鈴木初江さん、
近嵐京子さん）
、 郁子さん、かさいまりさん〈コー
れ、会場は多数の来場者でにぎ 「一人ひとりが、みんなたいせつ

３日間、おおむね晴天に恵ま

語りの会』ライブ」
（原田留美さ

提供しました。

50

100

以上買った人対象）も大好評。

「上野の森 親子ブックフェスタ

【上丸】連日、各出版社のテントでは、熱心に本
を選ぶ子どもたちの姿が見られました
【上】オープニングでは、主催者代表と来賓、地
元の子どもたちが青空に風船を飛ばしました
【中】日本児童文学者協会は、サイン会に加えて
作家が講師のワークショップ「紙コップかざぐる
ま」
「ひよこヨーヨー」も開催
【下】日本国際児童図書評議会のテントでは、翻
訳家たちが世界の本を紹介しました

出版文化産業振興財団）
」が開催
中央噴水池広場での「子ども

されました。
ブックフェスティバル」は、 以

上の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。
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、子
どもだけではなく、大人も熱心に
今年も、日本児童文学者協会、

本を手に取っていました。
日本児童文芸家協会、日本児童出
版美術家連盟、日本国際児童図書
評議会の作家・画家・翻訳家団体
が出展し、イラスト描きやワーク

【上】国際こども図書館での「おはなしライブ」
のラストは、みんなで歌って体操
【中】イベントテントで、楽しいおはなしライブ
を開催した日本児童文芸家協会のみなさん。この
前後もサイン会などで大忙しでした
【下】日本児童出版美術家連盟の「絵本・児童書
の画家があなたの絵を描きます」は、人気画家が
交代で登場。整理券があっという間になくなる大
盛況！

70
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５月３日～５日
「上野の森 親子ブックフェスタ 2019」
開催されました！

■野間読書推 進 賞 受 賞 者 の 活 動 報 告

子どもたちと 本を楽しみ学んだ 半世紀
柴田

学生、ノンフィクションと６分科
会にわかれ、思いを共有する人々
との語らいは楽しく、またたいへ
んでもあった。自主研修会で新刊
書を読み比べ、分科会で候補を絞

浮かべながら本を選び、おはなし

グループの子どもたちの顔を思い

け、地域文庫をはじめた。交替で

演会、自主研修会、グループでの

幸いであった。講師を招いての講

催できたことは、母の会にとって

地域の新聞社とさまざまな形で共

者に感動を与えるもの、そして

基本的には「主観的なもの」で読

う“ことば〟をよく耳にするが、

「よい本」ってどんな本？ とい

青少年センター、こども図書館、 となる。

り、全体会で最終決定、解説執筆

会、読書会、また、みんなでおや

幸子

つ作りなど、本を通して親子で楽

広島市よい本をすすめる母の会（広島県）

子どもと「こどもの本」にかか

「広島市よい本をすすめ
る母の会」との出会い
わって、いつの間にか半世紀が過

する「こども童話大会」
、そして

として心に残るようなものであっ

あり、
子ども時代の“たからもの〟 ベルゲン・ベルゼン収容所で か

求めているその子にとって適書で

を経て、アンネ・フランクと同じ

でゲットウから逃れ、隠れ家生活

年以上読み続けられてきたもの、

会報、親子文集「さわらび」の発

てほしいと願っている。

またそれは、それぞれの子どもが

当時のこども図書館は原爆の廃

行など、多くのことを体験し、学

おはなし会や親子読書会、また子

墟の中、１９５０年、広島出身で

ぶよい機会となった。

どもたちが好きなおはなしを発表

館車）
」のお手伝いをしたことか
ハワイ在住の方たちが基金を集

しむ交流の場になったことを、な

ら、こども図書館を拠点に活動し

め、子どものための唯一の施設と

つかしく思い出す。

ている「広島市よい本をすすめる

ぎた。小学校のＰＴＡで「ともは

母の会」のことを知った。グルー

してできたもので、有名な建築家

と号（広島市立図書館の移動図書

プ参加で、１か月間 冊の団体貸

月を過ごす。 歳であった。その

体験をもとに書かれた作品『壁の

むこうの街』が高い評価を受け、

書館建て替えの際には、こども図

のであった。１９８０年の中央図

ス張り、きのこ型のユニークなも

フィクションでは伝記、その他に

ンタジーやナンセンス、またノン

た。民話や古典はもちろん、ファ

の作家たちによって創りだされ

世界的にもすばらしい作品が多く

議会の招きで来日。「ぜひ広島へ行

スラエル）
が、
日本国際児童図書評

賞されたウーリー・オルレブ氏
（イ

の街』で国際アンデルセン賞を受

は
「ヒロシマ」
そして「ホロコース

リー・オルレブ氏夫妻を囲む会」

た。ま た、高 校 生 も 参 加 の
「 ウー

画鑑賞会」と、３つの事業を行っ

ト』
（原作・壁のむこうの街）映

もの絵本展」
「
『バード・ストリー

国際アンデルセン賞を受賞。講演

書館をその中に併設するという案

き、若い人たちと話がしたい」
と

オルレブ氏はユダヤ人ゆえに、 場になったことを感謝している。

会とあわせて「イスラエルの子ど

が出た。私たちは反対の署名を集

科学、考古学、環境、平和、人権

ト」
という、
ふれることの少ない問

出を受けることができるという。 丹下健三氏の設計による、総ガラ

め、市に何度も陳情し、現在の独

のことで、
母の会がご夫妻と母袋

題に気づかされた、貴重な時間と
２年に一度のこども図書館と共

し、
４月 日にオープンしました。

25

早速近所のお母さんたちに呼びか

立した「こども図書館」となった。 と、さまざまな分野の時代や社会

夏生氏
（ヘブライ語翻訳者）のお
当時、母の会は発足３年目、私

第二次大戦直後、父は旧ソ連で捕 【お知らせ】広島平和記念資料館

が 年ぶりに全館リニューアル

同の子どもの心を育てる良書目

され母は銃殺される。伯母の助け

たちは手探りで活動をはじめたば

と出版されていった。

三方を迎えて講演会を開催した。

『壁のむこう
１９９７年 月、

そして「こどもの本」の“黄金 国 際 ア ン デ ル セ ン 賞 受 賞 作 家
時代〟
と言われている 世紀後半、 ウーリー・オルレブ氏を迎えて

こども図書館と 2 年に一度に選定し
発行してきた『ほんはともだち』

22
録『ほんはともだち』の選定では、 虜となり、家族はゲットウに隔離

38

50

14
幼児、小学校低・中・高学年、中

11

かり。ＰＴＡとは異なった母親の

＊「広島市よい本をすすめる母の会」は 2002 年度 第 32 回 野間読書推進賞奨励賞を受賞

30

を反映した作品などが、つぎつぎ

20

自発的な活動を、市社会教育部や

「母の会」
（略称）の活動
から学んだこと

子どもたちの発表会
「こども童話大会」

２019 年5 月15 日

読 書 推 進 運 動
（第三種郵便物認可）
（5） 第 618 号

優良読書グループの歩み

鈴木

ふしぎなぽけっと
代表者
宮城県亘理郡亘理町

房子

どもたちに楽しんでもらっていま
す。
来館者のみなさんが作品を見
てふれて、「わぁー、
すごい！」
「す
ばらしい」と、感嘆の声をあげ

吉田

やすらぎ読書会
代表者
埼玉県秩父市

洋子

布の特徴を生かしつつ、
「原作に

ながら選んだ作品を、やわらかな

幸せな気持ちになり、またみん

んでいる姿を見ると、うれしく

いつまでも熱心に布絵本を楽し

７月２日に「やすらぎ読書会」は

自然に声をかけあい、１９８６年

近所に住む気心の知れた仲間が

てくださったり、また、親子で

忠実に」をモットーに、メンバー

なでがんばろうという意欲がわ

〈推薦〉
埼玉県読書推進運動協議会

の知恵を出しあいながら作成して

本や読書が好きになる一助になれ

私たちの作品が、子どもたちが

まり、その後新しくオープンした

りは旧図書館の一室を借りてはじ

誕生いたしました。第１回の集ま

そのとき話題になっている本な

これからも読書で新しい
発見を共有して

かなかむずかしく、布選び、色

「原作に忠実に」製作するのはな

ば、との願いをこめて、一針一針

ど、図書館の協力をいただきなが

います。

あわせ、縫いあわせなど苦労は

秩父市立図書館の和室を借り、い

のよもやま話におたがいに慰め

バーとともに、元気で楽しく活

これからも、すばらしいメン

例会には本の感想をそれぞれに語

縫い進めています。

られたり、励まされたりで、心

私たち「ふしぎなぽけっと」は、 絶えません。手を動かしながら
亘理町立図書館の布絵本ボラン

動を続けていきたいと思います。

り、その後は仲間の近況報告、な

ら継続してまいりました。毎月の

ティア養成講座をきっかけに、布

がなごんで元気をもらっていま

ボランティア「ぽっぽ」と連携し

を超えました。図書館読み聞かせ

なりました。

は会員３名ですが、今年 年目に

は減り、入ってもやめたりで現在

えましたが歳月がたつにつれ人数

いたしました。少しずつ人数も増

間を共有しております。

あるのも魅力のひとつ、楽しい時

にげない話のなかに有意義な話も

これまでに作った作品は、 点

あのころ明治生まれ、大正生ま

まも月に一度の例会を開いており

絵本の「布だから味わえる感触
す。

れ、昭和生まれの 人でスタート

ます。

のやさしさ・あたたかさ、目で
が集まり、２００５年に発足し

て、
「ぽっぽのおはなし会」で布

本を読むことはなかったでしょ

歳月
う。
年に 冊も読むことなく、

も読書コーナーにある「布絵本

タペストリーは、図書館の子ど

これまでに製作した布絵本や

製作した「鬼の的あて」
「魚釣り

りにも挑戦しています。これまで

普及していくために、布の玩具作

また、布絵本の楽しみ方を広く

参考にして月に１冊借り読んでお

は図書館よりの新刊案内の資料を

方の好きな本、興味ある本、また

かはひとり選ぶ人を決めて、その

書が好きということ。なにを読む

今後は３人が元気なうちは続け

得るところはあったと思います。

りこまれているので、
なにかしら

い発見があり、
知恵や心の糧が盛

は過ぎたでしょう。
読書には新し

自分では読まないであろう本、 てくれることを願っております。

てゆき、そして新しい会員が入っ

コーナー」に常時展示していま

ります。

す。
布絵本は、図書館司書と相談し

れる「図書館まつり」で多くの子

ゲーム」などの玩具は、毎年行わ

12

32

いつの時代も全員の共通点は読

会に入っていなければ月に１冊

ました。

絵本を利用したり、おはなし会用
のエプロンシアターの作成も行っ

葉に、現在は９名で、毎月第２・

見る楽しさ」に感動したメンバー

27

「無理をせず、楽しく」を合言

願いと心をこめて布絵本を
作っています

10

〈推薦〉
宮城県読書推進運動協議会

きます。

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）

⑸

第４火曜日の午前 時～ 時ま
12

で図書館内で活動をしています。 ています。

10
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２019 年5 月15 日

読 書 推 進 運 動
（第三種郵便物認可）
（7） 第 618 号

河口久美子

北方町読書サークル
協議会
代表者
岐阜県本巣郡北方町

北方・糸貫で順番に開催）を実施

る読書会」（旧本巣郡の穂積・真正・

そして、年中行事として「たづ

ごした和洋折衷の別荘もすばらし

た。電力王・福澤桃介とともに過

され、当時の活躍がしのばれまし

宝物殿には貞奴の遺品が多数展示

どもたちは、長い絵本も真剣に聞

行っている放課後児童クラブの子

おはなし会をはじめたころから

「やっててよかった」と思います。

の笑顔です。子どもたちの真剣

し、ほかの市町のグループとも交
いものでした。桜一色に染まる景

会のときには、そのつど適切な意

会員には作家の方もいて、読書

ます。続けていくことの大切さを

の？」と催促するようになってい

てきて、
「今日は吉四六さんない

四六話』のおもしろさもわかっ

くようになりました。素話 『吉

な顔や楽しそうな表情を見ると

流し、読書の輪を広めています。

色をあとに、国宝・犬山城を見学、

子どもたちの笑顔を
エネルギーに！

また、会員みんなのお楽しみ行

事「文学散歩」研修（年１回）では、 その深い歴史にもふれることがで
ことを通して、読書のすばらしさ

見やアドバイスがあり、大いに助

〈推薦〉
岐阜県読書推進運動協議会

を追求しています。会員の高齢化

きた有意義な研修でした。

北方町読書サークル協議会の発
が進み、近場ではありますが、毎

実際に肌に感じ、目で確かめあう

足は、いまから 数年前になりま
す。
その後、
北方町立図書館がオー

回楽しい企画を実施しています。 かっています。北方町読書サーク

教えてもらいました。

図書館とともに、その活動の柱の
最初の女優・貞奴の建立した貞照

最近では、各務原市にある、日本

のひとつになっています。

ルが永く継続している大事な要因

読書サークルの運営は規約こそ

うどお釈迦さまの誕生日にあた

活動に積極的に参加して、若い

これからも、もっと幅広い読書

医療センター・書店の６か所でお

か所）
・放課後児童クラブ・発達

毎月、子育て支援センター（３

私たちは、子どもたちの健やか

子に、うれしさを感じています。

声かけをしているほほえましい様

どもを膝に乗せ、一緒に笑ったり

定めましたが、役員を中心に、だ

方々の入会に力を注いでいきたい

な成長を願って、これからも、地

り、ご住職の読経や講話、甘茶も

道に活動を続けていきたいと思っ

メンバーは９名。それぞれ忙し

だき、ともに学ぶことができまし

開催し、多くの方に参加していた

成をいただき、５回の連続講座を

今年は、伊藤忠記念財団より助
いなか、時間を作って参加してい

を持ち、今月のスケジュールを調

これからのおはなし会に生かして

私たちも成長し、
毎月はじめに「パペット会議」 た。学ぶことで、

ます。

出かけていきます。

育園・児童館など依頼があれば、 ています。

ほかにも、図書館・幼稚園・保

はなし会をしています。

亀井

パペットキッズ
代表者
大分県別府市
〈推薦〉
大分県読書推進運動協議会

和子

いただける幸運に恵まれました。 と思っています。

ました。毎回、
テーマ本について、
いろいろな感想や意見を交流して
自分自身を高めるとともに、仲間
との絆を深め、読書の楽しみを広
活動日は、
毎月第４水曜日の
「読

げることを目標としてきました。
書会」です。会員おのおの順番に
月の当番となり、テーマ本の選定

２００３年５月、
「別府親と子の

居、パネルシアター、エプロンシ

絵本、ストーリーテリング、紙芝

なってくれることを願っていま

世代の子どもを育てる担い手と

座に参加してくれた人たちが、次

そして、将来、おはなし会や講

私たち「パペットキッズ」は、 整します。おはなし会の内容は、 いきたいと思っています。

書サークルで購入など）
、読書会

劇場」の自主サークルとして、発

アター、わらべ歌など、年齢や季

や配本（県図書館からの借用、読
当日の司会進行も務めます。最近

足しました。親子で楽しい時間を

す。

の心に残った本は『この世界の片

私たちの原動力は、子どもたち

節を考えながら決めています。
はなし会」をはじめました。

過ごしてもらえたらと「出前でお

の森』などです。

隅に』
『遠い山なみの光』
『羊と鋼
思い出深いものとなった
貞照寺への文学散歩

寺、川上別荘を訪ねました。ちょ

ひとつとして、本格的に取り組ん

30

れでも気軽に参加できるようにし

できました。

乳幼児親子おはなし会では、子

プンして、今年でまる 年、町の

40

増）
、研究会８３１（

増）
、実

、文
演Ｇ ８０２０（９０９増）

全国公共図書館協議会の全面的
なご協力のもと、全国の図書館・
減）
、読書支

備 ８ ２ ２（ １ ４ ５ 増 ）
、友 の 会

援 ７ ３ ４（ ２ １ １ 増 ）
、環 境 整

支援５４６（２１２増）
、環境整

増）
、文庫４４２（１増）
、読書

読書支援３１０（１２９増）
、環

事 務 局 報 告（４月）

ひ・と・こ・と

●編集部＆事務局の

でもらいたいなと思います。 （伸）

20

庫 １ １ ４ １（

た「２０１８年度 全国読書グルー
１ ３ １（

○一般の本＝読書会１４２８

（１２２増）

２００７の図書館・類縁機関から

、友の会１２７
備２２６（ 増）
、連絡会２１６（ 増）
（ 増）

、友の会
境整備１８３（ 増）

61

類縁機関よりご回答いただきまし
プ調査」の一次集計が終わりまし

増）
、連 絡 会 ６ ８ ２

た。
今回の調査は、２０１８年
月１日現在で各図書館・類縁機

関が把握している読書グループ （１９２減）
、研究会５８３（

回答をいただきました。お忙しい

、実演Ｇ １３０７（３３５
と活動内容などを調査いただき、 増）

なかのご協力に、心より感謝申し
あげます。

、実演Ｇ １１０２
２３９（ 増）

読 書 会 ２ ４ ３（

増）
、研 究 会

○子どもの本・一般の本両方＝

総数は１万２３４１（以下、数は

年度調査）の１万１４５２と比

617

617

617

回答いただいた読書グループの
すべて速報値、最終的に変わる可

、
、文庫４０９（ 増）
能性があります）
。前回
（２０１３ （３０７増）
べ、８８９増加しました。子ども

（ ）内は前回比

、連絡会１４６（ 増）
の本を対象とした活動のグループ （ 増）

編集部では今後、活動内容や活

となっています。
動場所などの二次集計を進めると

・２日＝上野明正堂クリップＢｏｏｋ＆
Ａｒｔにて「上野の森 親子ブック
● 年ほど前に、ツアーでイランを
フェスタ『みんなで遊ぼう らくが
訪れました。ペルセポリス観光の拠
きペイント』
」打ちあわせ
点の街・シラーズには詩人の美しい
☆４日＝朝日税理士法人に「２０１８年
廟が、
古都イスファハンの宮殿には、
度 収支決算書」の作成を依頼
☆４日＝機関紙『読書推進運動』
（ 号） いるだけで音楽が聞こえてくるよう
別冊付録「読書週間行事報告一覧」 な装飾の部屋がありました。宮殿や
入稿
モスクのパンフレットのデザインも
・５日～６日＝〈大震災〉出版対策本部
美しかったと記憶しています。です
第８回 バススタディツアーに参加、
ので後年、イランは国際的な絵本・
岩手県釜石市・陸前高田市を訪問し
て公共図書館、書店、学校図書館、 絵画コンクールに多く入賞している
各種施設などを見学、全通した三陸 「絵本大国」であることを知ったと
鉄道の震災学習列車に乗車
き、
「なるほど」と納得しました。
☆８日＝機関紙『読書推進運動』
（ 号） ●私が旅行したのは、
改革派のハタ
本紙入稿
ミ大統領が就任する直前。
シラーズ
・ 日＝「上野の森 親子ブックフェス
のバラ園で出会った女子学生が目を
タ ２０１９」運営委員会に出席
輝かせて、「私たち、新しい大統領を
・ 日＝平成 年度「吉川英治賞」贈呈
式に出席
選んだの。
これからが楽しみ！」と
☆ 日＝機関紙『読書推進運動』
（ 号） 英語で話してくれました。
これまた
本紙・別冊、発行
意外なことに、
イランではかなりの
☆ 日＝竹村和子監事に「２０１８年度
公共交通は男
収支決算書」
の監査を依頼。その後、 人が英語を話します。
売店の店員さんが美し
西村俊男監事、
佐藤潤一監事に順次、 女別の車両、
い装幀のコーランをうやうやしく棚
監査を依頼
・ 日＝〈大震災〉出版対策本部運営委
から出すなど、
イメージどおりの厳
員会に出席
格なイスラム主義にふれる一方、
意
・ 日＝とよたかずひこさんと「子ども
外な面も多く知った旅行でした。
読書の日」ポスターについて打ちあ
●東京・上野の国立国会図書館 国
わせ
際子ども図書館で、７月 日まで展
☆ 日～５月 日＝「第 回 こどもの
読書週間」
示会「詩と伝説の国 イランの子ど
☆ 日＝「２０１９年度 第１回 常務理
もの本」が開催されています。華麗
事会」を開催。出席７名、
欠席２名。
なペルシア文化を思わせる絵本や、
２０１８年度 事業報告書・決算報
告書案と２０１９年度 事業計画書・ 荒々しくも悲しい伝説を題材にした
予算書、新役員候補者選出を審議、 絵本、現代の子どもを描いたＹＡ小
承認
説と、
「イランって、こんなに表現
・ 日＝「子ども読書の日記念 子ども
が多彩なの？」と驚くような作品に
の読書活動推進フォーラム」に出
出会えます。日本ではまだ、なじみ
席
の薄いイランの子どもの本ですが、
・ 日＝「上野の森 親子ブックフェス
この機会にぜひ、多くの方に楽しん
タ ２０１９」運営委員会に出席

《ホームページ》http://www.dokusyo.or.jp

は９９０３（前回より８１７増）
、
一般の本を対象とした活動のグ
増）
、また、子どもの本・一般の

グループ総覧』発行に向けて編集

同時に、
『２０１８年度 全国読書

ループは３６６１（前回より

本両方を対象とした活動のグルー

作業を進めてまいります。また、

プは１７２９（前回より４３７
増）となっています。活動者数は

都道府県別のグループ数など、一

で速報として掲載する予定です。

読書推進運動協議会ホームページ

次集計の詳細を、５月中旬以降、

のべ 万１１４２人（前回より
活動内容別に見ると、

９７０３増）です。
○子どもの本＝読書会９１３（
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（8）
（第三種郵便物認可） 第 618 号

読 書 推 進 運 動
２019年5月15日

２０１８年度 全国読書グループ調査
一次集計 完了！
読書グループ数は１万２３４１（速報値）

