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年頭所感

読む楽しさ、知る喜びをみなさまと

もって構成された長文を読み

こなす力を、読書の習慣を通

じて養っていただけるよう

に、読進協としても尽力して

いきたいと思っています。

また、読進協がこの春に展

に決まりました。今年も、ご

たね。とびっきりの１冊に。
」

よ し の ぶ

助け、読書の楽しさおもしろ

好評をいただいている荒井良

ま

さを伝える活動を応援してま

の

開予定の第 回「こどもの読

委員の先生方、そして読書活

いりたいと存じます。

野間省伸

動に携わるすべての方々のご

公益社団法人 読書推進運動協議会 会長
株式会社 講談社 代表取締役社長

協力のおかげであると、あら

書 週 間 」 の 標 語 は「 出 会 え

本年は、読書推進運動協議

呈式で受賞者の方のご挨拶を

例年「野間読書推進賞」贈

調査」
（ Ｐ Ｉ Ｓ Ａ ）の 結 果 が

ら２０１８年の「学習到達度

開発協力機構（ＯＥＣＤ）か

目してもらえるような楽しい

のデザインで子どもたちに注

ストを素材に、杉浦康平さん

います。

る「野間読書推進賞」が、記

おうかがいするのですが、み

二さんの鮮やかな彩色のイラ

ためて御礼申しあげます。

昨年 月のはじめに、経済

会の主要な事業のひとつであ

あけましておめでとうござ

62

念すべき第 回を迎えます。

12

「 野間読書推進賞 」は、
「読

み聞かせを実践していらっ

なさん読書会での発表や、読

の分野で平均点が

発表され、日本は「 読解力 」 ポスターを制作いたします。

秋の第 回「読書週間」の

書週間」の関連行事として

し、順位も前々回５位、前回

け抜けて」です。この標語を

標語は「ラストページまで駆

点下落

１９７１年に創設されたもの

８位から 位に後退したこと

た団体および個人を顕彰して

書推進運動に貢献してこられ

て、聞いているほうも元気が

る熱いお気持ちが伝わってき

ろさを広く伝えていこうとす

本への思いや、読書のおもし

参加したとのことですが、結

は高校１年生約６１００人が

されているもので、日本から

この調査は３年ごとに実施

書週間」を盛りあげてくれて

的なイラストが採用され、「読

こちらのポスターも毎年個性

イラストを公募いたします。

読書の普及に永年尽力し、読

まいりました。

もらえます。

て にのぼります。これまで

前回までの受賞者はあわせ

います。今年はどのような作

もとに４月からポスター用の

ばらしい。それからご自身の

74

で、
地域や職域などにおいて、 しゃるだけに、まずお声がす

12

果は前記のとおりです。

が報じられました。

15

関係諸機関・関係者のみなさ

補者のご推薦をいただきます

したのも、毎回、全国から候

方々を顕彰することができま

多くのすばらしい受賞者の

通じて、本と読者の出会いを

た。私どもは今後もこの賞を

れ、たいへん心強く感じまし

えられていることが実感さ

方々や団体の地道な活動に支

読書推進運動がこうした

は必要です。書き手の意図を

ルを問わず、基本的な読解力

はありましたが、紙、デジタ

タ上で出題・回答するもので

今回のテストはコンピュー

ただきます。

て、新年のご挨拶とさせてい

幸とご健勝を心よりお祈りし

新しい年のみなさまのご多

品が選ばれるか楽しみです。

《ホームページ》http://www.dokusyo.or.jp
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ま、ご選考くださいます選考
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会員の購読料は
会費の中に含まれる

定価 60 円
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★「こどもの読書週間」
「読書週間」
標語決定
（８頁）
★野間読書推進賞受賞者の活動報告
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2020 年 1 月 15 日

読 書 推 進 運 動
第 626 号 （昭和 44 年８月２日第三種郵便物認可）（毎月１回15日発行）
（1）

■「２０１９年度 読書推進運動協議会 全体事業委員会」

て報告が行われた。

運動協議会の主だった事業につい

今年の活動報告と
来季への課題を検証
２０１９年 月 日㈫、東京都
千代田区の出版クラブビルで、公
４月 日～５月 日に行われた

は今回も、好評をいただいている

語は
「ドは読書のド♪」
。ポスター

の２０１９年度 全体事業委員会 「第 回 こどもの読書週間」の標

益社団法人 読書推進運動協議会

それに先立って２０２０年度春

■絵本ワールド

みえ

気軽に行ける
手作り感覚の絵本ワールド

に取っていた。「２０１９津クイー

三重県の県庁所在地・津市で、 れ、親子連れが思い思いに本を手
街の基礎を築いた武将・藤堂高虎

にちなんで年２回行われている、 ン」のふたりも忙しいステージの

は、子どもたちを対象にしたさま

またテント内のブースや周辺で

地域活性化イベント「高虎楽座」
。 合間に絵本を見に来てくれた。
２０１９年 月２日㈯、 回目
を数えるその会場内で、日本児童

ざまなイベントも開催された。

平さんのデザインで制作し、６万

「 若い人に贈る読書のすすめ 」 ド みえ＝第２回わくわくえほん

は希望者が多く、残部なし。

設営されたテントには、好天にも

部「フェニックス通り」の一角に

ひろば」が開催された。街の中心

をつくった。

会には、多くの子どもたちが行列

ラノサウルスの着ぐるみとの撮影
決定し、 万部を印刷、 月より

考察や「読書推進運動協議会の

「子どもの本・大展示」
のコーナー

配布している。

ズ絵本の人気キャラクター、ティ

なかでも宮西達也さんのシリー

図書出版協会、子どもの読書推進

部を配布した。 月には「行事報

会議などが参加した「絵本ワール

選定事業委員会が開かれ、あわせ
告」を刊行。今年の行事主催者数
月 日～ 月９日に行われた

ポスターは６万７０００部を印

年」などを掲載した記念号として

で、会場に隠された のアイテム

そのほかにも、 tupera tupera
作の絵本『パンダ銭湯』にちなん

刷、配布した。また期間中、各道

現在編集中。２０１９年度中の刊

最後に事務局から２０２０年度

には２０００冊の絵本が並べら

恵まれて多くの人がやってきた。

府県読書推進運動協議会に行事補

行を予定している。
報告終了後は、来年度の事業委

助金を贈呈。各読進協からの推薦
に基づいた「全国優良読書グルー

員会運営について議論を行った。
齋藤健司委員長より、
「野間読書

プ表彰」では 団体に賞状・副賞
を贈呈した。

増員の提案があり、実現に向けて

推進賞」第１次選考会担当委員の
月 日に選考会、 月６日に贈呈

in

『 ２０１８年度版 全国読書グ

かえり、栞の場所で待ってるよ」
。 ループ総覧』は、専門の研究者の

「第 回 読書週間」の標語は「お

リーフレットは 月 日に書目を

て３６００点を超える応募作の中

は過去最高の１９８１件だった。

選考の結果、
入選作が決定した
（詳
全体事業委員会では、まず事務

16

事業委員会の開催日程を報告し、
了承された。

トリックアート

～ 時に開催された「自由に

工作」などが行われた。

「作って不思議

その場でトリックアートが作れる

を探す「パンダ銭湯を探せ！」や、

12

12

10

式・祝賀会を開催し、団体２件、 検討することとした。
個人２名を顕彰した。
万３０００部印刷した「敬老

⁉

が開催された。

in

から、
それぞれ５次におよぶ投票・

「読書週間」
「こどもの読書週間」ではさまざまな
取り組みが活発に（写真は滋賀県草津市）

60

しくは別掲記事を参照）
。
局から、２０１９年度の読書推進

2019 年度に制作・配布した
ポスター・リーフレット

21

「第 回 野間読書推進賞」は９

36

の日読書のすすめ」リーフレット

武将スタイルでティラノサウルスと
記念撮影

11

10

11

けの絵本を作って楽しんだ。

けて、世界に１冊しかない自分だ

文字を書き、好きなタイトルをつ

抜いて、色紙の台紙に貼りつけて

ろな動物の下絵に色を塗り、切り

では、子どもたちがネコやいろい

ネコの絵本をつくっちゃおう！」

15

10

、 荒井良二さんのイラスト、杉浦康
の「第 回 こどもの読書週間」

56

12

12

秋の「第 回 読書週間」の標語

11

23
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73 10
27
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14

14
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■絵本ワール ド に い が た

小さな動物の世界を語る
いわむらかずおさんの講演会
主人公にしたことについて、
「小
さな世界をクローズアップして描

２０１９年 月 日㈰、新潟県
新潟市の朱鷺メッセで「絵本ワー

ヒメネズミ、アカネズミ、カヤネ

そして、自宅の周りで見かける

祉・介護・健康フェア」が同時開
ズミ、ハタネズミ、クマネズミな

＝新潟日報社）
」
が開催された。「福
催されたこともあって、多く人が

■絵本図書館ネットワーク

議室で「子どもの読書活動推進に

千代田区の東京国際フォーラム会

トの岡崎忠昭さん、子ども司書推

野上暁さん、家読推進プロジェク

論家で野間読書推進賞選考委員の

書館協会の森茜さん、児童文学評

子どもの読書活動関係者の
交流の場を目指してのシンポジウム
２０１９年 月 日㈯、東京都

関する代表者シンポジウム（主催

進プロジェクトのアンドリュー・

ながら創作を続けている絵本作

然が豊かな栃木県益子町で暮らし

らしぶとく生き残っていて、のべ

モグラの仲間だが、恐竜の時代か

人公のトガリネズミは、実際には

ガリ山のぼうけんシリーズ』の主

もうひとつの代表作である 『
ト

コーキ」
「かんたん折紙」などの

おむし」
「フルート」
「リングヒ

セージカード」
「踊るはらぺこあ

キャンドルづくり」のほか、「メッ

あだちあさみさんの「こねこね

の野口武悟さんをコーディネー

として企画された。専修大学教授

の連携につなげていくことを目的

みについて情報を交換し、たがい

もの読書への関心を高める取り組

する基本的な計画」を受け、子ど

四次 子供の読書活動の推進に関

このシンポジウムは、国の「第

める「子ども司書」などの実践が

交換することで読書への関心を高

デー」
、子ども同士の興味関心を

やかに設定された「ノーメディア

スタッフの研修プログラム、ゆる

バックアップ事業を紹介。図書館

読書推進の取り組み、そのための

壇。それぞれの立場から子どもの

秀子事務所の黒木秀子さんが登

デュアーさん、アニマシオン黒木

＝絵本図書館ネットワーク）
」が

家・いわむらかずおさんの特別講

多彩な工作ワークショップが開催

ターに、パネリストとして日本図

開催された。

演会「絵本と自然と子ども」が行

つ幕なしものを食べていないと死

され、子どもたちが一生懸命に取

学生による「新聞紙と布でつくる

会場では、新潟県立大学の先生や

まで、７か所にわかれたイベント

が本を選んでいた。また講演を終

絵本を展示販売。多くの家族連れ

の本大展示」では、３０００冊の

会場の一角で開かれた「子ども

100

ホールでは午後１時半から、自

われた。いわむらさんは１９８３

り組んだ。

ループなどによる、読み聞かせや

講演会後のサイン会での
いわむらかずおさん

よる情報交流会が開かれた。

その後、パネリストと参加者に

さを紹介した。

し、絵本文化のすばらしさ、大切

活動などでのエピソードを紹介

から～」
。取材活動や読み聞かせ

ろす絵本活動～最近の事例とこれ

家 柳田邦男さん「地域に根をお

記念講演はノンフィクション作

算措置を求める声もあがった。

対して、計画の実行につながる予

報告された。また、国や自治体に

んでしまうことや、腹部から強烈

ほかにも公共図書館ごとのボラ

な臭いを出すことなどの特徴がお
もしろくて描いたと語った。そし

紙芝居などの実演が楽しく行われ

て最後に、
自作の『ゆうだちの森』 ンティアサークルや地域の読書グ
章ずつを朗読してくれた。

『かんがえるカエルくん』から１

クリスマスリース」
「紙コップで

えたばかりのいわむらかずおさん

「赤のお部屋」から「紫のお部屋」 た。

つくるキラキラ万華鏡」
「割りば

のサイン会も行われ、 名の読者
が行列をつくった。

しマジックハンド＆パチンコ」「箱
コロめいろ」
、イラストレーター

野上暁さんは近年の野間読書推進賞
受賞者の活動も紹介

どの生態について教えてくれた。

21

年から描き続けている代表作の

多彩なワークショップ、おはなし会も
人気を集めた

『 ひきのシリーズ』でネズミを

訪れた。

12

in

17

きたかった」からだと答えた。

11

ルド にいがた ２０１９（主催
in

14
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■テーマ「令和の新時代を拓く図書館 ～常若のくにからの発信～」

全国図書館大会 三重大会に、伊賀忍者参上！

災と図書館」のテーマは、午後の
図書館災害とともに、台風 号や
号の被災もあり、時宜にかなっ

たものとなった。図書館の自由で
は「図書館利用とプライバシー保

ン」の概要解説などが行われた。

のプライバシー保護ガイドライ

護」をテーマに、
「デジタルネッ

ホールを出ると、忍者研究の一

隆

来賓祝辞で、文部科学省総合教

端が展示された古文書の前や日本
図書館協会のブースにも参加者が

関連行事の県立図書館閲覧室の

トワーク環境における図書館利用

育政策局地域学習推進課 水田功

大会が開催された。２０１３年の
集まった。

市立図書館と福岡県の西南学院大

１日目、晴天、参加者は 人で、 建築賞の表彰では、大分県の竹田

やブラックカレーが供される。さ

たような賑わいで、三重県の地酒

懇親会は参加者の大半が参加し

委員会報告と、実装への見通しに

にも足を運ぶ参加者があった。

に焦点をあて、
展示コーナーでは、
協会ブース、 （ＮＣＲ２０１８）

れた『
日本目録規則二〇一八年版』

全体会場までの通路には三重県内
学図書館が受賞し、受賞館のパネ

れ、
常設展「三重の文学を見渡す」

公共・大学等図書館の紹介パネル

ついて各機関から報告がされた。

が展示されている。

を、
図書館友の会全国連絡会は
「市

に乗り込む参加者を見送った。

い「たけあかり」がシャトルバス

は「何でも読める 自由に読める」 の帳が下り、竹細工の照明が美し

分科会が終わるころはすでに夜

ことばを実感する会となった。

をとげた版」という分科会概要の

ナー、学校図書館分科会関連の 「ＮＣＲの歴史の中で最大の変化

妙な話とパワーポイント資料で、 のあいさつや忍者ショーが演じら

た。司会者に指名されたみなさん

敬 三重県知事、日本図書館協会

『Ｒ本』と『Ｒ研』
」展示、
児童サー
図書館のこの一年をふりかえり、 れ、さらに迫力を増した。盛会で 「

開会式では、大会会長の鈴木英
小田光宏 理事長のあいさつ、前

ビス分科会の布のえほん展示を

民の図書館は市民が作る」をテー

行った。図書館の自由分科会から

マに活動やその到達点など展示し

から総合文化センター間を３台の
場の三重県総合文化センターは今

域と図書館を考える」がテーマ。 シャトルバスがフル回転した。会

教授で「忍者研究の最前線から地

年 周年で、館内のガラスに利用
25

が一冊の本のようだ。残念ながら

それを読みまわる楽しみは、会場

公共図書館では、
「地域×書店×

みごとな対応だった。ひさびさの

よく動かれ、全体会、分科会とも

のべ１６５３人で、２日間あわせ
教授の講演のなかで、日常的な忍

雨模様で、広場中央付近のキッチ

地方大会は大成功という声を多く

午後は、 の分科会が行われた。

また、目録では昨年 月に刊行さ

実行委員会事務局の方がじつに

となったように思う。

サポーターなどの報告がされた。 聞いた。持ち帰るものが多い大会

12

て、１１１４人の参加があった。
者の暮らしや忍者研究についての

図書館」をテーマに、まんがやま

籍や動画像などを提供した。
紹介と、その研究にも図書館や古

ちの本棚作り、大学図書館の学生
午前は７つの分科会が開催され

ンカーは、人出の面でやや気の毒

た。大学・短大・高専図書館の「震

な感じだった。
全体会の最後に来年度開催予定

文書の存在が不可欠だということ

の兒玉佳世子 和歌山県立図書館

を実感した。

もいて、動きがシャープだった。 者などのことばが直接貼付され、 た。協賛展示として、８法人が書

午前・午後の分科会の参加者は、

講演前に５分ほど忍者ショーがあ

２日目は、朝７時 分より津駅

あった。
30

り、演技者に伊賀忍者の末裔の方

記念講演は三重大学の吉丸雄哉

今後を報告した。

で、参加者を迎えた。

日本図書館協会 小田理事長の
基調報告

葉泰幸 津市市長の歓迎のことば

基調報告では、小田理事長の軽

どとともに、三重のとこわかコー

各地・各施設の実践報告を共有する分科会
（写真は児童サービス分科会）

まざまな場所で話の華が咲いてい 「史料から見る忍者の諸相」展な

631

ルもホール外に展示された。

見学が午後の分科会開催前に行わ

辞をいただいた。日本図書館協会

長から参加の要請があった。

伊賀忍者の里に近い三重県津市
課長が大臣祝辞の代読を、国立国

鈴木

15

で、 月 日・ 日、全国図書館

日本図書館協会 常務理事

19

会図書館 坂田和光 副館長には祝

22

福岡県大会以来６年ぶりに東京以

21

外の開催となった。

11

12
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幼児から高齢者まで地域一体とな
り、遠野に伝わる民話を通して心
のふれあい・結びつきができてい
ると信じています。その架け橋役

彰をいただきました。なかでも、

野は岩手県のほぼ中央、民俗学者

です。以前は小さな農村だった遠

ものを大切に守り、次世代にも残

人にならい、遠野に伝わってきた

ふるさと遠野」にふさわしく、先

とです。活動の根底には「民話の

活動している「グループわらべ」 ら、心の豊かさと創造性を育むこ

います。ブックスタートは、本好

じとり、絵本とおはなしができて

も絵を見せるだけで、なにかを感

ています。乳児は字を読めなくて

に本の読み聞かせの大切さを伝え

人形ができてから題目をみんなで

このたびやっと、完成しました。 で、この日はいつも見守ってくれ

た。
それから３年も経ちましたが、

形劇についてお話しいたしまし

受賞の際に今後の活動として人

は、
さらなる励みとなっています。

ている神々も観客席に来ているそ

たちは紙芝居や人形劇、そして伝

話、そんな数々のおはなしを、私

をと、『若返りの水』
に決めました。 話、不思議な話、ビックリする

ア付きです。舞台と観客がひとつ

ばを忘れることなく、これからも

遠野で語りついでいきたいです。

地域の人たちのぬくもりを励みに、

どんどはれ（おわり）
。

●「どんどはれ」は藁仕事をしながら昔話を語り、終わったときに体についた藁を手で払ったことから生まれたことばだそうです。

■野間読書推 進 賞 受 賞 者 の 活 動 報 告

仲間と継いだ伝承あそびをこれからも……
に協力して、１歳児健康相談会場

２０１６年 月の野間読書推進賞

これらの活動の結果、多くの表

をしっかりしてゆきたいです。

活動の理念は、ふるさとに伝わ

で絵本の読み聞かせを行い、家族

佐々木文子

「むがーす、あったずもな」 民
る遊びを子どもたちに伝えなが

グループわらべ（岩手県遠野市）

話のふるさと遠野で 年間、継承

柳田国男の『遠野物語』により昔

き好きの子どもが多くなりますよ

0

話や伝説がいまも生きている、人
していきたいという願いがありま

うです。

0 0 0

口２万７千弱の市です。遠野とい

考え、おじいさんとおばあさんの
芝居を自主制作し、読み聞かせを

おじいさんが滝の水を飲んで若く

民話のふるさと遠野の悲しい

うにお手伝いしています。

具体的な活動を紹介します。

しています。絵が大きいと迫力が

出てくる昔話で、笑いのある昔話

す。活動の対象者は、乳幼児から

遠野市は子育て支援に力を入れ

遠野の昔話を題材にした大型紙

文字を持たなかったアイヌ民族が

を今後も続けていきたいと思いま

承遊びを通して継承していく活動

す。赤ちゃんから高齢者まで世代

なったのを見て、おばあさんも飲

を超えた数々の笑いがありますよ

んだら飲み過ぎて、赤ん坊になっ
てしまったという話で、若者と赤

う……

ありますので、遠野市主催の「わ

形劇となりました。人形は作った

す。
子どもたちは昔遊びのお手玉、 ん坊を登場人物に加え、４体の人

総合学習授業では生徒の人気者で

人に似るといって、笑いながらみ

は、遠野の語り部さんが語りはじ

らすっこまつり」や、小学校での

竹遊びも、喜んでくれ、楽しいふ

んなで演じています。２月に小学

めるときにかならず言う、出だし

推進事業」のブックスタート事業

れあいの場づくりになってます。

校訪問です。人形たちを連れてい

のことばです。私たちもこのこと

ています。
「子育てするなら遠野

高齢者施設訪問では、昔遊びは

きます。喜んでくれる子どもたち

伝承で昔話を語り継いできた歴史

懐かしいものとして喜んでくれま

の顔が早く見たいです。

継承活動になっています。

になり遠野の物語を演じる大行事

頭の「むがーす、あったずもな」
す。私たちの方がお手玉歌や遊び

２月は遠野市民の舞台ファンタ

「グループわらべ」の活動は、乳

それをほかの活動に活かすなど、 ジーがあります。託児ボランティ

す。
竹遊びも教えてもらいました。

方を教えてもらうこともありま

と、どこかつながるところがある

活動の「グループわらべ」として

きました。１９８８年４月に自主

まな継承ボランティア活動をして

屋外遊び、わらべ歌など、さまざ

遠野いろはかるた、縄の輪投げ、

せ、遠野の昔話手づくり紙芝居、

地域の伝承遊び、絵本の読み聞か

ティア」としてお手玉、竹遊び、

補助を受けながら「婦人ボラン

私たちはもともと、社会教育の

かもしれません。

ろ）
に由来しているとの説もあり、

う地名は遠野盆地とも言い、アイ

会員の面影を宿す（？）人形たちと
笑いを届けていきます

高齢者までです。

11

ヌ語のトーヌップ（沼のあるとこ

40

独立、現在にいたっています。

ユニフォームとオープニングで使う
「カッパ手ぶくろ人形」
で準備万端！
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優良読書グループの歩み

則子

たいと話してくれます。２００９
年からは、大迫小学校３年生の児
童全員が宿場の雛まつりイベント
で発表するようになり、現在も観
会員は月１回の公演
「神楽の日」

光客に喜ばれています。
の前座や、老人保健施設などへの
読み聞かせに年 回ほど大型紙芝

森田久美子

読書会 杜りん
代表者

埼玉県ふじみ野市

居を持参して読んでいます。お年

馴染みの仲間が自然に声掛けあ

大井図書館を中心に居住する顔

〈推薦〉
埼玉県読書推進運動協議会

年１回の総会で、年間活動計画

よりの方々は絵と話で昔を懐かし

から 代でのスタートでした。

発足。老若男女 名、年齢は 代

２０１９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）

図書ボランティア
「たんぽぽの会」
髙橋

が産声をあげ
みながら聞いてくれます。現在、 い、「読書会 杜りん」
のみなさんに楽しんでいただいて

を定例会までに読み、感想を持ち

ます。会員がぜひにと推薦する本

３木曜日を楽しみに図書館に集い

現在会員は９名で、月１回、第

たのは２０１２年２月９日でした。

を話しあいます。運営委員会は年

話の大型紙芝居を、多くの地域

５回、必要に応じて開催。活動の
発足当時から大迫高校が団体会

準備や内容を話しあいます。

います。

より語りあいます。同じ本でも読

忙しい現代、情報化の進んだい

ティア活動をしています。大迫図

心のゆとりが大事だと思って活動

書館と連携し、
大型紙芝居を２作、 ま、人の声で、心地よく話を聞く

同じ本を読む楽しさを
みんなでわかちあう

会を重ねていくうちに、読書の

喜びです。

楽しさを地域の人に広げ会員募集

夏・冬休みの２日間で作製。高校

ができたらと思い、２０１７年よ

中央に位置し、北上高地の主峰

りポスターを図書館ロビーの定位

早池峰山の麓の農山村です。早池

後感はそれぞれで、自分と違った
しています。

置に掲示して、定例会日時と今月

生が手がけた作品を高校の文化祭

角度からの話は参考となり、かた

峰山は、高山植物の咲き誇る百名

よりがちな視野が広がったり、い

で発表し、
全校で見てもらいます。

と来月の本の紹介を載せていま

２００７年には、県教育振興大会

ままで手にすることのなかった分

す。会員のひとりがポスターに短

も参加しました。いままでに読ん

年に一度の“図書館まつり〟に

会してもらっています。

学をしてもらい、納得してから入

い感想とお薦めの一文を載せるシ

庫から新刊に出会えるのが最大の

から予約しています。この貸出文

熊谷図書館の
「貸出文庫新着案内」 だ 冊の本の一覧表を壁面に掲示

薦本が集められないときは、県立

きることです。会員の希望する推

は、全員で同じ本を同時に手にで

長く読書会が続けられた理由

野に興味が持てる喜びは醍醐味で

山で有名。町では、ぶどうとワイ

ブックスタートでの絵本の読み

ステムもスムーズに回転するよう

ンが名産。早池峰神楽は１９７６

聞かせや、町内の保育園２園に年

す。時事話題も飛び交い、午後２

で発表、高校生ボランティアの活

きることを、できるときに自主的

２回訪問し、小学校３校へは朝読

時～４時の２時間があっという間

年、国の重要無形民俗文化財に指

に活動をする」をモットーとして

書で月２回、
放課後教室で月２回、

になりました。入会希望者には見

躍が目立ちました。地域のイベン

います。そして、地域住民が読書

本や大型紙芝居の読み聞かせに出

に過ぎていきます。

定され、２００９年にユネスコの

に親しみ豊かな人間になるため

かけています。紙芝居を見た子は

年発表しています。

に、地域で読書環境作りの一環と

たんぽぽの会は「だれにでもで

して図書ボランティア活動を行っ

大型の絵におどろき、方言による
読みに聞き入り、自分もやってみ

地域の文化遺産「早池峰神楽」を
読み聞かせで紹介

ト「大迫宿場の雛まつり」でも毎

員となっていて、一緒にボラン

50

代表者
岩手県花巻市
〈推薦〉
岩手県読書推進運動協議会

20

無形文化遺産に登録されました。

花巻市大迫町は、岩手県のほぼ

10

⑴
30

てきました。
２００５年５月、町内の有志で

忙しい会員同士ですが、ときに

し、その本を陳列しました。

93

70
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は食事会を開き、好きな本の話か
ら時事話題へとおしゃべりを楽し
活動場所は、図書館・公民館・

ています。

と、
それは、
いわゆるロングセラー

ます。その場面にあった生地を選

制作には、古い着物をよく使い

たりするたびに、子どもたちの歓

生会をしたり、魚釣りで魚が釣れ

目では、
「地雷よりもお花をくだ

桂川町の図書館まつりの第１回

の作品も大切にしたいということ

た作品は、
紙にはないあたたかさ、

声があがります。

かかわる私たちは、それについて

です。
年間膨大な書籍が出版され、 び縫っていきますが、できあがっ

高齢者施設など。実施先で出会っ

み、
心のオアシスとなっています。 保育園・幼稚園・小中学校・書店・
とくに最近は天災も加わったりで

やさしさが感じられます。

さい」をヒントに、来場者がタペ

いくだけでも、たいへんな労力で

また、作品は出版社より制作許

た喜ぶ顔を励みに、小さな活動を

ストリーに一針ずつ入れる「一針

暗い悲しい事件が重なる時世です

体験」を実施し、丘を走る子ども

が、こけむす杜にりんとかすかな

可をいただき、原本に忠実に制作

の周りに、コスモスの花を咲かせ

す。その中で、取捨選択をし、か
つ、長い間読み継がれてきた本の

しています。２０１７年に絵本作

続けてきました。
もっとも大切にしていることは

家のきむらゆういち氏が講演に来

鈴の音が感じられるような「読書

価値も確実に伝えていきたいもの

ました。以降、毎年課題を決めて

です。それが、私たちの務めでは

られたとき、われわれが制作した

年前から参加している「ふくお
演に持っていってよいですか」と

もうすぐ１万人を越えます。
また、

あわせて、一針体験の参加者は、

か“きずな〟フェスティバル」と

こ』をプレゼントしました。
「講

ないでしょうか。

西岡貴代子

布の絵本のほかに布遊具も制作

たいへん喜んでいただきました。

た干支のストラップ」はたいへん

しており、お菓子の家、魚釣り、 参加者へのプレゼント「布で作っ
的あて、ケーキ、ボウリングなど

人気があり好評です。

このたび、第 回「手づくり布

の作品があります。ケーキでお誕

い、おはなし会で読み聞かせを実

アター、タペストリーの制作を行

れぞれ絵本への思いがあります。 本やパネルシアター、エプロンシ

優秀作品）
」に選ばれました。

るとかに』が「織物のまち大賞（最

実行委員会主催）において、
『さ

の絵本全国コンクール」
（桐生市

育ってきた背景や年代が異なれ

「布っ子」は、桂川町立図書館の

布の絵本制作ボランティア

〈推薦〉
福岡県読書推進運動協議会

福岡県嘉穂郡桂川町

代表者

布の絵本制作ボラン
ティア「布っ子」

タペストリーを制作しています。

と」
。紙芝居あり、
パネルシアター
あり、エプロンシアターあり、工

たいと思います。
８年もの長い間続いてきたの
作ありと、いくつかの分野を組み

が浮上します。でも、
「おもしろ
かった」とか「もう一度読んで」
の声に押されて、子どもたちのニ
コニコ顔に出会うときが、いちば
んの喜びです。平成から令和へと

３冊の布の絵本より『いいこいい

会 杜りん」を今後も続けていき 「絵本本来の味わいを共有するこ

も、担当の司書の方はじめ職員の
あわせて実施しています。

寛子

「本選び」には、いろいろな悩み

方々のご協力の賜物と感謝するば
かりです。

堀口

絵本読み聞かせの会
ぐりとぐら
代表者
岡山県赤磐市

時代が変わっても、心に響く１冊
を届けていきたいと思います。

ば、選ぶ絵本にも差が生じるのは

手づくり布の絵本全国コンクール

年、公民館講座を受講した４人で

〈推薦〉
岡山県読書推進運動協議会

はじまりました。
「本が好き」
「絵

んでもらった幸せ」に端を発し、 集まって「忘れられている昔ばな

活字ばなれの昨今だからこそ、「読

制作は月曜日から金曜日の 時
践しています。

そんな思いから、第一歩を踏み出

から 時まで。自分のできる範囲

14
１冊を手にとってくれたら、これ

現在の構成員は６名。月１回の 「つぎは自分で読んでみよう」と

い」という想いで活動をはじめた

しのよさを子どもたちに伝えた

しさを伝えるため、仲間たちと活

めに布の絵本のあたたかさ、やさ

たが、子どもたちの読書推進のた

会員も次第に高齢化してきまし

で、
無理をせず活動をしています。

定例会で、絵本や音楽その他の情

間にわたり、
活動を続けています。

動を続けていきたいと思います。

ことをきっかけに、発足以来 年
読み聞かせを続けていて思うこ

以上うれしいことはありません。

の布の絵本講座終了後に、有志が

しました。

高齢者たちの笑顔です。 「布っ子」は、公民館図書室主催
ながるワクワク感を届けたい」
、 どもたち、

当然です。が、出会いたいのは子

ボランティア団体として、布の絵

11

本を通じて子どもたちに未来へつ

取り組むひとりひとりには、そ

布の絵本・おもちゃのやさしさで
子どもと本を結ぶ

16

私たちのグループは１９９８

10

報交換や、さまざまなおはなし会
に向けての話しあいや準備を行っ

20
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２０１９年

月

日 ㈫、 公 益 社 団 法 人 読 書 推 進 運 動 協 議 会
回 こどもの読書

の 「こ ど も の 読 書 週 間」 お よ び 「読 書 週 間」 標 語 選 定 事 業 委 員

保科 寛さん（中央社）

・読んで、遊んで、またあした。

天野 耕平さん（講談社）

・だれでもいつでも主人公

回 読 書 週 間」の 標 語 が 決 定 し ま し た。

名 ） が 開 催 さ れ、「 ２ ０ ２ ０ 第

週 間」と「２ ０ ２ ０ 第

会（出 席

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１６４７点。うち

■佳作（図書カード２千円） 点

点を選考対象としました。第
回「読書週間」標語の応募総数は

選定委員会では「こどもの読書

・本の表紙は まほうの扉 ほか

・きょうの一冊、どれにする？

・ひとりで行けるよ！ 本の旅。

本とあそぼっ！

・あそぼ！ あそぼ！

週間」標語、
「読書週間」標語の

となりました。

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り、推 【第 回 読書週間 標語】
薦の弁などを加えて、最終的に各

・ラストページまで駆け抜けて

■入選（図書カード１万円）１点

■次点（図書カード５千円）３点

野呂美由紀さん（中央社）

委員の一票投票によって、入選作
品を決定しました。

・この１冊に出会えた幸せ

ご応募されたみなさん、社内の
応募作をとりまとめいただいた会

藤本 由美さん（日販）

■佳作（図書カード２千円） 点

五十嵐敏夫さん（トーハン）

・読むは一瞬、感動は一生

大嶋 一範さん（小学館）

・ページをめくる、私が変わる

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】
■入選（図書カード１万円）１点
・出会えたね。

・あの日、あの時、あの一冊

とびっきりの１冊に。
阿見 信子さん（トーハン）

・終わりのない旅 読書の旅
・栞から 今日も広がる 別世界

・あなたを待ってる 本がある

■次点（図書カード５千円）３点
たくさん知ってる

事 務 局 報 告（ 月）

74

62

12

・５日＝「造本装幀コンクール実行委員
会」に出席
・９日＝第 回サントリー学芸賞贈呈式
に出席
☆９日＝機関紙『読書推進運動』 号入
稿
☆ 日＝「２０１９年度 全体事業委員
会」および「第 回 こどもの読書
週間標語選定事業委員会」
「第 回
読書週間標語選定事業委員会」開催
☆ 日＝機関紙『読書推進運動』 号責
了
・ 日＝日本児童図書出版協会「年末感
謝の会」に出席
・ 日＝「上野の森 親子ブックフェス
タ」運営委員会に出席
・ 日＝とよたかずひこさんより「子ど
も読書の日ポスター」イラスト受け
取り
☆ 日＝機関紙『読書推進運動』 号出
来
・ 日＝プラス・アイに「子ども読書の
日ポスター」デザイン依頼
・ 日＝第 回 野間文芸賞ほか贈呈式
に出席
・ 日＝講談社社長室会に出席
・ 日＝日本書店商業組合連合会「出版
販売年末懇親会」に出席
・ 日＝「子どもの読書活動推進に関す
る代表者シンポジウム」に出席
☆ 日＝「第 回 こどもの読書週間」
ポスターについて杉浦康平事務所と
打ちあわせ
・ 日＝とよたかずひこさんと「子ども
読書の日ポスター」について打ちあ
わせ
☆ 日＝「若い人に贈る読書のすすめ」
リーフレット年内発送分受付締め切
り
・ 日＝「図書館を使った調べる学習
コンクール」
（図書館振興財団主催）
審査会に出席
・ 日＝とよたかずひこさんと「子ども
読書の日ポスター」について打ちあ
わせ
62
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２０２９点。うち 点が選考対象

74 471

625

625

625

10

10

11

12

11

12
501

・大人より、ぼくのほうが、

ほか

ひ・と・こ・と

●編集部＆事務局の

●新年あけましておめでとうござい
ます。
●昨年末に、近くの図書館へ行きま
した。
カウンター前には
「本の福袋」
。
読書週間・こどもの読書週間の行事
報告で知ってはいましたが、実物を
目にするのは、なんとはじめて。こ
れは借りてみなければ！
●大人用と子ども用、それぞれテー
マが表示された紺色の紙袋には、図
書館スタッフが選んだ本が３冊入っ
ているとのこと。子ども用は学年別
にさらにわかれていたようですが、
私が見たときにはほとんど借りられ
ていて、細かい区分がわからず。い
ちばん気になったテーマは、子ども
用の袋だったのですが、子どもの読
書の芽を摘んではいけないと自重
し、年齢相応の袋から選ぶことに。
●テーマはわかっているけれど中身
は不明のものを選ぶのはむずかし
く、悩むことしばし。結局、干支に
ちなんだ「ねずみ」の袋を借りるこ
としてカウンターへ。ん？ 中身が
見えない状態でどうやって貸出の処
理をするのかな？ と思っていたら、
福袋に入っている本のバーコードリ
ストが登場。これは行事報告ではわ
からないワクワクです。
●本を読む楽しみはもとより、選ぶ
楽しみ、聞く喜び、本がある場所で
過ごす安らぎなどなど、読書の味わ
いは多種多様。
機関紙という性質上、
本紙面ではむずかしいのですが、特
集ページやこのコーナーで、みなさ
んと読書のワクワクを共有できるよ
うに心がける一年にしたいと、思い
ます。
（伸）

《ホームページ》http://www.dokusyo.or.jp
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李 佳欣さん（講談社）
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標語決定！

2020 第 62 回
2020 第 74 回
「こどもの読書週間」
「読書週間」
出会えたね。
とびっきりの 1冊に。 ラストページまで駆け抜けて

