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子どもと本をつなげる多彩な取組
伊藤忠記念財団
子ども文庫助成選考委員長

は、幼稚園・保育園・小学校

などでのおはなし会の後、読

んだ本を一定期間教室に置い

てくるという方法です。実演

グループは通常、子どもたち

がいる場所に出向き、読み聞

かせなどを行い、物語を楽し

んでもらいますが、そのとき

ター、紙芝居などを使い、学

団は、
１９７４年に設立され、 は、読み聞かせやパネルシア

子どもを対象に活動されてい

申請の内容からは、各地で

このように申請されたグ

をみることができます。
毎週、 ちが楽しむことができるのだ

行われているいろいろな活動

ループは、子どもと本をキー

後も紹介された本を子どもた

す。この「置き本」は、その

だけになる可能性がありま

校や図書館、保育園などに出

る文庫だけでなく、お母さん

なってしまいます。

翌１９７５年から子ども文庫

向いて活動する多くのグルー

もリラックスして過ごせ、マ

のと思っていました。申請で

助成事業を行っています。子

プからの応募に戸惑ったこと

公益財団法人伊藤忠記念財

ども文庫助成は、子ども文庫

を覚えています。

と思います。

の活動だけでなく、読み聞か

ワードにいろいろな活動を繰

ども読書活動費助成、③子ど

購入費助成、②病院・施設子

庫助成事業は、①子どもの本

書普及事業があり、子ども文

子ども文庫助成事業と電子図

れた読み聞かせなどがありま

や、ギターなど音楽を取り入

大きな場所を想定したもの

居の舞台、ペープサートなど

みると、大型絵本、大型紙芝

演グループなどの申請内容を

プからは５４・２％です。実

現在、記念財団の事業は、 読み聞かせなどの実演グルー

動するグループもありました。 もに、街の読書への取組につ

とに本も読んでもらおうと活

活 動、子ども 食 堂で食 事のあ

学への関心を高めようとする

ループもありました。
また、
科

施設で読み聞かせをするグ

ビスや小児病院・子育て支援

動、障がい児放課後デイサー

弱視の子どもたちへの活

のか、個々の活動の充実とと

りとその役割を果たしている

図書館や学校図書館がしっか

の取組が大切です。市町村立

成長を育むためには、街全体

の出会いをとおして子どもの

グループもありました。本と

もの本の勉強会を続けている

り広げています。また、子ど

もの本１００冊助成、④子ど

した。子どもたちに物語の楽

文庫からの応募は２３・３％、 庫もありました。

２０１９年をみてみると、 マ会に使ってもよいとする文

せグループなど、地域で子ど
もと子どもの本をつなぐ活動

も文庫功労賞の４つの柱で構

も支援しています。

成されています＊。

に、独自の工夫をされている

と思います。

いても目を向けてもらいたい
委員を務めていますが、
当初、 切なことですが、大きな場所

グループもありました。
「置

＊
https://www.itczaidan.
（伊藤忠記念財団ＨＰ）
or.jp

子どもと本をつなげるため
では、子どもたちの表情がわ

き本」という方法です。それ

しさを知ってもらうことは大
子ども文庫助成ということ

かるのだろうかと少し心配に

私は、２０１６年から選考

で、文庫からの応募が多いも

《ホームページ》http://www.dokusyo.or.jp
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★伊藤忠記念財団子ども文庫助成先決定
（2･3 頁）
★
『2018年度全国読書グループ総覧』
6月刊行へ
（5 頁） 定価 60 円

2 0 2 0 年2 月1 5 日

読 書 推 進 運 動
第 627 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〉

伊藤忠記 念 財 団
子ども文 庫 助 成 事 業
助成贈呈 先 決 定
公益社団法人 読書推進運動協

◆子どもの本購入費
助成先一覧（ 件）

福島県 読み聞かせボランティア

岩手県 ほっぺの会

京都府 きのこ文庫

京都府 梟文庫

兵庫県 ろっこう紙芝居サークル

兵庫県 はちみつ文庫

楽しむ会

大阪府 みさき絵本とおはなしを

絵本を

弱視の子どもたちに

大阪府 ＮＰＯ法人

茨城県 おはなしキラキラ

おはなしポケット

図書購入費用（児童書、絵本
栃木県 壬生町子育て支援
栃木県 きらめき～煌～

グループ「ポケット」

など）および読書啓発活動につ
ながる実演のための購入費用（紙
芝居、人形劇、パネルシアター
助成額の半額 万円までを読書

埼玉県 ジュニアボランティア

など）として一律 万円を助成。 栃木県 しもつけブックベリー

奈良県 こども図書室

議会が公益財団法人 伊藤忠記念

和歌山県 マメ子 おはなしの会

佐賀県 江北小学校親子読書会

ピース

アメリカ そらまめ文庫

「アリス」

イギリス トテナム文庫

大分県 読み聞かせグループ
徳島県 いちご文庫

オーストラリア 南十字星文庫

広島県 親と子の本の広場

岡山県 涌谷 敬子

ぐるぽぽ

兵庫県 おはなしグループ

啓発に関連する講演会・研修会

ぴょんぴょん

グループ はっぴぃー

の開催費や参加費、および備品

ブッククラブ
読み聞かせボランティア

千葉県 長生村

埼玉県 ＷＩＬＬおかべ

応募受付などを行っている
「子ども

財団から委託を受け、
募集、
および
の購入（書架・ブックコートフィ
パネルシアターの舞台など）に
使用できます。

東京都 東小ＰＴＡサークル

香川県 コットンツリーの会

あいいく館

いる、
民間の文庫や実演団体、連

くるまざ

高知県 認定特定非営利活動法人

くりくりブック

模法人、
公共機関などは対象外）
。 神奈川県 いずみ文庫

絡会などが対象（営利法人、
大規

チョコリラ

子どもたちの読書啓発を行って

実質的に草の根運動と見なされる

新潟県 新潟アニマシオン研究会

北海道 えにわゆりかご会

北海道 絵本と音楽 ゆうみつ

岐阜県 読み聞かせボランティア

長野県 おはなしバケット

イワタニ文庫
（滋賀県）

この助成事業は、伊藤忠記念財
団が子どもの読書についての啓

個人・団体であること、３年以上

協議会では、
各道府県読書推進運

北海道 家庭文庫じゃんけんポン

静岡県 しろやま読み聞かせ

費用として一律 万円を助成。障

活動につながる実演のための購入

に、図書購入費用および読書啓発

子どもの本購入費助成と同様

活動費助成先一覧
（３件）

◆病院・施設子ども読書

イギリス たまごクラブ

こども文庫

オーストラリア パース

発、指導に関する民間の有益な活

の活動歴があり、今後も継続した

動協議会、
都道府県立図書館を通

青森県 出崎 真里

クラブ

高知こどもの図書館

動の目的達成のために行ってお

山梨県 都留市

神奈川県 絵本カフェ・

り、今年度で第 回、助成件数は

石川県 くまっこ隊

２４０２件となりました。
伊藤忠記念財団では２０２０年

読み聞かせボランティア

じ、
全国の公共図書館へ３月中に

青森県 おはなしサークル

滋賀県 イワタニ文庫

度も同助成を実施。読書推進運動

募集要項を配布します。
文庫や実

虹色の会

『こぶたの会』

演団体への周知をお願いします。

岩手県 たんぽぽおはなし会

ひだまり

２０２０年度の応募期間は、４
月～６月を予定しております。

布の絵本や点字絵本などバリアフ

書支援機器などの購入、および、

がいを持つ子どもたちに対する読

30

す。

活動が見込まれることが必要で

子ども読書活動費助成含む）
。

123

45

親と子の本の広場あいいく館
（広島県）

46

30

。 ルムなど書籍管理備品、紙芝居・
成贈呈先が決定しました
（計 件）

15

文庫助成事業」
の２０１９年度助

100

本年度の応募件数は、子どもの

69

本購入費助成 件、子どもの本
70

冊助成 件の計 件（病院・施設
53
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リー図書作成のための費用も含ま
大阪府 こもれびカフェ×

大阪府 いまふくこども文庫

でに 名に贈られています。

１９８４年の第１回以来、昨年ま 「こどもと本ジョイントネット・

ました。
「ジョイントネット・ 」

ピ文庫」を開設。ご夫妻が持ちあ

に、
１９８４年に苫小牧市で
「ピッ

上田さんはお連れあいととも

読書活動の推進に寄与していると

の活動があり、県全体のこどもの

の中心には「みやの子ども文庫」

ど、高い評価を受けています。そ

して文部科学大臣表彰を受けるな

わせていた絵本や児童書、福祉・

の２名です。

（北海道）
、
山本安彦さん（山口県） は子ども読書活動優秀実践団体と

本年の受賞者は、上田正一さん

・山口」の設立へとつながり

れます。こちらも、助成額の半額
えほんとごはん
大阪府 この指とまれ

万円までを、講習会の開催費や

参加費および備品の購入に使用す
兵庫県 おはなしぽけっと
福岡県 めぐみ文庫

《小学校中学年向け》７件

子ども文庫助成、子ども文庫功

言えます。
してほしいとの思いからはじめら

教育関係の図書を多くの方に利用
れたそうです。
１９９３年には
「苫

宮城県 七ヶ浜町
おはなしボランティア

京都港区の伊藤忠商事ビルにて行

小牧読み聞かせ文庫活動連絡会」 労賞の贈呈式は、３月６日㈮に東

「あゆみの会」

われる予定です。

と共通。活動歴は問いませんが、 愛知県 すずらん文庫

の設立を呼びかけ、市内の読み聞

あり、今後も継続した活動が見込

かせ活動の組織化を目指しまし
ほか、教育委員会にボランティア

佐賀県 家読姉

今後も継続した活動が見込まれる

イギリス ワイト文庫
ＪＣＳ日本語学校シティー校
「こひつじ文庫」

イギリス しらす文庫

《小学校高学年向け》１件

回の読み聞かせを実施。文庫を

学校などの依頼を受けて、年間約
利用する子どもたちの低年齢化に
あわせての育児支援や、地域の高
齢者への読み聞かせにも取り組ん
でいます。
山本さんは、１９８０年、山口
市の県営住宅集会所内に「みやの
「子ども文庫助成」プログラムの

子ども文庫」が中心となり、
「山

文庫を開いてきました。
「みやの

子ども文庫」を開設。以来、毎週
ひとつ。
子ども文庫を永年（ 年

◆子ども文庫功労賞

た。現在は、週１回の文庫開館の

一昨年度より、２０００年以降

登録をして、幼稚園や保育園、小

トにある図書と入れ替えることが
可能となっています。
《小学校低学年向け》 件

埼玉県 ふじみおはなし会
なっちゃんの本棚

埼玉県 子ども文庫

21

イギリス ＩＣＢＡ

に出版された図書を中心に同財団

オーストラリア

ほかの年齢向けセットと 冊リス

の一部（ 冊を上限とする）を、 韓国 ソウル友の会

れ、希望する対象年齢向けセット

あいうえん文庫

練馬春日町幼児教室

東京都 特定非営利活動法人

が選んだ 冊のリストも用意さ

ボランティア 桜会

石川県 石川県立中央病院

冊

大阪府 さわる絵本連絡協議会・
大阪

◆子 ど も の 本
助成先一覧（ 件）
対象年齢別に「小学校低学年向
け」
「小学校中学年向け」
「小学校

神奈川県 キッズ文庫

高学年向け」の３セットを用意。
セットはそれぞれ、同財団が選ん

長野県 キラキラぱーく
愛知県 そよかぜ文庫

だ 冊の図書で構成されていま
す。助成対象は「購入費助成」
「病

150

12

60

150

40

院・施設子ども読書活動費助成」 滋賀県 山中比叡平子ども図書館

以上）にわたり運営してきた個

庫連絡会」が結成され、この流れ

口市文庫の会」
「山口県子ども文
献してきた方を顕彰する賞です。 は２０００年「子ども読書年」の

人で、
子どもの読書啓発活動に貢

20

20 100

21

79

はじめのいっぽ春日町

ことが必要です。

まれることが必要です。

されること、３年以上の活動歴が

外）
。実質的に草の根運動と見な

大規模法人、公共機関などは対象

体または個人が対象（営利法人、

啓発活動を行っている民間の団

などの子どもたちに対して、読書

病院、障がい児施設、養護施設

大阪府 もみの木文庫
いちご文庫
（福岡県）

ることができます。

15
100

2020 年2 月15 日
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回 新風賞」贈賞式

ラーとなった。

地域にこだわったテーマの出版を

存在したので 万字くらいかけ

図書が主力の異色の出版社、ジャ

カラとアフリカ人がボコボコに

化賞」
は
『
「舞姫」の主人公をバン

を刊行した有斐閣が受賞した。

はどこから来てどこへ行くのか』

書籍を刊行した柏書房と『社会学

■ブラチスラバ世界絵本原画展

日本・スロバキア交流 周年の年に
『もみじのてがみ』が受賞！
１月 日㈫、東京都港区のスロ

家で構成され、グランプリ１名、
ブラチスラバ世界絵本原画展（Ｂ

み』（小峰書店）
が金牌に選ばれた。

出。きくちさんの『もみじのてが

金のりんご賞５名、金牌５名を選
ＩＢ）
』贈賞式」が行われ、スロ

きくちさんは
『しろねこくろねこ』

評議会（ＪＢＢＹ）が国内選考会

ル。日本からは日本国際児童図書

ら推薦された絵本原画のコンクー

議会またはユネスコの各国支部か

ているＢＩＢは、国際児童図書評

を描きます。今回も何百枚も描き

の制作では）いつもものすごい数

「
（絵本
味かな？ と笑いを誘い、

ないのはもっとがんばれという意

かったというきくちさんは、金で

ダルを作ってくれたのがうれし

んが、今回お祝いに折り紙で銀メ

前回の受賞時に生まれた息子さ

金のりんご賞を受賞している。

を実施し、出展画家と作品を選ん

Ｙ ホ ー ム ペ ー ジ（ https://jbby.
）をご確認ください。
org

スケジュールについては、ＪＢＢ

展」
国内巡回展が行われる。会場、

る「ブラチスラバ世界絵本原画

日本からの出展作品などを展示す

をはじめ、
本年のＢＩＢ受賞作品、

今年秋より、きくちさんの原画

もらいたい」と喜びを語った。

す。たくさんの方々に手にとって

びをわかちあえてうれしかったで

ました。編集者、デザイナーと喜

でいる。国際審査会は各国の専門

１９６７年より隔年で開催され

さんに贈られた。

シク大使より、金牌がきくちちき （学研プラス）で第 回のＢＩＢ

バキア共和国のマリアン・トマー

バキア共和国大使館で、
「
『第 回

100

■「第

律をイラスト入りで子どもにもわ

今回の受賞作は、
むずかしい法

今年の新風賞は山崎聡一郎著の
『こども六法』
（弘文堂刊）
全国各地方を代表する書店の
ネットワークである、書店新風会
かりやすく解説した
『こども六法』
。
著者の山崎聡一郎さんは「法律

主催の「第 回 新風賞贈賞式・
新年懇親会」が、１月８日㈬、東
は自分を守る武器になる」
「いじ

集めた。その後弘文堂が版元を引

京都新宿区のハイアットリージェ
にも法律を知ってほしい」という

き受け、買いやすいようあえて定

め・虐待をなくすために、子ども

贈賞式では、高須大輔 総務委
意図から、慶應義塾大学在学時に

価を抑え、昨年８月の発売から５

クラウドファンディングで資金を

回 梓会出版文化賞」贈呈式

決定した。
■「第

よい』『おそい・はやい・ひくい・

今回は独自の哲学を持って
個性的な出版を続ける２社が受賞
１月 日㈬、東京都千代田区の

たかい』２タイトルの発行がとく

」 に評価された。同特別賞には「本
化賞 贈呈式（主催＝出版梓会）
この賞は優れた出版活動を継続

新聞社・通信社の文化部長が選

続ける西日本出版社が選ばれた。

籍地のある本」と銘打ち、西日本

している中小出版社を顕彰するも

が開催された。

ので、今回は機械工学系の出版物

て紹介する本』
などのユニークな

パンマシニスト社が受賞。雑誌

する最高の小説の世界が明治に

からスタートし、現在は教育関係

『ちいさい・おおきい・よわい・つ

16

24

ンシー東京で行われた。
員長が選考経過を説明、 人の会
この本を企画。当初は私家版で出

『こども六法』企画の意図や刊行までの
道のりを語る山崎聡一郎さん
今回の受賞者・選考委員たちの
記念写真

50

ぶ
「第 回 出版梓会新聞社学芸文

20

補作を推薦し、上位 作品から、 したが、広く市販するにあたり、 か月で約 万部というベストセ

員書店の書店員が一人３冊ずつ候

649

10

27

きくちちきさん、スロバキア大使ご夫妻、
さくまゆみこＪＢＢＹ会長の記念写真

54

如水会館で「第 回 梓会出版文
35

14

54
35
15
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■「２０１８ 年 度 全 国 読 書 グ ル ー プ 調 査 」 報 告

集計作業完了！
『全国読書グループ総覧』は６月刊行予定です

、
「環境整備」
援」５４８（ 増）

、
増）
、
「実演Ｇ」１３１１（ 増）

、
「読書支
よりご回答をいただき、報告され 「文庫」４４２（１増）

214

県の図書館・類縁機関２００８館

たグループ総数は１万２３６４と

11

全国公共図書館協議会の全面的

なご協力のもと、２０１８年９月

80

～ 月にかけて、全国の公共図書

、
「友の会」１２７
２２６（ 増）

19

なりました。

40

館・類縁機関のみなさまにご協力

これまで「一般の本」グループの

、「連絡会」２２１（ 増）
。
「 子 ど も の 本 」 グ ル ー プ は （ 増）

827

いただきました「２０１８年度

活動の中心となっていた
「読書会」

〈
（ ）内は前回
９９１３（ 増）

調査との比較、以下同じ〉
。活動

全国読書グループ調査」の集計作

業が完了いたしました。編集部の

今回、グループ数が減少した子

どもの本の「文庫」と一般の本

たグループ発足年のデータを見る

が減少、
「実演Ｇ」とグループ数

102

別グループ数は「読書会」９１３

16

力不足のため、当初の予定より大

減）
、
「読書支

918

、「研究会」８３４（ 増）
、 の差がぐんと縮まりました。
幅に作業が遅れましたこと、お詫 （ 増）

庫」１１４１（
74

、
「文
「実演Ｇ」８０２９（ 増）

214

今回の調査は、各都道府県立図

144

び申しあげます。

、
「友の会」１３１
８２１（ 増）

、
「環境整備」 の「読書会」ですが、下記にあげ
援」７３７（ 増）

のグループは「文庫」１２５、「読

126

書館を通じて、都道府県下の公共

書会」１７１と、ともに新しいグ

54

図書館および類縁機関に、把握さ

ていますが、
「文庫」以外の活動

査・回答をお願いいたしました。 「実演Ｇ」が突出した数字を示し

、「連絡会」６８６（ 増）
。 と、２０１０～２０１８年に発足
れている読書グループについて調 （ 増）

また、学校やその他の施設で活動

編集部では、活動と発足年代の

ループが着実に誕生しています。

ほか、活動内容の重なり、活動場

２００８年度調査まで減少傾向

所の重なりの集計と分析も終え

グループ数も伸びています。

にあった「一般の本」グループは

しているグループについても、可

３６７８（ 増）と２０１３年度

352

能なかぎりの調査をお願いいたし

調査票への記入は、２０１８年

31

ました。

書グループ総覧』の編集作業を鋭

11

調査に続き今回も増加。しかし、 て、現在、
『２０１８年度 全国読

「子どもの本」グループ数と「一般

書推進運動協議会創立 周年記念

意進行中です。公益社団法人 読

11

10

月１日現在のものとし、回答期

の本」グループ数の差は６２３５

60

間は２０１８年 月１日～ 月

日とし、締め切り後に提出され

号として、今年６月に刊行を予定

とさらに拡大しています。活動別

しています。

たものも順次加え、最終的には

減）
、
「 研 究 会 」５ ８ ８（

87

グループ数は「読書会」１４３９

181

２０１９年９月７日をもって回答

を締め切りました。全国 都道府 （

47

（第三種郵便物認可）

339

「2018 年度 全国読書グループ調査」 活動内容別のグループ発足年代 ＊ ( ) 内は総数における割合
読
書
会
研
究
会
実
演
Ｇ
文
庫
読
書
支
援
環
境
整
備

友
の
会
連
絡
会

総数
全体 2017
子ども 847
一般 1362
全体 1141
子ども 803
一般 530
全体 7516
子ども 7212
一般 1257
全体 1053
子ども 1009
一般 390
全体 969
子ども 685
一般 519
全体 693
子ども 598
一般 206
全体 202
子ども 125
一般 121
全体 738
子ども 652
一般 208

～ 1959
34(1.7%)
6(0.7%)
32(2.3%)
5(0.4%)
3(0.4%)
3(0.6%)
10(0.1%)
10(0.1%)
4(0.3%)
6(0.6%)
3(0.3%)
5(1.3%)
7(0.7%)
4(0.6%)
5(1.0%)
0(0%)
0(0%)
0(0%)
2(1.0%)
0(0%)
2(1.7%)
3(0.4%)
1(0.2%)
2(1.0%)

1960 ～ 1969
86(4.3%)
16(1.9%)
75(5.5%)
20(1.8%)
10(1.2%)
11(2.1%)
28(0.4%)
28(0.4%)
4(0.3%)
21(2.0%)
20(2.0%)
11(2.8%)
7(0.7%)
3(0.4%)
5(1.0%)
4(0.6%)
3(0.5%)
1(0.5%)
4(2.0%)
1(0.8%)
3(2.5%)
18(2.4%)
9(1.4%)
10(4.8%)

1970 ～ 1979
308(15.3%)
63(7.4%)
260(19.1%)
84(7.4%)
47(5.9%)
42(7.9%)
232(3.1%)
219(3.0%)
55(4.4%)
166(15.8%)
158(15.7%)
67(17.2%)
98(10.1%)
54(7.9%)
72(13.9%)
13(1.9%)
10(1.7%)
5(2.4%)
7(3.5%)
4(3.2%)
6(5.0%)
87(11.8%)
71(10.9%)
28(13.5%)

1980 ～ 1989
477(23.6%)
152(17.9%)
358(26.3%)
181(15.9%)
121(15.1%)
88(16.6%)
785(10.4%)
750(10.4%)
162(12.9%)
242(23.0%)
234(23.2%)
81(20.8%)
206(21.3%)
120(17.5%)
141(27.2%)
34(4.9%)
26(4.3%)
21(10.2%)
10(5.0%)
8(6.4%)
5(4.1%)
129(17.5%)
109(16.7%)
53(25.5%)

1990 ～ 1999
375(18.6%)
188(22.2%)
243(17.8%)
272(23.8%)
202(25.2%)
123(23.2%)
1726(23.0%)
1668(23.1%)
295(23.5%)
240(22.8%)
232(23.0%)
69(17.7%)
236(24.4%)
160(23.4%)
133(25.6%)
109(15.7%)
95(15.9%)
30(14.6%)
50(24.8%)
32(25.6%)
34(28.1%)
143(19.4%)
134(20.6%)
37(17.8%)

2000 ～ 2009
462(22.9%)
291(34.4%)
223(16.4%)
381(33.4%)
289(36.0%)
166(31.3%)
3398(45.2%)
3271(45.4%)
505(402%)
243(23.1%)
237(23.5%)
97(24.9%)
302(31.2%)
249(36.4%)
122(23.5%)
336(48.5%)
299(50%)
84(40.8%)
86(42.6%)
56(44.8%)
45(37.2%)
283(38.3%)
265(40.6%)
52(25%)

2010 ～ 2018
275(13.6%)
131(15.5%)
171(12.6%)
198(17.4%)
131(16.3%)
97(18.3%)
1337(17.8%)
1266(17.6%)
232(18.5%)
135(12.8%)
125(12.4%)
60(15.4%)
113(11.7%)
95(13.9%)
41(7.9%)
197(28.4%)
165(27.6%)
65(31.6%)
43(21.3%)
24(19.2%)
26(21.5%)
75(10.2%)
63(9.7%)
26(12.5%)

優良読書グループの歩み

大音

由里

おはなしと人形劇の
「まざあぐうす」
代表者
栃木県鹿沼市
〈推薦〉
栃木県読書推進運動協議会

たのも、そのような行政の理解
ある対応の賜物だと思っていま
す。鹿沼市立図書館、鹿沼市生
涯学習課の方々には、とても感

トロル
代表者
岐阜県瑞浪市

渡辺

聖子

ています。また、小学校の公演終

物語の世界に入って遊ぶ楽しさを

の感動を届け、見た子どもたちが

おはなし・ワクワクドキドキの生

月、瑞浪市民図書館で幼児・児童

私たちの活動は、１９７４年２

子どもたちの夢のある心に響く

謝しております。

了後に、子どもたちに舞台裏を見

向けの「おはなしのじかん」とし

〈推薦〉
岐阜県読書推進運動協議会

学してもらい、人形を動かすなど

味わい、それをきっかけに本を読

はじめたころの参加者は息子た

てはじまりました。

いろいろ苦労もありますが、子

願って活動しています。

む楽しさを知ってもらえればと

す。
人形劇は、脚本・人形・舞台道

ちだけでしたが、
しだいに参加す

具・音楽もメンバーによる手づく

どもたちのキラキラと目を輝かせ

１９８４年、待望の新しい図書

りで、歌あり踊りありの、子ども

館が完成し、夏休みには館外へ出

る子どもが増えていきました。

ております。内容も、
「命の尊さ」 で「また来てね」という声に支え

て真剣に劇に見入る姿や、笑顔

や、「やさしさ」
「環境問題」など、 られて、子どもたちから元気をも

から大人まで楽しめる作品になっ

年に、
「人形劇サークルまざあぐ

子どもたちの宝ものになる
絵本を届けたい

大型絵本も選びましたが、近ごろ

は塾や習いごとで忙しいのか、幼

たいメッセージを盛りこみ、子ど

した。

くなど、私たちの活動も広がりま

かけて「こかげとしょかん」を開

い姿も見かけます。

膝の上で聞いている、ほほえまし

お父さんと来館し、お父さんの

児が中心です。

もたちの心の栄養となるよう心が
も、プロの作品を観て感性を磨

けて脚色しています。人形や舞台

月２回、隔週の土曜日午後２時か

現在トロルのメンバーは６名。

スマス会や、依頼があれば、児童

人形劇があります。図書館のクリ

トロルのもうひとつの活動に、

で、私たちもドキドキですが、子

をやっています。子どもたちは、 絵本とは違うナマの反応があるの

おもな活動は、人形劇をメイン

どもたちの笑顔がエネルギーの源

館や学童保育所へも出かけます。
もたちの想像力を育み心豊かにな

なぞなぞが大好き。大人が思いも

です。

ら３時まで、絵本、紙芝居、ストー

るような作品を選んでお話しして

なぞ博士もいます。

つかない迷答？ に大笑い。なぞ

リーテリング、手遊び、なぞなぞ

公演場所は、小学校・図書館・保

います。おかげさまで、子どもた

き、心をこめて製作し、演じてい

育園・幼稚園・福祉施設・イベン

ちはもちろん、大人の方々にもと

にパネルシアターやスライド絵本

トなどで、年間 回以上、上演し

などを使った《おはなし会》です。 ます。人形劇以外の作品も、子ど

「まざあぐうす」の人形劇は
子どもにも大人にも大人気！

現在は、ほとんどのメンバーは入

らって活動しています。

うす」という名前で、 代の働く

私たちのグループは、１９８１

の《人形劇講習会》も行っていま

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）

⑵

若者たちによって発足しました。 楽しいなかにも子どもたちに伝え

20

れ替わり、 ～ 代の女性のメン
60

バーで活動しています。

40

小学校や図書館の公演は、鹿

で、絵本は数冊準備し、季節感の

どもたちの年齢もさまざまなの

以前は小学生の参加もあり、子

求めがちです。こんな時代である

便利な品物があふれ、すぐ答えを

いまは、パソコンやＤＶＤなど

ています。そのほかに、毎週土曜
本や紙芝居の《読み聞かせ》
、依

沼市からの委託事業になってお

ても好評です。

頼があれば、読み聞かせやパネル

ります。いままで続けてこられ

ある本や、
身近な生物や植物の本、 からこそ、絵本の役割は大切だと

シアターの《講習会》なども行っ

日に鹿沼市立図書館粟野館で、絵

40
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子ども時代に出会った本は宝も

考えます。

のを、映像や効果音を用いて上演

手たちの会副理事長）との出会い

ずきの会主宰、ＮＰＯ法人 語り

フルタイムの仕事を持ちながらの

び、
関連絵本の紹介もしています。 います。メンバーのほとんどが、 の体験を朗読劇や紙芝居にしたも
絵本の会が終わったら手づくりの

お招きして素話を学びたいと、実

ました。その後、ぜひ君川さんを

があり、素話の魅力にとりつかれ

ました。被爆者の高齢化で、当時

活動は、
厳しいときもありますが、 しています。今年度で 回になり
これからも、見えないものを大切

の。読書は種まきに似ています。 おやつを食べて、そのあとは季節
の折り紙、工作、ときには庭でバ

行委員会を立ちあげ準備を進め、

将来、どんなふうに育ち、どんな

２０１８年の４月に実現すること

のことを聞くことがむずかしくな

ができました。それをきっかけに

にして、子どもたちへ１冊でも多

世代に語り継がなければという使

素話に挑戦する仲間が増え、君川

くの絵本を届けられるよう、がん

命感をもって参加しています。上

ウムクーヘンを作ったり、餅ちつ
ばっていきたいと思います。

演後、子どもたち一人ひとりから

きをしたりします。
５月は、
「木かげ絵本の会」
。境
内の桜の木の下で絵本の会をしま
す。ときに、車の音に邪魔されな

ワールドを目指しているところで

縄おはなし交流会」に毎年参加し

うと、２０１５年より「九州・沖

また、自分たちの力量を高めよ

仲間どうしの連携を深めるため

成講座」に参加し学んでいます。

り、市主催の「読書サポーター養

本の読み聞かせの手法を研修した

すめ本の紹介や選書のしかた、絵

典子

素話のよさにふれ、よい学習の場

鍬

感想がよせられ、微力ながらも続

深江おはなし
ネットワーク
代表者

２００９年、深江町内３つの小

になっています。２０１７年の熊

年に数回、仲間がよって、おす

す。

花を咲かせるのか楽しみです。
私たちの活動を若い世代に引き
継いでいくのが、いまの課題と
なっています。

おひさま文庫
がらも、緑のなかの絵本の会は、
いつもと雰囲気が違って、子ども

学校の保護者が、子どもたちが落

本大会では君川みち子さん（ほお

甲子

ブラックシアター、ペープサート

ち着いた学校生活をおくるための

土肥

などなど、夜ならではのメニュー

読書環境をつくりたいとの思いで

代表者

月にスタートしました。会場は、 で楽しみます。このときは、ふだ

読み聞かせ活動をはじめたことを

仲間と確認しあっています。

んの会には来られない子どもたち

機に、
「深江おはなしネットワー

長崎県南島原市

やお父さん・お母さんで社殿が

ク」が発足しました。小学校での

たちも元気いっぱいの声を返して

いっぱいになります。絵本の会の

朝の読み聞かせを中心に、赤ちゃ

おひさま文庫は、２０１１年
主人が宮司を務めている神社の社
務所の一室です。

くれます。

あとは、真っ暗な神社を一回りす

んおはなし会、ブックスタート、

の絵本の会です。
社殿で大型絵本、

〈推薦〉
長崎県読書推進運動協議会

代表の私は、竹原市内で地域文

る肝試しが待っています。高学年

９月は「お月見絵本の会」
。夜

庫を 年近くしていました。吉名

の男の子がおばけ役になり活躍し

〈推薦〉
広島県読書推進運動協議会

町に引っ越してきて、地元でもぜ

ひとつは、８月９日（原爆が落と
された長崎は、毎年その日を県下

築いていきたいと願っています。

で、人生を豊かにする読書の礎を

せな時間を共有したりすること

もに想像の世界を楽しんだり、幸

読み聞かせの活動を通じて、と

きたいと考えています。

やペープサートなどを制作してい

ル」に向けて、手づくりの紙芝居

で行われる「おはなしカーニバ

が参加する図書館まつりや、市内

今後も、たくさんの子どもたち

たりしています。

の本や子どもたちの反応を交換し

り、グループラインで読み聞かせ

に定期的におたよりを発行した

ひとも文庫を開きたいという思い

月はクリスマスで盛りあがりま

私たちが大切にしている活動の

がらも、
何回もまわりたがります。 の幅が広がってきました。
このほか、 月は、ハロウィン、
す。

一斉に小中高の登校日として、平
庫のメンバーで吉名小学校
（現在、 和集会を行っている）の平和集会

２０１４年からは、おひさま文

２時から）です。内容は、絵本の

吉名学園）の朝読の時間に入って

への参加です。集会では、被爆者

読み語り４冊、紙芝居１冊、手遊

子どもたちに平和の尊さと
読書の礎を

老人施設での読み聞かせなど活動

当初のメンバーは、３人でした

ではじめました。
が、絵本の会に参加していたお母
さん方が加わってくれて、いまは
７人でがんばっています。

10

広島県竹原市

けていくことに意味があることを

りつつあることから、私たちが次

11

てくれます。子どもたちは怖いな

10

活動は、月１回（第４土曜日、

12

30
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■２０２０年 新 年 名 刺 交 換 会

出版クラブの「新年名刺交換会」
令和初の開催
するよう担当者とも話している」
と述べて、業界として積極的な施

１月８日㈬、東京都千代田区の
出版クラブビルで、出版関係者が
策を打っていく必要を述べた。
また海賊版対策では「リーチサ

一堂に会して、
「新年名刺交換会

（主催＝日本出版クラブ）
」が開催

なイベントがある年は本が売れな

ンピックの開催される年で、大き

は乾杯の挨拶で「今年は東京オリ

野間省伸 日本出版クラブ会長

出版インフラの構築、メディアと

力的なコンテンツの創出、新たな

でも、出版５団体の各代表が、魅

当日配布された出版クラブ会報

していく」姿勢を明らかにした。

は出版界として今後も厳しく対応

取り組んでいく決意を披露した。

課題の解決にスピード感を持って

益率改善など、業界のさまざまな

たなしの出版流通改革、書店の利

しての雑誌の価値の再評価、まっ

イトの規制を含め、著作権侵害に

いといわれているが、それを言い

事 務 局 報 告（１月）

ひ・と・こ・と

●編集部＆事務局の

20

された。参加者は 人。

訳にすることなく、いまから対処
■文部科学省 「 子 ど も 読 書 の 日 」 啓 発 ポ ス タ ー

☆８日＝機関紙『読書推進運動』 号
入稿
●遅れに遅れた、
「２０１８年度 全
・８日＝日本出版クラブの「新年名刺交
国読書グループ調査」の集計が、よ
換会」に出席
うやく終わりました。ご協力いただ
・８日＝書店新風会の「第 回 新風賞
いた、全国公共図書館協議会、図書
贈賞式・新年懇親会」に出席
館・類縁機関のみなさまには本当に
☆９日＝機関紙『読書推進運動』 号
お待たせしてしまい、申し訳ありま
校了
・ 日＝文部科学省にて「子ども読書の
せん。
本文にも紹介しましたとおり、
日」ポスターデータ入稿
今年６月、
『全国読書グループ総覧』
・ 日＝ブラチスラバ絵本原画コンクー
としてお届けいたします。
ル贈賞式に出席
●グループ数、発足年代、活動内容
☆ 日＝機関紙『読書推進運動』 号
と場所の関係など、集計しながらい
出来
・ 日＝「子ども読書の日」ポスターに
ろいろと考えさせられました。 年
ついてとよたかずひこさんと打ちあ
以上の歴史があるグループが減った
わせ
さみしさはありますが、
読書ばなれ、
・ 日＝出版梓会の「第 回 梓会文化
活字ばなれと言われるいまなお、全
賞 贈呈式」に出席
国で新しい読書グループが誕生して
・ 日＝「上野の森 親子ブックフェス
タ」について台東区、明正堂書店、 いることも事実です。本を読む楽し
国際子ども図書館に協力依頼
さ、本をだれかに届け共有する喜び
・ 日 ＝「 子 ど も の 読 書 推 進 会 議
は、世代・時代を越えて脈々と続い
２０１９年度 第２回幹事会」開催
ていくと、あらためて力をもらいま
☆ 日＝２０１９年度 第４回 常務理事
した。
会開催。２０２０年度事業計画案と
●ところで、時間切れとあまりにも
収支予算案を審議
・ 日＝「子ども読書の日」ポスターに
個人的な興味なのでまだ実行してい
ついてとよたかずひこさんと打ちあ
ませんが、今回、私がひそかに集計
わせ
したいと思っているデータがありま
・ 日＝講談社社長室会に出席
す。それは「読書グループ名人気ラ
・ 日＝「大震災出版対策本部運営委員
ンキング」
。
「読書会」「グループ」「ボ
会」に出席
・ 日＝「上野の森 親子ブックフェス
ランティア」「おはなしの会」
以外の、
タ」運営員会に出席
グループ名に使われている名詞のラ
・ 日＝「子ども読書の日」ポスターに
ンキングです。この調査と優良読書
ついてとよたかずひこさんと打ちあ
グループ表彰団体の印象からは、「ポ
わせ
ケット（ぽけっと）
」
「おはなしの木」
・ 日＝「上野の森 親子ブックフェス
タ」について日本図書普及、日本児 「ぐりとぐら」などが上位になると
童教育振興財団、日本書籍出版協会
ふんでいますが、いかがでしょう？
に協力依頼
『読書グループ総覧』を無事刊行し
☆ 日＝『２０１８年度 全国読書グルー
たら地道にやってみようと思います
プ総覧』
について太陽印刷と打ちあ
ので、興味のある方、こちらも気長
わせ
にお待ちください。
（伸）
「読売新聞社 新春懇親会」
に出席
・ 日＝

《ホームページ》http://www.dokusyo.or.jp
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名刺交換会恒例の獅子舞

文部科学省は、４月 日「子ど
も読書の日」
啓発ポスターを制作、
全国の公共図書館、
小中高等学校、
幼稚園などに配布しました。３月
下旬には日本出版取次協会の協力
で、読書推進運動協議会の「こど
もの読書週間」ポスターとあわせ
て、書店も配布される予定です。
ポスターは今年も、とよたかず
ひこさんの描きおろしイラスト。
キャッチフレーズは「きみの一冊
をさがそう！」
。大好きな本、心
に残る本を子どもたちに見つけて
もらいたい、そのお手伝いができ
る環境づくりへの期待と願いがこ
もったポスターです。

23

15

（8）

特別な一冊を探す旅を
子どもたちと楽しもう！

今年の「子ども読書の日」
ポスター
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