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「こどもの読書週間」によせて

子どもの力と全力で向きあう絵本
赤羽末吉生誕１１０年を迎えて

舞台装置家か画家を志した。

その後、旧満州に暮らし、日

本画家となったが、戦争です

べてを失う。戦後、どん底を

味わいながら、絵本画家を目

た『ももたろう』のおじいさ

あるとき、赤羽末吉の描い

を傾げるようなもの、思わず

思 議 な も の、 な ん で？ と 首

狗がいる。赤羽の絵本には不

りに逃げ出そうとしている天

れは子どもたちの理解する力

ざまな工夫を凝らしたが、そ

どもを見くびることなくさま

赤羽は絵本を描くとき、子

はそういうところにもある。

された余地、赤羽絵本の魅力

どもを楽しませよう、子ども

いう自らの体験をもとに、子

の美しさに魅せられた。そう

豊かな風景、雪と雪国の風俗

夢中になり、日本の湿潤で緑

に出会い、中国の庶民文化に

生の中で、大陸の広大な大地

の

んとおばあさんの顔色につい

笑ってしまうものなどがたく

を信じていたからこそだ。そ

し げ

て質問を受けた。ももたろう

さん描きこまれている。反対

かれたのが赤羽末吉の絵本な

うして描かれた赤羽絵本は、 の心に灯をともそうとして描

ば

が鬼退治に行くと言いだした

に、『鬼のうで』
の鬼の首や
『つ

深いテキストの読みと緻密な

あ か

歳で絵本界ヘデ

指し、アメリカ大使館に勤務

しながら

とき、ふたりは心配している

るにょうぼう』の鶴の行方な

赤羽茂乃

様子で、顔の色も土気色に描

ど、その結末が描かれないも

赤羽末吉研究家

かれている。きび団子を作る

ビュー。その起伏に富んだ人

おばあさんは白い顔に戻って

のだ。

ろうか。赤羽末吉は、ももた

わっているということなのだ

方がいざとなったら肝が据

たりする。
また、
描かれなかっ

り、不気味がったり、怖がっ

いち早く気づき、笑い転げた

と、 は て な？ と 思 う こ と に

なく描き込まれた愉快なこ

た。そういう義父の人生は、 れる。絵本原画の美しさとと

を感じさせるような人柄だっ

れでいて、つねに人生の厚み

やかで、ユーモアに富み、そ

反面、繊細で、シャイで、軽

の威厳のようなものがあった

夫の父親であり、父親として

美術館で赤羽末吉展が開催さ

術館や銀座教文館、静岡市立

を迎える今年、東京ちひろ美

に綴った。赤羽末吉生誕 年

を、
自著『絵本画家 赤羽末吉』

も尽きぬ人生と絵本の魅力

私は、赤羽末吉の、汲めど

考証に裏打ちされている。

ろうを案じるふたりの気持ち

た結末についても自分なりの

もに、子どもを楽しませるた

赤羽末吉は、私にとっては

のも多い。

の表現として、その時々で顔

想像力をもって、物語の行方

めの工夫を凝らした赤羽末吉

読み手の子どもは、さりげ

いるがおじいさんはまだ土気

色を変えて描いたのだろう

このような絵本の魅力と重な

色だ。ということは、女性の

か、というものだった。

りあっている。
想像力を膨らませるために残

な描き込みと、子どもたちが

に生まれ、若き日には作家か

江戸の香りを残す東京下町

物語を膨らますための細か

を考えてみるのだ。
んぐだいこ』の屏風には鼻を

には不思議な影が描かれ、『て

『かさじぞう』の地蔵の足元

低くされるのはごめんとばか

110

の絵本芸術を存分に楽しんで

いただきたいと思う。

《ホームページ》http://www.dokusyo.or.jp
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★臨時休校中の子どもたちへの読書推進
（５頁）
★第74 回「読書週間」
ポスターイラスト募集
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子どもと本をつなぐみなさんへ
現在、新型コロナウイルス感染拡大防止対策として、全国多くの小学校、中学校、高等学校が休校と
なっています。日常がぷっつりと断ち切られ、新しい一歩を踏み出す門出の卒業式の中止・縮小、一年
間ともに過ごしてきたクラスとの急な別れ、目標としていた大会や演奏会の中止、外遊びすら自粛を求
められるなど、子どもたちの閉塞感、不安感はどれほどでしょう。
こんなときこそ、子どもたちに読書をすすめ、不安を乗り越える力、生きる力を身につけてほしい。
ですが、地域によっては休館やサービスの縮小を余儀なくされる図書館もあります。おはなし会や作家
とのワークショップなどのイベントも、全国各地でつぎつぎと中止・延期となっています。みなさんの
負担も大きいのではないでしょうか。
それでも、いつもどおり、子どもたちと本をつないでください。そして、いつも以上に、ひとり時間
をもてあましている子ども、不安と不満のなかにいる子どもたちへ働きかけてください。子どもたちへ
どんな本を手渡したらよいかわからなくて困っている大人がいたら、相談にのってあげてください。本
を直接貸し出したり、集まってのおはなし会がむずかしくても、みなさんがいま、子どもたちに読んで
ほしい本、子どもたちが笑顔になれる本の情報を届けてください。
ふだん、おはなし会やブックトークの対象としていない年齢の子どもたちへの働きかけの参考とし
て、読書推進運動協議会では、この５年分の「若い人に贈る読書のすすめ」リーフレットをホームペー
ジに公開しています。また、全国学校図書館協議会のホームページでは、これまでの「青少年読書感想
文全国コンクール」課題図書や「よい絵本」「えほん５０」などのブックリストを見ることができます。
休館中やサービス縮小中の図書館での取組や、各地域での取組は、日本図書館協会のホームページや「う
ちどく .com」に順次掲載される予定です。
４月２３日からはじまる「こどもの読書週間」の標語は「出会えたね。とびっきりの１冊に。」です。
この長い春休みで出会った「とびっきりの１冊」を子どもたちが交換しあう、そんな週間になってほし
いと、私たちは願っています。
２０２０年３月１７日
公益社団法人 読書推進運動協議会
【参考サイト】
読書推進運動協議会（http://www.dokusyo.or.jp/）
＝過去 5 年分の「若い人に贈る読書のすすめ」リーフレット
全国学校図書館協議会（https://www.j-sla.or.jp/）
＝「青少年読書感想文全国コンクール」など各種課題図書と「よい絵本」「えほん５０」
ほかブックリスト
日本図書館協会（https://www.jla.or.jp/）＝全国の図書館から寄せられた取組情報
うちどく .com（http://uchidoku.com/）＝全国各地域の取組情報

５月３日㈷～５日㈷、東京都台

公益社団法人 読書推進運動協

東区の上野公園を中心としたエリ

17

●「２０２０上野の森
親子ブックフェスタ」
中止のお知らせ

と本をつなぐみなさんへ」と、過

アで行われる予定でした、絵本・

議会は、３月 日よりホームペー

去５年分の「若い人に贈る読書の

ジ上に上記のメッセージ「子ども

すすめ」リーフレットデータを掲

子ブックフェスタ２０２０」は残

児童書のイベント「上野の森 親

31

載しております。

念ながら開催を中止することとな

３月 日現在、新型コロナウイ

ルスをめぐる状況は刻々と変わ

主催３団体（子どもの読書推進

りました。

会議・日本児童図書出版協会・一

り、休館となる図書館も増え、学

般財団法人 出版文化産業振興財

校の休校措置も解除されるのかま

だ不透明な状態です。今年の「こ

関係者のみなさまの健康と安全を

どもの読書週間」はイベント開催

確保しつつ大規模イベントを開催

団）では、新型コロナウイルス感

こんなときこそ子どもたちに読ん

はむずかしいですが、みなさんが

でほしい本、家族で読んで笑顔に

することは困難と判断し、中止を

来場者・
これまでに培ってきた経験から、 染症の拡大が続くなかで、

なってほしい本、普段はなかなか

今年はブックフェスタ誕生の

決定しました。

例の本の謝恩価格販売に加え、人

読めない読み応えのある本などの

気作家の講演会やワークショップ

20

情報を、ホームページや自治体の

公益社団法人 読書推進運動協

などのイベントを例年以上に充実

きっかけとなった
「子ども読書年」

議会では、２０２０年の「若い人

させて準備を進めていただけに、

広報、生徒への配布物で積極的に

に贈る読書のすすめ」リーフレッ

主催者としてもたいへん残念で

制定から 周年ということで、恒

トの追加ご希望を承ります。図書

す。

発信していきましょう。

館、書店、休校中に生徒に配布を

来場を予定されていたみなさま

には、また来年の開催を楽しみに

お待ちくださいますようお願いい

たします。

ご希望の中学校・高等学校・大学

はご検討ください。

●読書推進運動協議会 事務局

info@dokusyo.or.jp
０３ ─５２４４ ─５２７１

Fax

■「第

回 読書感想画中央コンクール」

１月 日㈮、
「第 回 読書感想
画中央コンクール（主催＝全国学

ぼくは、
「たてる」をよんで、

今回の参加校数は５８３２校、
をかくのにくろうしました。人は

たくさんの人と、たくさんの車

から、文部科学大臣賞４名、優秀
うをつくっています。車はいまの

審査会では各都道府県代表の 点

こうじにじかんがかかって、よ

なっています。
○小学校高学年の部
ん（岩手県北上市立黒沢尻西小学

「ぼくの本の王国」長谷川友信さ

このえの中では、ジジー、バン

からくり本屋』
（フレーベル館）

・対象図書『モノ・ジョーンズと

もう少しゆっくりいられるともっ
といいのにと思っていました。
○中学校の部
「輝く 海風」福岡紀子さん（愛
媛県喜多郡内子町立内子中学校１
年）
・対象図書『南西の風やや強く』

「ノーレイン・ノーレインボウ」
田中ももさん

田中ももさん（愛媛県立今治工業

「ノーレイン・ノーレインボウ」

○高等学校の部
一番に描きたかったのは、鎌倉

多朗と伊吹の友情がまぶしく感じ

られました。光と相対するような
夜の海岸や星月夜天神での秘密の

新聞や手紙、兄からの最期の

メッセージを礎にしマレスケが自

みたくて、左下に二十歳のページ

す。大人になった伊吹たちを見て

やはりふるさとの海から吹く風で

いに共感し、文化の違いや固定観

等しく自由であるべきだという思

い物事に黙って従うのか。人間は

た。自分の力ではどうしようもな

念に縛られない様子を自分の裸足

で表現した。
『雨が降らなかった

しています）

（作画感想の表記は原文のままと

かけることなのだ。

役目は、この雨上がりの空に虹を

せてくれた雨が上がった。自分の

ら、虹だって出ない。
』兄が降ら

です。
モノも、
一つひとつの部屋に

がら、
この部屋でゆっくりしたい

ません。
ハンモックでねたりしな

中で、
ぼくは周りには気づいてい

ずっと本を読んでいます。
本に夢

きました。本棚には虫の本、怪人

「輝く 海風」
福岡紀子さん

を入れました。

後に、
「それどころではない」現 分のやるべき事を見つけ、一歩を
実に希望を抱かせてくれたのも、 踏み出す様子が強く印象に残っ

冒険も、とても印象的でした。最

・作画感想

に見守られ、三人は成長していき 高等学校２年）
（小
ます。私には、この海のように、 ・対象図書『マレスケの虹』
峰書店）

の光り輝く海です。ふるさとの海

・作画感想

（あすなろ書房）

「ぼくの本の王国」長谷川友信さん

二十面相やルパンの本を置いて、

う部屋がほしいかなと考えて、
描

転書架です。
ぼくだったらどうい

でたくさんの部屋が入れ替わる回

からくり本屋は、
ドアの向こう

・作画感想

バンバン、ゴゴゴゴーという音が

校５年）

るになってしまいました。だから

たが、新型コロナウイルス感染拡
大防止の観点より、残念ながら開
催中止となった。
このコンクールでは、絵だけで
はなく、同時に提出される「作画
感想」も選考対象として重要視さ
れている。今回の文部科学大臣賞
受賞作と作画感想を紹介します。

【第 回 読書感想画中央コンクー

ほん』
（福音館書店）

・対象図書『たてる：こうじのえ

晴さん
（大阪市立市岡小学校１年）

「大さかじょうをたてる」中野天

○小学校低学年の部

】
ル 文部科学大臣賞（４名）

31

した。

大さかじょうに、ひかりをつけま

「大さかじょうをたてる」中野天晴さん

本紙面で例年紹介している表彰

16

式は、２月 日㈮に予定されてい

選ばれた。

つくりかたです。

むかしのたてかたで、大さかじょ

応募作品は 万５０６８点。中央

か）
」の中央審査会が開催された。 いとおもいました。

大さかじょうをたてるえがかきた

31

校図書館協議会／毎日新聞社ほ

・作画感想

読書の感想を描くプロセスを
紹介する「作画感想」に注目！

31
31

賞８名、優良賞 名、佳作４名が

535

66
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■ちひろ美術 館 ・ 東 京

植物の写生をくり返し、いのちの

本『絵巻平家物語（一）～（九）
』
。

緻密な構想を重ねた、壮大な絵

本。膨大な資料と取材をもとに、

瀬川康男 没後 年
赤羽末吉 生誕 年の記念展示 開催
東京都・練馬区のちひろ美術館・
東京では、３月１日より「
〈没後
年〉瀬川康男 坦雲亭日乗 ─ 絵

『読書推進運動』 号別冊
『第 回 読書週間 行事報告一覧』
について

全国からたいへん多くのご報告

がまとまりました。

場合もある。小学校中学年・高学

図書館で開催されるおはなし会

雲亭」と名づけた古い家での生活

１９８２年に長野県に転居し、「坦

いばあ』で知られる瀬川康男が

こ の 展 示 で は、
『 いないいな

ブローを鑑賞できる。坦雲亭のア

境地に行きついた瀬川が描いたタ

基本形」
（
「坦雲亭日乗」より）の

まない 細胞の原型 これが世界の

形である あの無限に変化してや

乃さんが語った、赤羽末吉の人生

トリエを再現したコーナーには、 からひも解く。本紙巻頭で赤羽茂

本の原画やスケッチ、数々の資料

じぞう『スーホの白い馬』など絵

どった絵本作家への道を、
『かさ

ご紹介します。

内容を割愛した行事と内容説明を

ながら割愛しております。
以下に、 のぬいぐるみの様子（館内探検、

に、ぬいぐるみ持参で参加。おは

を記した日記
「坦雲亭日乗」
やノー

一気呵成に早描きした不動明王像

本への一本道」を開催する。同時
開催は「ちひろの花鳥風月」
。

拡大防止のため、ちひろ美術館・
東京は３月 日現在、当面の間、
示会期が変更される可能性もある
ので、再開館の予定なども含め、

賞画家賞受賞者である赤羽末吉の

●ちひろ美術館・東京 公式ホー

けている。

確認ください」と、同館は呼びか

公式ホームページで最新情報をご

「来館をお考えの方はかならず、

人生は、明治末から平成のはじめ

日本で最初の国際アンデルセン

までの、日本の絵本が発芽し大き

く花開いていった時代と重なる。 ムページ
https://chihiro.jp/tokyo

われた一部の行事の内容を、残念

図書館の概要や利用方法の説明

●一日司書／図書館の仕事体験

参加者が読み聞かせの実演をする

みが「宿泊」する。夜の図書館で

書架整理、おはなし会など）を撮

影し、写真やアルバムをぬいぐる

みを迎えにきた子どもへ進呈。「ぬ

いぐるみが気に入った本」
「ぬい

ぐるみがおすすめする本」を同時

務や書架の整理などを体験する。 に貸し出すこともある。

後、館内を見学し、カウンター業

なし会終了後、図書館にぬいぐる

トにつづられたことばを手がかり

また同館は瀬川康男展に続い
には、
「生誕 年 赤羽末吉展 絵

て、６月 日～９月 日（予定） 臨時休館すると発表している。展
22

裕がなくなり、多くの図書館で行

に、絵本原画、タブロー、スケッ
チなど約 点を展示する。

催は「いわさきちひろ 子どもの

愛犬や友人たち、近隣の子ども
たちとの交流から生まれた『ぼう
しあわせ ─

年の軌跡」
。

し』
『だれかがよんだ』など、温
かいまなざしで描かれた自作絵

12

110

そんな時代の中で赤羽末吉がた

2019 年の「読書週間」では、
「しおり」に
ちなんだ行事もたくさん行われました

80

瀬川康男 『 絵 巻 平 家 物 語 （ 三 ）
文覚』 ほ
( るぷ出版 よ
)り
１９８６年 個 人 蔵

31

21

26

なお、新型コロナウイルス感染

と絵本の魅力の重なりあいを確か

をいただきましたため、紙面に余

●ぬいぐるみのお泊まり会

第 回 読書週間 行事報告一覧」 年が参加することが多い。

『読書推進運動』別冊「２０１９

629

や観音像も展示されている。会期

「基本の形が見えてくる 白昼夢の

72

めることができる。

瀬川康男 『ぼうし』
（福音館書店）より
1983 年 ちひろ美術館蔵

は６月 日（予定）まで。同時開

れている。

73

110 10

と物語の間（あわい）
」が開催さ

10
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■いまこそ、 子 ど も た ち へ 「 と び っ き り の １ 冊 」 を ！

臨時休校中の子どもたちに読書のすすめ
佐川

二亮

─ 図書無料宅配や「家読」に取り組んだ公共図書館の志
家読推進プロジェクト 代表

も３月 日から 日に「子ども向
宅時間が長くなっている児童・生

け図書宅配サービス」を実施。在

組み、
「家読推薦図書 冊」リス

心と体と頭の体そう」事業に取り

といっしょに☆レッツトライ！～

んなときだからこそ つるのしん

徒の家庭に読書機会の確保と充実
を図ることが目的。１回 冊以内

トを作成し、「家読（うちどく）五・

七・五＆家読ポップ」募集に臨む。

。
ｂｏｏｋで発信（３月７日～ 日）

「＃うちどくしよう」と、Ｆａｃｅ

で貸出期間２週間。図書は職員が

「家読」推進に力を入れている栗

関東では足立区立江北図書館が

トも添えた。宅配便利用で、返却

図書館や地域のこども園がある。 「家族で読書登山」
記録リーフレッ

直接自宅に届けるシステム。返却

とくに緊急事態宣言下の北海道の

山町図書館も、子どもたちに安

習慣に読書習慣を結びつけようと

型コロナウイルス感染拡大防止の

は図書館再開後に持参。

心・安全な読書環境を提供しよう

内に「家読コーナー」を設置して、

施設アリーノ地域図書室では、館

川崎市有馬・野川生涯学習支援

根室市図書館は３月５日から

ホームページで「家読のすすめ」

に要する費用は利用者負担。

ため、３月２日から春休みまで全
図書館は敏感な動きをみせた。

●無料宅配に取り組んだ図書館

と、子ども向け図書宅配サービス

日（４月５日まで延長）まで「子

こんなときだからこそと羅臼町

臨時休校中の児童・生徒と乳幼児

から 日まで実施。０歳～ 歳児

をアピールしている。

ども向け宅配サービス」を実施。 「にこにこツバメ便」を３月 日

は「新型コロナウイルス緊急事態
教育委員会と羅臼町図書館が取り

している福島県平田村立小平こど

「家読」を重要な保育活動方針に

宣言」が発表され、道民の週末外

がいる家庭が対象。図書は無料で
の読書環境を整えることが目的

も園（１歳～５歳まで 人）で

れの図書館のホームページで選書

館（室）の事例であるが、それぞ

以上はいずれも北海道内の図書

だからこそ！『家族でうちどく宣

頼らない、
「お出かけできない今

は、家庭でもゲームやメディアに

利用者負担。
ス。年齢や希望にあわせたセット

からない、という子どもや保護者

も用意。貸出はひとり 冊までで

言！』
」を３月 日に発表し、家

事業。その事業の一環で３月２日
料の「図書宅配サービス」を受け

し、電話やＦＡＸ・メールなどで

保護者、学校や自治体に大混乱を

つけた。家に閉じこもっている子

期間は２週間。配送と返却は図書

には職員がていねいにアドバイ

不安や生活リズムの変化でストレ

もたちは日を追うごとに学習への

どもたちや家族に読書の楽しみを

南幌町生涯学習センター図書室

587

宅配無料サービスはたいへん好評
だったようだ。

●今だからこそ
「家読」
のすすめ

東日本大震災のときに、絵本や

族で読書を楽しむ提案をした。

読書が子どもたちの心を癒し、生

きる力や希望を支える大きな力に

なったことを私たちは知ってい

る。３月末には東京都をはじめ、

多くの県が週末外出自粛要請を発
に取り組んだ事例も紹介したい。

もこの際、「家読」のすすめを考

家族の豊かな過ごし方として政府

えてみてはどうか？

ツルの渡来地として知られる鹿

読書提案として「家読のすすめ」 した。この危機的状況に子どもと

休校中の子どもたちと家族への

11

10

24

に 件 冊の申し込みがあった。

アルコールで消毒。各館の非常時

スを抱え、
さらに一日の多くの時間

冊まで１か月間貸し出した。生活

歳～ 歳の子どもがいる家庭。

申し込む。貸出本は事前と事後に

から 日（ 日まで延長）まで無

郵送。返却は直接か郵送の場合は

組んだのが、おこもり上手プログ

大が深刻な状況を迎えた北海道で

150

ラム
『君たちの心と体を守りたい』 で、どんな本を読んでいいのかわ

出自粛が呼びかけられた。

12

休校を要請した。翌 日、感染拡

国小中高校と特別支援学校に臨時

のすすめをと行動を起こした公共

10

15
館の公用車で対応。３月 日まで

招いた。家に閉じこめられた子ど

突然の一斉休校は子どもたちと

31

２０２０年２月 日、政府は新

19

児島県出水市教育委員会は、
「こ

●全国家読情報
「うちどく .com」http://uchidoku.com/
＊この稿で紹介した各取組情報は 2020 年 3 月 31 日現在のものです。

11

19

15

がゲームやスマホなどに費やされ、 届けようというねらい。対象は０
そんな子どもたちや家族に読書

【上】北海道：羅臼町教育委員会・
羅臼町図書館「こんな時だからこ
そ 君たちの心と体を守りたい」
チラシ
【下】福島県：平田村立小平こど
も園「お出かけできない今だから
こそ！ 家族でうちどく宣言！」
チラシ

74

26

54

27

28

家族の不安も高まる一方である。

20

10

18
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優良読書グループの歩み
活動をとおしていちばんの喜び

ます。
は、
「おはなし会」での子どもた
ちの輝く瞳と笑顔に出会えること
です。子どもはみんなおはなしが

藤原

ブックランド古志
代表者
島根県出雲市

廣子

成はもちろんのこと、進行の仕方

そして、好きな絵本がひとつでも

育てます。親子の絆を深めます。

パパやママの肉声がなにより心を

と掛合町で家庭文庫を開いたとこ

１９８４年、夏休みの思い出に

大好きです。とくに乳幼児期は、
もクイズ形式で参加型にするな

ろ、反響を呼び、小学校、保護

〈推薦〉
島根県読書推進運動協議会

ど、毎回工夫しています。当日に

あればなにかつらいことがあった

子どもたちが作った
手づくり絵本は宝物

会「えんがわ文庫」をスタートさ

向けての選書や、リハーサルでの

せ、１９９１年までの６年間取り

よっては高学年の子どもが中心と

千恵

そんな絵本などおはなしの世界

組んだ。

なって、企画、運営も行う。たと

小川

読み聞かせボランティ
アネットワーク
「おはなしの木」
代表者

の楽しみを子どもたちに届けるた

退職後、古志町に住むことにな

者、地域の協力を得て子ども読書

また、小学校に出向いてのおは

めに、私たち自身も楽しみながら

り、県立図書館の勧めや古志公民

ときの癒しや助けになることもあ

なし会では、学童保育や朝読の時

仲間とともに研鑽を重ね、少しで

メンバーからのダメだしがいちば

間などがあります。図書館に来な

も長く続けていけたらと思ってい

青森県むつ市

い子どもたちにも、おはなしの世

ことです。また、 か月や３歳児

ます。

ンド古志」を立ちあげた。

心にした子ども読書会「ブックラ

館のご協力があって、小学生を中

た、母の会主催で行う島根県立青

かない宝物となる絵本を作る。ま

えば、絵本作りでは世界に１冊し

で、
それに基づいて「テーマ図書」 「絵本の読み聞かせ」では、かつ

して
“仲間と本に出会う楽しみを〟 は、心に残る唯一無二の活動だ。

少年の家サンレイクへの宿泊体験

てのはじめの時期に「絵本」の魅

子ども読書会の活動方針は一貫

で毎月１回土曜午後の定例会で活

「関連活動」
「絵本の読み聞かせ」 ては中学生になってもブックラン
「テーマ図書」では、毎月、県

お父さんに読んでもらっている。

から「読みメン」といって、児童の

徒が読んでくれていたが、３年前

ド古志の活動を続けたいという生

おもな活動内容は、図書館で

立図書館の読書会用図書を各自１

という３つの柱を立てている。

冊ずつ家に持ち帰り、１か月間読

な力になることを実感してほしい
そして自慢の特徴的な活動とし

の「土曜おはなし会」で、他団体

て「下北の昔話・大型手づくり紙

と願っています。

べや」で月１～２回担当していま

その一節に、
「大好きな本を読む

す。また、「はるの日のおはなし

ことによって、人の痛みを感じ、

年１回文集を発行しているが、
とを話しあう。

何事に対しても素直にできる心の

み温め、翌月持ちよって考えたこ

自発的に年間計画を立てて、さま

芝居」があります。題材を探し、

の日のおはなし会」
は 分ほどで、 脚本を作り、絵を描きの作業を毎
幼稚園などの団体に貸し出してい

参加者も２歳ぐらいから小学生、 年やって、９作品の財産ができ、

50

大人と幅広いので、プログラム構

「関連活動」では、子どもたちが

会」「あきの日のおはなし会」「ふゆ

と輪番で 分ほど「おはなしのこ

力をパパ、ママが感じて、お膝に

子どもたちの笑顔あふれる
「おはなし会」

だっこで絵本がある子育てが大き

絵本の紹介などしています。子育

ざまな活動を行う。活動内容に

界の楽しみを届けられるので、依

〈推薦〉
青森県読書推進運動協議会

２００３年度文部科学省補助事

個人会員 名・団体２という組織

離乳食教室などにも出向き、
した。むつ市立図書館を拠点に、 健診、

２００５年に正式に発足いたしま

講座」の受講生を中心に結成し、 頼があるのはほんとうにうれしい

業「読みきかせボランティア養成

ん勉強になるし、
楽しい時間です。 ります。

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）

⑷
10

動内容を話しあっています。

13
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豊かさを持ち続けたい」と綴られ
ている。
20

ふくぎのくくる
代表者 新垣

を行っています。その際は学校や
関係団体の受け入れ先と連携を図
り、相手の要望もしっかり受け入

みなさまへ
事務局からのお願い

多くの方に関心をもってもらえ

どの措置が求められています。ま

り、自宅勤務や業務時間の短縮な

て、政府および東京都の要請によ

町内各施設それぞれに
あわせて読み聞かせ

２０２０年４月１日現在、新型

るよう、絵本の紹介や活動の様子

た、今後の推移によっては、通勤

コロナウイルス感染拡大防止とし

など情報発信をするため、
「絵本

希

れ、おたがいが気持ちよく活動で

の森だより」発行と、毎週１回、

を含む移動に制限が課せられる可

きるように心がけています。

地域のラジオ番組出演にも取り組

能性もあります。

沖縄県島尻郡久米島町

んでいます。大人の方の関心も高

どを行った。来年は 周年記念事

読みきかせサークル「ふくぎの

く、数年前からは保護者向け絵本

業を計画している。

くくる」は、久米島町立美崎幼稚

ワークも行っています。

読書体験をとおして勇気をも
会福祉協議会「赤い羽根事業」の

うになり、２０１３年度からは社

ら定期的に読み聞かせ会を行うよ

近はイベントごとにさまざまな

続けるのはたいへんですが、最

少人数で調整しながら活動を

ようなきっかけ作りをしたいと思

活のなかで気軽に本を取り入れる

取り組むことで、保護者の方が生

では鋭意努めますが、発行物の刊

りなく業務を進めるよう、事務局

代出勤を取り入れております。滞

もが親となり、会のスタッフに

らったり、挑戦してみようと一歩

人に声をかけ、無理なく参加し

議会事務局でも、４月３日より当

前進したりして、いろいろなこと

助成を受け活動しています。

活動にかかわってきたことを誇り

子どもたちの姿に、私たちは読書

に見えないものを身につけていく

稚園・小学校・子育て支援センター

いるのは４名。町内の保育園・幼

現在、年間をとおして活動して

誤するなかで、子どもたちのド

かせ会を作りあげようと試行錯

変化もあります。楽しい読み聞

繋がりができるなど、うれしい

てもらうことで、新たな人との

けてもらう機会も増え、長く続け

近は成長した子どもたちに声をか

で活動を継続してきたことで、最

絵本と子どもが好きという思い

いと考えています。

につながる学びの機会を増やした

い、サークルとしても子育て支援

こと、ご了解くださいますよう、

などが遅れる可能性がございます

行日、各種お問いあわせへの対応

をとてもうれしく感じており、こ

心できる地域の大人〟であること

お願い申しあげます。

やイベントで、絵本・紙芝居・ペー

キドキ・ハラハラした表情や笑

に思う。

今後も地域の子どもとともに、 プサート・人形劇など手作りした

顔に励まされ、一緒におはなし

細く長く活動を続けていきたい。

久米島では公立図書館の開館が

れからも本の世界を楽しむ活動を

てきたからこそ得られる喜びがあ

予定されています。今後そのよう

とおして信頼される存在であり続

ります。子どもたちにとって“安

な施設を活用して幼児～大人への

けたいと、考えています。

の世界を味わえる充実感が、喜

読み聞かせ、中高校生向けブック
幼児向けのブックスタートなどに

トークなどのプログラム実施や乳

びや活力になっています。

ものも組みあわせた読みきかせ会

面のあいだ、自宅勤務と局員の交

を知り、学んでいく。そして、目

〈推薦〉
沖縄県読書推進運動協議会

なったり、彼らの子どもが参加し

聞かせをしていた保護者が集まり

フは、出雲市のブックスタート、 園・小学校の各クラスで朝の読み

たりすることもある。会のスタッ

結成されました。２００２年度か

ブックランド古志で育った子ど

地元小学校、幼稚園、児童クラブ

公益社団法人 読書推進運動協

へ読み聞かせに行っている。

30

本作家の講演会、記念誌の発行な

５周年、 周年、 周年には絵
10

秋の
「読書週間」
のシンボル、ポ

半立体、写真、コピーは不可
可だが、応募はひとり１点

スターのイラストを募集します。 ⑥応募資格＝高校生以上。合作は
⑦ハガキ大の用紙に以下を明記
し、作品の裏面に添付のこと

ポスターイラストを使ったＰＲ広

氏名、郵便番号、住所、電話番号、

告も、各種雑誌に掲載予定です。
○賞

年齢、
職業、
メールアドレス
（任意）
⑧応募締切＝６月 日㈭必着

・入選（ 名前後）……記念品（図

１万円

公益社団法人読書推進運動協議会

〒 101-0051東京都千代田区
神田神保町１ ─  出版クラブ
ビル６階

⑨送り先・問い合わせ先

ひ・と・こ・と

●編集部＆事務局の

10

630

629

事 務 局 報 告（３月）
・５日＝出版クラブビル「新型コロナウ
イルス対策会議」に出席
☆６日＝「こどもの読書週間」趣旨書
責了
☆６日＝機関紙『読書推進運動』 号
入稿・責了
☆ 日＝「こどもの読書週間」ポスター
出来。全国の読書推進運動協議会・
書店・学校図書館に送付
・ 日＝楽天ブックスネットワーク、楽
天ペイメントと、「上野の森親子ブッ
クフェスタ２０２０」キャッシュレ
ス決済導入につき打ちあわせ
☆ 日＝機関紙『読書推進運動』 号
出来
☆ 日＝杉浦康平事務所へ「こどもの読
書週間」ポスターお届け
☆ 日＝講談社社長室と２０２０年度の
運営について打ちあわせ
☆ 日＝ホームページに過去５年分の
「若い人に贈る読書のすすめ」リー
フレットを再掲載
・ 日＝２０２０年度「伊藤忠記念財団
子ども文庫助成事業」応募要項を各
道府県読進協などに送付
・ 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＝２０２０年度「第１回 常務理
事会」の開催案内を送付
・ 日＝令和２年度「子供の読書活動の
推進『発達段階に応じた読書活動の
推進』事業審査表を文部科学省に提
出
・ 日＝「上野の森 親子ブックフェス
タ」運営委員会に出席
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・大賞（１名）……賞状と賞金
万円

・優秀賞（３名）……賞状と賞金

○応募要項

書カード）
①標語「ラストページまで駆け抜

⑪入賞作の二次使用権は公益社団

⑩発表＝８月上旬、入賞者に通知

℡＝０３ ─５２４４ ─５２７０

けて」をイメージした未発表の創 「読書週間ポスターイラスト」係
作原画 ＊
「読書週間」などの文
字情報は作品に入れないこと

法人 読書推進運動協議会に帰属

②サイズ＝Ｂ４判、タテ
③用紙・画材＝自由

⑫作品は返却しません。返却希望
の方はその旨を明記し、手数料と

④ＣＧ作品はプリントアウトした
もの

●この『読書推進運動』の編集作業
の中心を任されて 数年。この
号ほど、ちゃんと発刊できるのか不
安になった号はありません。その不
安は、この「ひ・と・こ・と」を書
いている４月６日現在もまだ続いて
いるどころか、ますます大きくなっ
ています。
●まず、ご紹介しようと考えていた
行事がほとんど、中止・延期となり
ました。さらに、事態が刻々と変わ
ります。紙面を作りつつ、みなさん
の手に届くときに、記事内容がその
ときの状況からかけ離れたものと
なったらどうしよう。そのために、
ご協力いただいた方々に迷惑をかけ
てしまったら……。なので、記事に
よっては、執筆した日付を入れるこ
とにしました。ささやかな紙面です
が、この新型コロナウイルス感染症
が広まるなか、翻弄される姿をあり
のまま残すことが、定期刊行物とし
てあるべき姿かと考えました。
●アナログな職場環境ですが、４月
３日より当事務局スタッフは原則在
宅勤務となっております。数日ごと
のメールチェックや、セキュリティ
の関係上事務局でないとできない
作業以外は、自宅で仕事です。私
の場合、
『読書推進運動』の原稿書
き、
『全国読書グループ総覧』の校
正が中心となります。次の 号出来
への不安、お問いあわせへの返信が
遅れてご迷惑をかける申し訳なさな
どに押しつぶされそうですが、全国
１万２３６４の読書グループの存在
を励みに乗り切っていこう、と自分
に言い聞かせています。
（伸）

《ホームページ》http://www.dokusyo.or.jp
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2018 年
さとうみすず さん
2019 年
富山涼太 さん
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10

⑤カラー、
モノクロとも可。立体、 して切手 円分を同封すること。
500
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2016 年
吉川ケイタ さん
2017 年
有賀千華 さん
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（8）
（第三種郵便物認可） 第 629 号

読 書 推 進 運 動
2 0 2 0 年4月1 5 日

2020・第 74 回 読書週間
ポスターイラスト募集

標語は「ラストページまで駆け抜けて」

