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伝わってくる感触、感性で紙

の本を買う、その喜びを求め

ているともいえるでしょう。

この欲求を満たすことがまさ

に本屋の役割のひとつだと感

かを認識していただけている

は た ひ で は る

と思いますが、全国で緊急事

や

このように、あらためて本

じざるを得ません。

りして人員不足に陥るなどの

態宣言が解除された後の「新

矢幡秀治

問題も起きています。各店さ

屋の存在がいかに大切である
結果、対象外となり、その判

まざまな状況でそれぞれの問

し か し、 実 際 に は、 デ ベ

断には満足をしています。

日本書店商業組合連合会
会長

緊急事態宣言下での
書店の役割、その風景

緊 急 事 態 宣 言が、
この５月

ざるを得なかった店、人通り

伸ばしています。２０１１年

書、学習参考書が特に売上を

売上が好調な店では、児童

は明白です。街の本屋だけで

本屋が厳しい状況になること

販売が加速し、ますます街の

題を抱えているのが現状です。 しい生活様式」では、ネット

まだまだ新型コロナウイルス

く見込めず休業を選択した店

はなく、現在大きな打撃を受

が大幅に減少し売上がまった

けている大書店にも影響が及

活が続きます。また、緊急事

も、被災した本屋が再開した

県で緊急事態宣言を解除後

など、ピーク時で１３４０店、 に 発 生 し た 東 日 本 大 震 災 で

コロナウイルス感染症感染拡

同 日に、「書店における新型

強いられています。
日書連では

生じています。一方、営業を

めに補償がないという問題も

もあり、休業要請対象外のた

していても売上が減少した店

も 店が休業しました。営業

り所、テレビやインターネッ

に、本は心の栄養素、心の拠

た支援が喜ばれました。まさ

待ち望み、児童書などを送っ

とき、多くの方々が紙の本を

ます。
しかし、
われわれは紙の

はかさみ、
追い打ちをかけられ

進行で小売店の経費（手数料）

さらに、
キャッシュレス化の

ぶことは間違いありません。

域では、本 当に厳 しい状 況 を

大予防ガイドライン」
をホーム

39

態宣言が解除されていない地

と共生しなくてはならない生

解 除 さ れ ま し た。と はいえ、 ロッパーの要請により休業せ

日に８都道府県を除きやっと

14

４月 日に全国に出された
16

緊急事態宣言が出された当

が訪れ、
売上が２倍近くになっ

続けることで多くのお客さま

と選択されているのです。

トがある中、読書もしっかり

ことの喜びを訴えていくしか

本の大 切さ、本 屋で本 を買 う

ページに公表しました。
初、「本屋」は休業要請の対象

は、本は心の栄養素、そして

設 置、従 業 員のマスク 着 用 な

ジ 前の 透 明シート、消 毒 液の

ただし、
感染拡大防止策（レ

品が優先出荷されているとい

す。ネット販売では生活必需

本屋で本を買ってくれていま

買ってください。そして本屋

ま、 ぜ ひ 今 後 も 本 屋 で 本 を

読書を推進しているみなさ

さらに、
読書をするために、 生き残るすべはありません。

た店もあると聞いています。

心の拠り所であるため、要請

で本を買うことも推進してい

もちろん、
実際に見てさわり、 ただくよう願っています。

うこともありますが、内容は

の対象外になることを望んだ

ど）
に費用がかさむ、
従業員が

目を集めました。本屋として

となるのかが、われわれの注

800

ところも多かったはずです。 感染を心配し休んだり辞めた

（本稿は 5 月 25 日にいただきました）
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★「2018 年度 全国読書グループ総覧」
刊行
（2 頁）
★緊急事態、
その後の読書推進運動を
（３頁）
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です。全国１万２３６４の読書グ

ループは、未来への希望でもあり

ます。

旬より配布いたします。公共図書

『読書グループ総覧』は、６月下

書支援グループ」
「学校図書館ボ

「読
実施いたしました「２０１８年度 「子どもの読書推進グループ」

では、一貫して「１冊の本をとも

本 紙『 読 書 推 進 運 動 』 で

書館ご担当者さまは、読書推進運

ついてご要望のある都道府県立図

いる
「優良読書グループのあゆみ」 存じますので、配布時期・方法に

１９６８年から現在まで掲載して

動協議会事務局までお申し出くだ

の縮小を余儀なくされているかと

す。地域によっては、図書館業務

館・類縁機関へは、各都道府県立

ランティア」
「子ども文庫」のテー

に読み、他者の意見を尊重しての

周年を記念し、調査結果データに

くの人とふれあい、楽しい時間を

いまこそ、仲間とともに読む幸せ、
子どもに本を届ける喜びを胸に刻みたい
全国公共図書館協議会の全面的

全国読書グループ調査」の結果を

マで識者より考察をいただき、こ

話しあいがもたらす豊かさ」
「目

図書館を通じての配布となりま

まとめた『２０１８年度 全国読

れまで以上に内容の充実を図りま

ついて、
「図書館と読書グループ」 共有する日常は戻ってきます。

書グループ総覧』が、いよいよ６

した。また、資料として、これま

なご協力のもと、２０１８年秋に

月 日に刊行されます。調査にご

縁機関のみなさまには、たいへん

館をはじめとする公共図書館・類

協力いただいた、都道府県立図書

年』の増補として２０１０年か

覧、年史『読書推進運動協議会の

全国優良読書グループ表彰団体一

た。コロナ後の世界で、分断され

会える幸せ」が紹介されてきまし

絵本で新しい世界を知る瞬間に出

での野間読書推進賞受賞者一覧、 の前の子どもたちが、おはなしや

公益社団法人

●お問い合わせ先

さい。

ら２０１９年までの当協議会年表

書グループが積み重ねてきた豊か

たつながりを取り戻すために、読

ＦＡＸ
０３ ─５２４４ ─５２７１

ＴＥＬ
０３ ─５２４４ ─５２７０

読書推進運動協議会

お待たせいたしましたこと、お詫

と、
「読書週間」
「こどもの読書週

な経験は大きな役割をはたすはず

び申しあげます。
プ調査」
は、
２０１８年 月１日現

「２０１８年度 全国読書グルー

間」のポスターを掲載しておりま

せ、各都道府県別の読書グループ

だいたグループのデータとあわ

ループ総覧』は、掲載許可をいた

調査報告書となる『全国読書グ

について回答をいただきました。

から１万２３６４グループの活動

いる地域もあります。ですが、こ

ループの活動もかなり制限されて

はなし会ができないなど、読書グ

会が開けない、子どもたちへのお

状況にはありません。定例の読書

だ自由に人が行き来し、集まれる

イルス感染症対策として、まだま

解除されたものの、新型コロナウ

e-mail info@dokusyo.or.jp

在で公共図書館・類縁機関が把握

す。

数、活動内容別グループ数などの

れはあくまで「非常事態」です。
ゴールは遠くても、かならず、多

調査結果データを中心に構成され

６月１日現在、緊急事態宣言は

している読書グループについて調

50

ています。特に今回は、公益社団

査をお願いし、
全国２００８機関

10

法人 読書推進運動協議会設立

60

今回は青空をイメージした色が表紙
総ページ数は 504 です
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『2018 年度 全国読書グループ総覧』
ついに 刊行！

■緊急事態の な か 、 そ の 後 の 読 書 推 進 運 動 へ

本に携わる人たちの尽力に感謝！
心の支え「読書」の楽しみを広げていきましょう

な施策でした。当会が訴えてきま
した、
「この緊急時にこそ、子ど
もたちには読書が必要」というア
ピールが、当会を支えていただい
ている各界のみなさまを通じて伝

出版を取り巻く環境に目を向け

きるということもわかりました。

販促を計画していた新刊『
グレタ・

でのディスプレイなど大がかりな

から、山手線交通広告や大型書店

の場として、子どもたちにとって

思います。

けになったのであれば、うれしく

を通じた楽しいイベントの機会

会、著者との出会いの場など、本

わり、少しばかりでもそのきっか

ますと、宣言前からはじまった学

トゥーンベリ』がまともに影響を

は、本との出会いとともに、貴重

も、開催がむずかしいかもしれま

健司

５月 日、ひと足遅れて首都圏
と北海道の緊急事態宣言が解除さ

受けました。そんな状況下、予定

な学習の場となるべきはずの公共

斎藤

れました。この間、宣言前を含め
校休校や外出制限により、学習の

よりも早く営業再開を決断された

公益社団法人 読書推進運動協議会 事業委員長
株式会社 金の星社 代表取締役社長

て２か月におよぶ外出自粛を余儀
遅れを懸念して、学習参考書や

紀伊國屋書店新宿本店をはじめ、 図書館が、感染予防対策によって

こういった環境下だからこそ得ら
常は夏休みに動く読みものを求め

え、アクティビティブックや、通

対応をいただき、感謝にたえませ

各書店さまには予定を調整してご

すが、休館中でもできることはな

して受け止められたものと思いま

ことは、たいへん大きな喪失感と

閉館となってしまいました。この

ロナ禍のなか、Ｆａｃｅｂｏｏｋ

がるのも、読書の醍醐味です。コ

ンを手渡すように繋がれて輪が広

せん。ですが、人から人へとバト

また、本来であれば身近な憩い

なくされ、また、７割の在宅勤務
ドリルへのニーズが高まり、そ

れたことも多くあったように思い

ん。

う。また、リモートワークという

な現場でも求められたことでしょ

が、企業経営のみならずさまざま

ロナ後を見据えた判断を下すこと

況に対応するばかりではなく、コ

まずは危機管理。日々変わる状

断にあらためて敬意を表します。

化を守る」という、勇気あるご決

ぶ人々があふれました。
「本の文

いった本を複数冊抱えてレジに並

らも営業を続ける書店には、そう

るなか、感染リスクを心配しなが

体の判断により図書館が閉館とな

こそ、物語の背景やストーリー

においては、かなり快適に実現で 「本は生活に欠かせない必需品」 すべきことです。異常事態だから

新たな選択肢が、昨今のＩＴ環境

と、休業要請からはずされたこと

き合う機会ともなったことは歓迎

ころ、多くの子どもたちが本と向

ム三昧になってしまいがちなと

を持てあまして、テレビやゲー

子どもたちの心のケアです。時間

常事態にあって、心配されるのは

だれもが体験したことのない異

います。この異常事態とともに記

を持って受け止められたものと思

係者のご努力は、利用者にも歓迎

えようと知恵を絞られた図書館関

ど、なんとか利用者のニーズに応

お薦め選書パッケージの提供な

ビスや、対象年齢別、テーマ別の

いかと、リクエスト本の宅配サー

としてさまざまな場面での応用が

新たなコミュニケーションツール

が参加するセミナーも開催され、

です。
また、
Ｚｏｏｍを使って大勢

できる画期的なＳＮＳ読書リレー

意外な読書体験を垣間見ることが

ジ」が広がりました。友人たちの

で「七日間ブックカバーチャレン

らも、人々の心の支えとなる「本

得たヒントや手法も駆使しなが

の文化」
「読書の楽しみ」を、力

憶に刻まれる鮮烈な読書体験は、 考えられます。巣ごもり生活から

です。

をあわせて伝え続けていきましょ

の展開に、より集中して想像力を

しばらくの間は、いままでと同

は、私たちを大いに勇気づけまし

ちの「知の欲求」をサポートしよ

じような人と人とのふれあいは制

ら、
Ｗｉｔｈコロナが続くこれか
一方で、残念ながら商業施設内

うと、大阪府を皮きりに、多くの

きっと子どもたちの人間形成にも
書店や、つねに人が集まりやすい

自治体が図書カードの配布を決断

う。

広がりをもたらす一助となるはず
大型書店の多くは休業することと

限されます 。読み聞かせや読書

働かせることができたのではない

なり、出版社も大きな打撃を受け

したということは、非常に画期的

でしょうか。そういった子どもた

ます。

る動きも顕著となりました。自治

大きく制限されました。しかし、 れとともに、長い在宅時間に備

が求められたことで、企業活動は

経済活動の縮小がまだ求められるいま、
グレタさんの主張はこれからのヒント

ました。弊社でも、５月連休明け

（本稿は 5 月 28 日にいただきました）

26

た。

巣ごもり中の子どもと一緒に
遊べる絵本の需要が高まった

2020 年6 月15 日
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■２０２０年 国 際 ア ン デ ル セ ン 賞 受 賞 者 発 表

ヤングアダルトに人気の
ウッドソンさんが作家賞受賞
日本の田島征三さんは画家賞の最

国際児童図書評議会
（ＩＢＢＹ） イスのアルベルティーヌが受賞。
は、５月４日月、インターネット
終候補まで進んだが、惜しくも受
ジャクリーン・ウッドソンさん

賞を逃した。

作品を中心に活躍。
日本でも
『レー

上で記者会見を開き、
「２０２０
者を発表した。当初は３月のボ

ナ』
『あなたはそっとやってくる』 まな解釈が可能な絵本を出してき

年 国際アンデルセン賞」の受賞
ローニャ ブ
･ ックフェア会場にて
発表される予定だったが、新型コ
は、ヤングアダルトを対象とした

ロナウイルス感染拡大を受けて同

■日本児童文芸家協会 各賞発表

半のサイコサスペンスめいた展開

読ませる、子どもの気持ちに
よりそう作品が受賞
一般社団法人 日本児童文芸家

な会話が物語の緊迫感を緩和して

力強さ、主要キャラクターの軽妙

協会は、「日本児童文芸家協会賞」 からラストまでを一気に読ませる
をはじめとする各賞の受賞作を発

作品に贈られる幼年文学賞は、
『ム

小学校３年生以下を対象とした

して選出された。

いる点が、子どもたちへの魅力と

表した。
今年の受賞作は以下のとおり。
●第 回 日本児童文芸家協会賞
森埜こみち（小峰書店）

。だれにで
カッ やきもちやいた』

『蝶の羽ばたき、その先へ』
●第 回 児童文芸新人賞
村上雅郁（フレーベル館）

く読めること、絵本に仕上げたこ

の気持ちにぴたりとあわせ、楽し

い登場人物で、わくわくしながら

」が
ＵＮＡ ＣＵＥＮＴＥＲＯＳ）

ごの家おはなし隊（ＣＡＳＡ Ｃ

●第 回 児童文化功労賞

かさいまり（くもん出版）

賞」は、アルゼンチンの「ゆりか 『ムカッ やきもちやいた』

話などを研究、また、日本の昔話

は、ドイツ文学者としてグリム童

功労賞はふたり。小澤俊夫さん

で見せた工夫が受賞につながった。

とで主人公の気持ちの変化を場面

もある
「やきもち」を小学生の少女

書が翻訳されている。これまでに

●第３回 児童文芸幼年文学賞

読める。会話のテンポがよく、い

小澤俊夫（ドイツ文学者）

な成果をあげた団体に贈られる

作家賞はアメリカのジャクリー

受賞した。ゆりかごの家おはなし

ティーヌさんは、ブラチスラバ世

出版）などで知られる アルベル

本ではアルバータインの表記で

の『 マ ル タ と じ て ん し ゃ』
（日

オレンジの牛 マルタが主人公

たまる体験を届けている。

て行うことで、学ぶ意欲と心あた

象にストーリーテリングを継続し

の家」で、貧しい家庭の親子を対

アイレスの子ども病院「ゆりかご

れることがむずかしい、ブエノス

間との交流による新たな生き方へ

を周りに言えない苦しみ、手話仲

少女の物語。音が聞こえないこと

先へ』は、耳の不自由な中学生の

協会賞の『蝶の羽ばたき、その

をはじめ、多数の人気絵本を発表

の『ねずみくんの絵本』シリーズ

刊行 周年となる上野紀子さんと

きた。なかえよしをさんは、今年

地で「昔ばなし大学」を主宰して

国際的な賞を多数受賞。イラスト

２０２１年９月に開催が延期され

授 与 式 は、 本 年 ９ 月 よ り

こと、文学性の高さと文章のリズ

の過程がていねいに描かれている

してきた。

贈呈式は５月 日に東京都内で

レーターで作家である点、精密な

ムなどが高く評価された。
シア）で行われる予定。

新人賞『あの子の秘密』は、前

た、第 回 ＩＢＢＹ世界大会（ロ

45

の研究・採集にも尽力し、日本各

界絵本原画展 金のりんご賞など

59

描写で細部までじっくり描くこと
で独特の表現を生み出し、さまざ

37

行を受け、中止となった。

の開催の予定ったが、感染症の流

21

36

また、子どもの読書普及に大き 『あの子の秘密』

も全米図書賞、アストリッド・リ

たことが評価された。

ラインで一部開催）したため、通

ンドグレーン記念文学賞などを受 「ＩＢＢＹ朝日国際児童図書普及

ン・ウッドソンさん、画家賞はス

きいきとフレッシュな物語に、読

なかえよしを（絵本作家）

た 人の作家と 人の画家より、 賞してきた。「叙情的な文章と力強

ＩＢＢＹ各国支部より推薦され

常よりも遅れての発表となった。

フェアが延期
（その後、
５月にオン 『わたしはわたし』など多くの著

44

49

画家賞のアルベルティーヌさん

者は満足できる」
点が評価された。 隊は、一部の富裕層しか図書に触
作家賞のジャクリーン・ウッドソンさん

34
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新人賞

と愛情がしっかりと心に響く、絶

える母親への思い、父親への信頼

■「矢祭町もったいない図書館 手づくり絵本コンクール」

品は印刷製本し、副賞として作者
へ贈呈される。また、最優秀受賞
者は絵本大使として１年間任命さ
れる。
募集部門は「一般の部」
（高校
生以上）と「家族の部」
（中学生
以下の幼児・児童・生徒と家族）
。
アマチュアの人（絵本を商業的に
出版したことのない人）ならだれ
でも応募できる。締め切りは９月
日㈬（消印有効）
。

最優秀賞は印刷、製本！
手づくり絵本のコンクール

■展示会など情報

審査委員は柳田邦男さんとあべ
弘士さん。応募作品はすべて、矢
祭もったいない図書館に展示され
る。表彰状授与式は本年 月 日
㈯に予定されている。
応募作品の大きさ、ページ数な
どの応募規定、応募方法、応募時
に必要な応募票のダウンロードな
ど、詳細は矢祭もったいない図書
館のホームページで確認できる。
また、過去の受賞作や審査会の様
子なども見ることができる。
●矢祭もったいない図書館
ＴＥＬ
０２４７ ─４６ ─４６４６

h t t p : / / w w w. m o t t a i n a i toshokan.com/

12

■日本文学者 協 会 各 賞 発 表

Ｗｅｂ会議、メールでの討議で
受賞作を決定

福島県矢祭町では、６月１日㈪
一般社団法人 日本児童文学者 く姿が音楽の魅力とともに表現さ
協会は、
「日本児童文学者協会賞」 れていると、作品の完成度が高く より「第 回 矢祭もったいない
図書館 手づくり絵本コンクー
をはじめとする各賞の受賞者を発 評価された。
表した。
タイトルが個性的な、
新人賞
『一 ル」の作品を募集している。
今年の受賞者は以下のとおり。 富士茄子子牛焦げルギー（いちふ 「自然・友情・心の大切さと、夢
』は、 と希望がいっぱいの絵本をつくっ
●第 回 日本児童文学者協会賞
じ なすこうし こげるぎー）
『アドリブ』
軽妙な関西弁の会話と独特のユー てみよう そして優しい心を世界
佐藤まどか（あすなろ書房）
モアあふれる文体で子どもたちの にとどけよう」と、矢祭町に関す
●第 回 日本児童文学者協会
笑いを誘いながらも、主人公が抱 る内容や、特産品にまつわるもの
などを描いた作品が対象の創作絵
本コンクールで、最優秀賞受賞作

『一富士茄子牛焦げルギー』
妙なハーモニーが魅力。

25

https://chihiro.jp/tokyo/

https://www.kodomo.go.jp/
●ちひろ美術館・東京

11

たなかしん（ＢＬ出版）

品が受賞した。
『へんてこあそび

三越左千夫少年詩賞は、２作

『へんてこあそびうた』

うた』は、
「あ」から「ん」まで

12

●絵本ギャラリー なら
（７月 日㈯・ 日㈰）
→開催日程変更
月７日㈯・８日㈰
＊６月９日現在
状況によっては、日程の再変更
もあります。
国際子ども図書館、ちひろ美術
館・東京では、開館状況や来館時
に気をつけてほしい点をホーム
ページで紹介しているので、利用
の際は確認をお願いします。
●国際子ども図書館

in

26

●第 回 三越左千夫少年詩賞
岩佐敏子（リーブル）

のことば遊びの詩集。全体を通し

ご紹介した展示会・イベントの
中止・変更のお知らせ

大楠翠（銀の鈴社）

『はてなとびっくり』

メールを交換しあっての議論・投
協会賞の『アドリブ』は、イタ

票などで行われた。
リアで表現したフルートを学ぶ少
年・ユージが主人公。国立音楽院
に入学し、クラシック音楽界の厳
しい現実を目の当たりにしながら

・企画展「瀬川康男 坦雲亭日乗
─ 絵と物語の間（あわい）
」
・
「いわさきちひろ 子どものし
あわせ ─ 年の軌跡」
（３月１日㈰～６月 日㈰）
→６月 日㈯～ 月 日㈰に変更
会期中のイベントは中止
・企画展「生誕 年 赤羽末吉
絵本への一本道」
（６月 日㈮～９月 日㈫）
→２０２１年度の開催に変更
11

今年の選考会は、Ｗｅｂ会議や

てのユーモアのある物語性が注目
新型コロナウイルス感染症拡大
された。
『はてなとびっくり』は、 防止対策の影響を受け、本紙で紹
タイトルどおり「？」
「！」と思っ 介した展示会などに、中止、日程
た瞬間や事象を、鋭い感性でとら の変更がありました。
え、的確に表現した作品として受 ●国立国会図書館 国際子ども図
賞にいたった。
書
館
〈
６月 日㈭より一部再開館〉
贈呈式は東京都内で５月 日に
・
展
示
会「スポーツと子どもの本」
開催予定だったが、感染症拡大防
（３月 日㈫～６月 日㈰）
止対策として中止となった。
また、 →中止
同日に予定されていた、恒例の学 ●ちひろ美術館・東京〈６月 日
㈯より再開館〉
習交流会も中止となった。

10

110

26

28
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21

22

12

11

24

12

20

60

53

24

も、音楽に向きあい、成長してい

29

30
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優良読書グループの歩み

美里

て参加者と心が通じあった瞬間の
うれしさは、格別なものです。
そして、メンバーの絆は深く、
記念して作製したおそろいのエプ

特別な活動の際には結成 周年を
ロンをつけて、楽しみながらボラ
ンティア活動を続けています。

望月

南部町立図書館
「ひよこの会」
代表者

館の活動補助依頼を受けて、有志

１９９７年、富沢町立富川図書

知子

参加するなど、つねにスキルアッ

５人が集まったことが、グループ

山梨県南巨摩郡南部町
〈推薦〉
山梨県公共図書館協会
読書推進運動部会

現在の活動は、メンバー７人で

プを図っており、参加者に喜んで

現在でも毎月、語りの勉強会へ

桜台センターのキッズの時間での

もらえるようなおはなし会を目指
これからも、私たちのおはなし

しました。なにもわからずはじめ

数年後に、
「ひよこの会」と命名

誕生のきっかけでした。それから

おはなし会や、通所介護施設サク

し、努力しています。

す。

はなし会以外の活動も行っていま

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）

中野

おはなしカレンダー
代表者
千葉県白井市

ラピアでのおはなし会で、絵本の

会が必要だと声をかけてくださる

読み聞かせ・手あそび・素話・紙

場所で、
地道な活動を続けていき、 たばかりの活動グループで、
「ま

おはなし会の舞台や小道具は
手づくり

かなかできませんが、できる範囲

出して、工夫しています。おはな

紙芝居、ペープサート、人形やそ

つり、クリスマス会、運動会など

季節にあわせたおはなしや七夕ま

上のため、町内外のおはなし会を

ます。また、おはなし会の内容向

て楽しんで一から手づくりしてい

鑑賞したり、講演を受講したりし

私たちは、今後も無理のない活

ています。

で、９人全員そろっての活動はな

のおの仕事や介護をしながらなの

毎週集まり、練習を行います。お

られたらと思います。

と身近に感じ、本の楽しさを伝え

の活動をとおして、図書館をもっ

活動をしています。訪問前には、 あっていきたいです。そして、こ

設、夏休みには児童館へ出向き、 動を長く続け、地域の方々とふれ

に町内の保育所、小学校、福祉施

書館からの依頼を受けて、定期的

いま現在はメンバー９人で、図

の行事も行っていました。

手あそび歌のおはなし会を開き、 ンバーが協力しあって、心をこめ

児を対象に、絵本の読み聞かせ、 の衣装の製作は、得手不得手のメ

当初は毎週１回、午前中に乳幼

だまだ私たちひよっこだからね」 で楽しんでもらえるように意見を

地域に根ざした地道な活動を
これからも

います。

と、何気ないひとことから名づけ

芝居・パネルシアターなどをして

実行委員となり、おはなし会も開

メンバーの多くは、仕事・介護・

その活動が子育て支援や高齢者の

います。地元の小学校の図書整理

催し、盛りあげました。中学校で

家庭とボランティア活動を両立さ

見守りにつながれば、うれしく思

「 お は な し カ レ ン ダ ー」 は

特別活動としては、図書館の夏
休みおはなしウィークや桜台セン

今年度 周年を迎えました。
団体名には、
「絵本の読み聞か

特別授業の講師を務めたこともあ

活動は、地区の公民館である桜

せながら活動に取り組んできまし

し会で使われる舞台セットや大型

も続けています。

各地から入居してきた母親たち

ターフェスティバルでのおはなし

ウン桜台地区の街開きとともに、
が、子どもたちに絵本の楽しさを

せをとおして、子どもたちに季節

「しろい人
届けるために作ったグループで、 会があります。また、

を感じてもらいたい」という願い

ります。

台センターで月２回のおはなし会

形劇まつり」があったときには、

をこめています。

からはじまり、その後、保育園・

たが、
参加者の「楽しかった」
「お
顔に励まされ、おはなし会を続け

小中学校・老人福祉施設などへと
また、小学校の図書整理や老人

てこられました。おはなしを通じ

もしろかった」ということばと笑

福祉施設での見守り支援など、お

られました。

１９９４年、白井市千葉ニュータ

〈推薦〉
千葉県読書推進運動協議会

20

⑹

活動の場を広げてきました。
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グ、手あそびなども行う。学年に

め、大型絵本、ストーリーテリン

読み聞かせや、低学年を一堂に集

り班（１年から６年の混合）での

員のなかには手話を読み聞かせに

い、子どもたちに届けている。会

読を体験し、詩やことば遊びを習

毎月会員の半数が参加し楽しい音

積極的に参加し、「音読教室」
には、

成講座」
「スキルアップ講座」に

く広がってきていますが、私たち

てんじん文庫の活動の場は大き

ちの真剣なまなざしと笑顔です。

おはなしを聞いてくれる子どもた

でのいちばんの喜びは、集中して

私たちが活動を続けていくうえ

プサートや影絵などを一緒に作り

あった選書はむずかしいが「おも

盛りこんだり、高齢者対象のいき

メンバーは４名。とても、ひとつ

鳥取県鳥取市
〈推薦〉
鳥取県読書推進運動協議会

年度末には、子どもたちからお

代表者

会を開いたりしています。４つの
グループで行った昨年のクリスマ

に、公立小・中学校が第２・第４

てんじん文庫は、１９９５年

館が開館し、毎日、午前と午後に

２０１７年には武雄市こども図書

タート事業へも参加しています。

また、武雄市が行うブックス

との出会いと繋がりもあります。

はなし会に出てくれる子どもたち

ことができました。もちろん、お

かのグループとも出会い、繋がる

活動をとおし同じ気持ちを持つほ

がった」仲間です。そして、この

は「絵本」を通じて「出会い」
「繋

本」があり、てんじん文庫の４人

私たちの活動の中心には、
「絵

く力になっています。

強い味方となり、活動を続けてい

ループとの繋がりは、私たちの心

ななかで、ほかのボランティアグ

練習する時間も設けています。

」の声
しろかった！ ありがとう。

いきサロンや、放課後児童クラブ

クリスマスのおはなし会では
メンバーがサンタさんに！

を聴くといちだんと力が入る。ま

などでの読み聞かせを実施し、ボ

のグループだけで続けていくの

おはなしかざぐるま

た、一喜一憂しながら話を楽しん

は、むずかしいことです。そん

厚子

でくれる子どもたちの豊かな表情

ランティアを通じて新しい出逢い

池内

私たちの活動は２００７年５
にふれると、本を介して「心が通

代表者

月、
「小学生に本に親しみ、たく

週１回小学校に出向き、各学年を
もしろかった本の感想が書かれた

てんじん文庫

と、学びの心をもらっている。

順々に読み聞かせたところからは
手紙や、また、図書委員からは感

佐賀県武雄市

岸本奈保子

いあっているな」と感じる毎日で

じまった。とくにチボール・セケ

謝状をいただき、はげみになって

ススペシャルおはなし会には、

２０１１年度からは、毎月第２

土曜日が休業日となった年に、市

おはなし会が行われています。そ

〈推薦〉
佐賀県読書推進運動協議会

たり、ともにスペシャルおはなし

ましく生きてほしい」というひと

リ著の『ジャングルの少年』に心

りの図書館司書の熱い思いから、 ある。

ひかれ、絵本というより物語を読

図書館主催の「ボランティア養

いる。

んだ。
その後少しずつ会員が増え、

金曜日を活動日とし、図書室の先

内天神地区の子どもたちの土曜日

名もの親子が来てくれました。

生を中心に
「年間スケジュール表」

の居場所として、地区の公民館

現在は９名。

が作成され、始業前の 分間、全

おはなしが学校中をクルクルと
まわっていくのが夢

130

乗ってクルクルとクラスをまわっ

２０１５年、おはなしが風に

たちの反応、選書についてなど情

うになった。朝読後には、子ども

学年一斉に読み聞かせを行えるよ

ループがあり、当番制で土曜日午

かに読み聞かせを行う３つのグ

図書館には、てんじん文庫のほ

聞かせを行うようになりました。

史資料館に活動の場を移し、読み

２０００年から武雄市図書館・歴

かせを聞きアドバイスをし、ペー

はなし会の前におたがいの読み聞

４人の絆は強くなっています。お

多くの活動をとおし、メンバー

この活動にも参加しています。

後はボランティアがおはなし会を

これからもチャレンジしていきた

出会いの場！ 毎回緊張しますが、

毎回のおはなし会は、新たな

担当しています。
てんじん文庫は、 会をもらい、成長していることを

で活動をはじめました。そして、 のうち火曜日と木曜日の午前と午

いと思います。

と「繋がり」から刺激と学びの機

私たちは、
いろいろな「出会い」

実感しています。

ていくようにとの願いをこめて、

前の 分間のおはなし会を担当し

ま」と命名。読書週間にはたて割

30

報交換もしている。

グループ名を「おはなしかざぐる

10
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染症対策で自宅に籠もらざるを

■童美連「読 み 聞 か せ 応 援 隊 」

一般社団法人 日本児童出版美

いない、読み手が文章を変えて読

ジ内「読み聞かせ応援隊」で、絵
るためにも、読み聞かせ動画を配

今後もすばらしい絵本が発表され

含まれている。
著者の権利を守り、

んでいるなど、問題のある動画も

本などの読み聞かせにともなう著
信する前にいまいちど、著作権に

術家連盟（童美連）は、
ホームペー

作権上の注意点を発信している。
ついて確認をしたい。

現在、新型コロナウイルス感
えない子どもたちのためにと、 「読み聞かせ応援隊」では、どう

あげての説明と、著者への使用許

などで絵本の読み聞か いう状況での読み聞かせ、絵本の
YouTube
せ動画が多く配信されているが、 使用なのか、それぞれ細かい例を
なかには、著作権者の許諾を得て
■伊藤忠記念 財 団 「 文 庫 の ひ ろ ば 」

「文庫情報コーナー」は、今年

「子ども文庫助成」受領者情報の
ページを開設
度の助成より助成金の使途として
する５団体の「講習会・研修会ス

公益財団法人 伊藤忠記念財団

ケジュール」と、各文庫の情報な

認められる「指定研修会」を開催

同財団の「子ども文庫助成事

どを掲載する「レポート・お知ら

は、４月よりホームページに「文

業」を２０１７～２０１９年に受

せ（現在準備中）
」となっている。

庫のひろば」を開設している。

領した文庫・団体の一覧「受領団

文庫・実演グループなどボラン

体紹介」は、地域・都道府県別に

ティアへの情報発信の場として、

同財団では、「文庫のひろば」
を、

や、各文庫のホームページ（ホー

文庫を紹介。かんたんな文庫紹介
ムページがある文庫のみ）へのリ

助成受領団体のコミュニケーショ

事 務 局 報 告（５月）
４月に引き続き、５月も事務局は新型コ

ひ・と・こ・と

●編集部＆事務局の

ロナウイルス感染症対策のため、在宅・ ●本紙４月号巻頭にご登場いただい
時短勤務併用態勢
た赤羽茂乃さんの著書、評伝『絵本
画家 赤羽末吉 スーホの草原にか
☆４月 日～５月 日＝「第 回 こど
ける虹」
（福音館書店）が刊行され
もの読書週間」
ました。この本にはたびたび、末吉
☆ 日＝機関紙
『読書推進運動』 号デー
さん夫婦とその子どもたちの一家で
タ入稿、責了
☆ 日＝朝日税理士法人と２０１９年度
食卓を囲むエピソードが紹介されて
決算書作成につき打ちあわせ
います。末吉さんがいろいろな思い
☆ 日＝機関紙『読書推進運動』 号出
出や絵画論を語り、みんな「ああ、
来
またこの話か」
と相手にしないなか、
☆ 日＝各都道府県読書推進運動協議
家族に加わって日の浅い茂乃さんだ
会・中央図書館および関係者へ「第
諾の方法が紹介されている。
回 野間読書推進賞」受賞候補者
けが興味津々で拝聴。茂乃さんが末
推薦を依頼
●童美連「読み聞かせ応援隊」
吉さんの話の背景を調べたことが、
☆ 日＝新型コロナウイルス感染症対策
この一冊へつながりました。
のため、
「２０２０年度 第１回 理
ht t p: / /d ob i re n2 . main . jp /
事会」（ 日開催予定）
の延期を決定。 ●若き日を満州で過ごした末吉さん
yomikikase/
は、敗戦後の引き揚げ時に危険と知
決議事項は定款第 条により、書面
決議とする
りながら、満州や内モンゴルでのス
・ 日＝子どもの読書推進会議「第１回
ケッチや撮影した写真を持ち帰って
幹事会」
（６月８日開催予定）の中
います。大陸の風景の雄大さとそこ
止を決定。書面報告にて代替
に暮らす人びとの姿を、絵にして伝
・ 日＝子どもの読書推進会議
えたいとの思いからです。多くの子
「２０１９年度 収支決算書」監査
どもたちの心を揺さぶる『スーホの
☆ 日＝各都道府県読書推進運動協議
会・中央図書館へ『２０１８年度
白い馬』には、末吉さんの覚悟と思
全国読書グループ総覧』の送付希望
いがつまっています。
数確認を依頼
●評伝の巻末で末吉さんの三男で茂
乃さんのお連れあい、研三さんがこ
う書いています。
「父の遺した資料
整理をしながら、それまで丁寧に読
んでいなかった父の絵本を読み直
し、また今、息子の私もよく知らな
かったことまで調べてある茂乃の詳
細な伝記を読んで、とりわけ、自分
ンのきっかけ作りに活用してもら
の幼少の頃、見るともなく見ていた
絵とそれを描いている父の姿が思い
うことを、期待している。
出され、
父が、
沈黙のうちに私に贈っ
●伊藤忠記念財団
「文庫のひろば」
てくれたものの大きさを思うのであ
る。
」 書物として記録し、表現する
ことの大切さを再認識します。
（伸）

https://www.itc-zaidan.or.jp/

summary/library/introduce/
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絵本の読み聞かせ動画を
作成・配信する前に一読を

（8）
ンクも掲載されている。

《ホームページ》http://www.dokusyo.or.jp

「読み聞かせ応援隊」
「文庫のひろば」
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