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大阪国際児童文学振興財団 移転

周年

10

み や か わ た け

宮川健郎

お

本の海大冒険」
（新刊紹介）

を発信したり、子どもの本に

関心を持つみなさまと新しい

手法でつながろうとしていま

す。コロナ禍のなかでの、こ

うした試みが、財団のこれか

らの可能性を拓くという予感

大阪国際児童文学振興財団

館）
は、
移転時は約 万点だっ

童文学館（新・国際児童文学

大阪府立中央図書館国際児

めています。

同研究を行うなど）をすす

上げてきましたけれども、経

文学振興財団は、成果を積み

この 年間、大阪国際児童

は、かつては、大阪府立国際

も強めています。

児童文学館の運営母体でし

た資料が現在は約 万点にふ

２０１０年３月、吹田市万

えています。これは、世界屈

童話と絵本のグランプリ」そ

なったため、組織を大はばに

学館の運営委託費がゼロに

彰する「 国際グリム賞 」や、 す。移転前までの国際児童文

縮小して、かつての寄付金を

一般公募のコンクール「日産

取り崩しながら現在にいたっ

指の児童文学コレクションだ

のほかの財団独自事業も積極

といえます。日本児童図書出

的に展開しています。
大阪国際児童文学振興財団

見舞われました。しかし、こ

コロナウイルスの感染拡大に

年をむかえた今年度は、新型

造のために、現在、広く寄付

展開する「新しい 年」の創

の出版社から新刊の寄贈を受

のモットーは、
「子どもの本

の 状 況 の な か で、
「 こ と ば 」 を 募 っ て い ま す。 目 標 額 は

に、財団の活動をより豊かに
と文化を、子どもの未来のた

東大阪市の府立中央図書館に

ています。移転 周年の機会

オープンしました。図書館と

めに」
。国 際 児 童 文 学 館 の 資

移転、再スタートから 周

は別の入口のあるスペース

けています。

で、資料は、そこで引きつづ

料を生かす仕事（寄贈された 「想像」「コミュニケーション」 ５００万円。どうぞ、よろし

移動し、同年５月、同図書館

き閲覧できます。私どもの大

10

に資料収集にあたり、研究お

際児童文学館を支援してとも

内に事務所を移して、新・国

同年４月に、やはり同図書館

す る 仕 事（ 国 の 科 学 研 究 費

す る な ど ） や、 資 料 を 研 究

資料の展示会の企画に協力

阪国際児童文学振興財団も、 新刊すべてに財団の総括専門

ラム「子どもの本の現在（い

周年記念のオンラインフォー

まざまなかたちで紹介する、 ことも事実です。財団は、

員＝研究職が目をとおし、さ

ま ） と 未 来（ こ れ か ら ） 」)

の本の意義が見直されている

など、あらゆる視点で子ども

は、 http://www.iiclo.or.jp/

童文学振興財団への寄付詳細

10
版
を配信したり、
「 YouTube

をご覧
donation_10th.html
ください。

●一般財団法人 大阪国際児

よび国際的な活動を継続して

助 成 を う け て、 明 治 時 代 以

くご支援ください。

10

内に新たに国際児童文学館が

10

た。
国際児童文学館の資料は、 版協会の会員各社など数多く

博公園内にあった大阪府立国

営的にはたいへん危機的で

10

際児童文学館が廃止されまし

世界の児童文学研究者を顕

た。

降の歴史的資料をもとに共

一般財団法人
大阪国際児童文学振興財団理事長

「つぎの 年」をより豊かに
10

います。

《ホームページ》http://www.dokusyo.or.jp
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会員の購読料は
会費の中に含まれる

定価 60 円

★伊藤忠記念財団子ども文庫助成先決定
（２･ ３頁）
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〈２０２０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

書館へは例年、読書推進運動協議

議会、および各都道府県立中央図

なお、各道府県読書推進運動協

模法人、
公共機関などは対象外）
。

絡会などが対象（営利法人、
大規

いる、
民間の文庫や実演団体、連

子どもたちの読書啓発を行って

うみとやまの

神奈川県 一般社団法人

神奈川県 こみち文庫

オーストラリア スイカ文庫

イギリス まなざし文庫
富山県 富山森のこども園

ブックシェアリング

ユトレヒト日本語

愛知県 ひいらぎ山の子ども文庫

件）

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（

◆病院・施設子ども読書

オランダ ひまわりの会

個人・団体であること、３年以上

このはなさくや

山梨県 読み聞かせボランティア

西都おはなしの部屋

宮崎県 読み聞かせサークル

～ののはなぽけっと

会より応募要項をお届けしていま

こどもとしょかん

本年より、当協議会の依頼状を同

の活動歴があり、今後も継続した

神奈川県 おしぬま子ども文庫

したが、昨今の発送状況を鑑み、 実質的に草の根運動と見なされる
封したうえで伊藤忠記念財団より

愛知県 ひざぶんこ

岐阜県 お話の会『大きな樹』

活動が見込まれることが必要で

北海道 ばらのおうち文庫

京都府 桂坂かえで子ども文庫

ま た、伊 藤 忠 記 念 財 団 で は、 す。

お送りいたします。
２０２１年度より、助成対象の範

北海道 たんぽぽ文庫

議会が公益財団法人 伊藤忠記念
財団から委託を受け、
募集、
および
囲を広げる予定です。応募につい

北海道 みみずく文庫

大阪府 おはなしボランティア

費用として一律 万円を助成。障
大阪府 おはなしかご

大阪府 なかよし文庫

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

アナンシ
岩手県 おはなしちゅーみん

岩手県 おはなしたまて箱

北海道 門田眞由美

静岡県 人形劇団けろころぱん

応募受付などを行っている
「子ども
て詳細は、
『読書推進運動』次号

。 にてお知らせいたします。
成贈呈先が決定しました
（計 件）

文庫助成事業」
の２０２０年度助

◆子どもの本購入費
助成先一覧（ 件）

宮城県 おはなしサークル

図書購入費用（児童書、絵本

子ども読書活動費助成含む）
。

「あめんぼの会」

布の絵本や点字絵本などバリアフ
栃木県 かんの文庫

リー図書作成のための費用も含ま

など）および読書啓発活動につ

群馬県 かたぐるまぶんこ

大阪府 野の花文庫

この助成事業は、伊藤忠記念財

ながる実演のための購入費用（紙

れます。こちらも、助成額の半額

芝居、人形劇、パネルシアター

東京都 おはなしボランティア

埼玉県 チームひだまり

わくわくスタディひろば

参加費および備品の購入に使用す

要項は３月、伊藤忠記念財団およ

～６月を予定しております。応募

２０２１年度の応募期間は、４月

団体からの講師派遣、研修参加

り、伊藤忠記念財団が指定する

使用できます。２０２０年度よ

パネルシアターの舞台など）に

ルムなど書籍管理備品、紙芝居・

神奈川県 いぬくら子ども文庫

東京都 はらっぱ文庫

東京都 メイフラワー文庫

東京都 ロールパン文庫

東京都 このあの文庫

大分県 おはなしとわらべうた

長崎県 口之津図書館 友の会

長崎県 おしゃべりポム

長崎県 長崎おはなしの会

福岡県 プーさん文庫

福岡県 とんとんぶんこ

徳島県 いろり文庫

広島県 家庭文庫ぽてと

まれることが必要です。

あり、今後も継続した活動が見込

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

ることができます。

び読書推進運動協議会ホームペー

に助成金の全額を使用できるプ

おにぎり文庫のたね

東京都 ＮＰＯ法人

ジに掲載予定です。送付も承りま

ログラムが設けられています。

Ｐｉｐｐｉ＆Ｌｏｔｔａ

鳥取県 子ども文庫

万円までを、講習会の開催費や

アトム文庫

団が子どもの読書についての啓

啓発に関連する講演会・研修会

奈良県 ＮＰＯ法人

大阪府 熊取文庫連絡協議会

発、指導に関する民間の有益な活

助成額の半額 万円までを読書

15

すので、ご希望の方はお申しつけ
ください。

りんごジュース

の開催費や参加費、および備品

埼玉県 おはなしの輪

など）として一律 万円を助成。 埼玉県 風渡野文庫

り、今年度で第 回、助成件数は

30

年 度 も 同 助 成 を 実 施 し ま す。 の購入（書架・ブックコートフィ

伊藤忠記念財団では２０２１

２４９１件となりました。

15

30

本年度の応募件数は、子どもの
本購入費助成 件、子どもの本
100

動の目的達成のために行ってお

48

89

冊助成 件の計 件（病院・施設

83

123

46

15

40
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ふきのとう文庫

北海道 公益財団法人
北海道 社会福祉法人 常徳会

◆子 ど も の 本

冊

助成先一覧（ 件）

京都府 小さな子ども文庫
大阪府 中大阪朝鮮初級学校

ティアをはじめました。１９９１

年に愛知県犬山市に移ってからも

を自宅にて開設。利用する子ども

翌１９９２年に「どんぐり文庫」

◆子ども文庫功労賞

ひとつ。
子ども文庫を永年（ 年

「子ども文庫助成」プログラムの

ブックトークなどの活動を続け、

イギリス バースひだまり文庫

学父母会
ドイツ 風の子

け」
「小学校中学年向け」
「小学校

人で、
子どもの読書啓発活動に貢

以上）にわたり運営してきた個

本の紹介や貸出、読み聞かせ、工

たち一人ひとりの成長にあわせた

対象年齢別に「小学校低学年向

福島県 社会福祉法人
高学年向け」の３セットを用意。

児童養護施設 興正学園
北中央福祉会
セットはそれぞれ、同財団が選ん 《小学校中学年向け》 件
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

１９８４年の第１回以来、昨年ま

献してきた方を顕彰する賞です。 作などを実施しています。地域の

貢献するなど、犬山市の読書推進

ティアの人材育成にも講師として

に対し読み聞かせを行うなど、読

して勤務。朝の時間に子どもたち

式を新型コロナウイルス感染症の

庫助成・子ども文庫功労賞の贈呈

伊藤忠記念財団では、子ども文

活動に欠かせない方です。

本年の受賞者は、志村妙子さん
県）の２名です。

（東京都）
、古川よし子さん（愛知

読み聞かせも行い、次世代ボラン

図書館や小学校でブックトークや

宮城県 ブックスフレンド中田

でに 名に贈られています。

宮城県 みどりがおか文庫

岡山県 ＮＰＯ法人

兵庫県 おはなしママ

と共通。活動歴は問いませんが、 三重県 お話し会「ピノキオ」
今後も継続した活動が見込まれる
ことが必要です。

子ども発達研究所

書の楽しさを伝える活動を続けて

志村さんは、長年小学校教諭と

以降に出版された図書を中心に同

にわとりかあさん

広島県 おはなしサークル

たけやり

され、希望する対象年齢向けセッ

財団が選んだ 冊のリストも用意

考える会
三重県 ＮＰＯ法人
ＨＡ−ＨＡ−ＨＡ
島根県 島根大学医学部附属病院
小児センター
広島県 東部こども家庭センター

拡大を受けて延期し、代わりに各

《小学校高学年向け》３件

日本語センター

カナダ モントリオール

日本語補習校

もちろん、お年寄りのためのデイ

を行っています。読書啓発活動は

のおはなし会「かきのたね」など

た貸出やおはなし会、乳幼児向け

や小学校の子どもたちを対象とし

の木文庫」を開設。近隣の幼稚園

１９８４年、
町田市の自宅にて
「柿

東京都 くすくす子どもの本の会

サービスなど地域に根差した活動
歳を迎えた現在も精力的に活動

のためにも文庫を開放するなど、

「星の子文庫」

トラスト

エデュケーション

ジャパン カウリ

ニュージーランド

ライブラリィ

岡山県 シービスケット

アメリカ アーモスト

古川さんは、１９７６年より埼

を続けています。
玉県入間市にて読み聞かせボラン

ます。

聞かせの連続講座」修了ののち、 団体へ贈呈状を送付するとしてい

きました。退職後、
「語りと読み

トにある図書と入れ替えることが

「おおきな木ぶんこ」

アメリカ アイダホ日本語補習校

トの一部（ 冊を上限とする）を、 山口県 ＮＰＯ法人 あっと
ほかの年齢向けセットと 冊リス
可能となっています。

北海道 十二月文庫

《小学校低学年向け》 件

岩手県 桜文庫

北海道 さくら文庫

福岡県 ＮＰＯ法人 光楽園

宮城県 虹の丘文庫

東京都 おはなしカラフル

東京都 にんじん文庫

栃木県 さくら親子の会

熊本県 清田 純子
ベトナム

BRIDGING
FOUNDATION
（橋をかける基金）

150

長野県 本と子どもの発達を

未来への扉

２０１７年度より、２０００年

20

山梨県 特定非営利活動法人

小児科おやこの会

神奈川県 横浜市立大学附属病院

絵本カーニバル

東京都 特定非営利活動法人

千葉県 おはなしグループ
「ゆう」 院・施設子ども読書活動費助成」 静岡県 あそびとおはなしの森

ぴぃかぁぶぅ

福島県 特定非営利活動法人

あゆみ保育園

11

26 100

12

さんふらわ

81

100

滋賀県 地域文庫

98

読書ボランティア

150

40
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■第

回 書店 新 風 賞 贈 呈 式

万部を超えるロングセラーと

■第

回 梓会出版文化賞

学術出版のオーソドックスとニュー
ウェーブ、対照的な２社が受賞

１９５１年の創
第 回の今回は、

優れた書籍を発行している出版
同特別賞を受賞したのは、対照
学校」に通う息子の学校生活を描
「梓会出版文化賞」
。 的にまったく新しいタイプの出版
いた「等身大ノンフィクション」
。 社を顕彰する
社ゲンロン。批評家・東浩紀氏が

書店と読者を元気づけた『ぼくはイ
エローで…』
『鬼滅の刃』が受賞
各地域を代表する書店のネット
ワークである書店新風会主催の
１月６日㈬、東京都千代田区の出

「第 回 書店新風賞」贈賞式が、 ２０１９年６月の発売以来、累計

コロナ禍のため式に出席できな

なっている。
かったブレイディ氏は手紙で「発

新風賞を受賞したのは、ブレイ

版クラブホールで行われた。
ディみかこ『ぼくはイエローでホ
売した年より、つぎの年のほうが
起こしてくれたのは全国の書店

ワイトで、ちょっとブルー』
（新

員。おかげさまで多くの人に読ま

売れた不思議な本。特異な現象を

またコミック作品としてはじめ

潮社）
。
て、吾峠呼世晴『鬼滅の刃』
（集

回

れた」と感謝の意を表した。
同書はこのほかにも「第

神奈川学校図書館員大賞（ＫＯ本

た。同会は当時の東大総長・南原

してきた東京大学出版会が受賞し

オーソドックスな学術出版を継続

立以来、アカデミズムを背景に

の枠にとらわれない「知のプラッ

ンカフェ」
、
友の会運営など、出版

ロン叢書」刊行のほか、
「ゲンロ

ンロン』や単行本シリーズ「ゲン

２０１０年に創業し、思想誌『ゲ

版会と晶文社が受賞した。

学芸文化賞」は、京都大学学術出

■「上野の森 親子ブックフェスタ２０２１」中止のお知らせ

京都台東区の上野公園周辺で開催

賞社を紹介する展示が３月 日ま

見通せないことから、やむを得ず

ロナウイルス感染症の収束が未だ

子ブックフェスタ」を冠したオン

５月３日～５日に、
「上野の森 親

で行われている（観覧無料）
。

団体（子どもの読書推進会議・日

特別賞」
「第２回 八重洲本大賞」 スタ２０２１」について、主催３

中止を決定いたしました。本と読

ルス感染症対策を施したうえで安

消毒の徹底」など新型コロナウイ

「検温・
入が３５０億超えと一大ブームを 「入場人数制限・入替制」

のイベントにつきましては、同じ

なお、企画していた講演会など

一同、たいへん残念な思いです。

まうことは、主催者はじめ関係者

実施することといたしました。

ラインイベントとして形を変えて

たしますので、
どうぞお楽しみに。

準備が整いしだい、ご案内をい

巻き起こし、多くの人が書店に足

全に開催すべく準備を進めてまい
価された。

を運ぶきっかけになったことが評

１億２０００万部、映画の興行収

特別賞の『鬼滅の刃』は累計

などを受賞している。

本児童図書出版協会・一般財団法

出を受けて検討した結果、新型コ

しかしながら緊急事態宣言の発

りました。

上野の森では開けませんが……
オンラインイベントを準備中

予定の「上野の森 親子ブックフェ

今年の５月３日㈷～５日㈷、東

第１位」
「第２回 Yahoo!
ニュー
ス 本屋大賞 ノンフィクション本

なお東京都千代田区の出版クラ

繁の発案によって設立され、国立

トフォーム」
として活動している。 ブビル３階ライブラリーでは、受
また新聞社・通信社の文化部長
に、
月刊誌
『ＵＰ』
も発行している。 が選ぶ「第 回 出版梓会新聞社

た。学術書・教科書・教養書を中心

大学としてははじめての試みだっ

展示会「危機を越え 未来を目指すため
に今できること」で受賞社を紹介中

31

オンライン講演会などを予定しています
（写真は 2016 年の講演会の模様）

英社）に特別賞が贈られた。
ちょっとブルー』は、イギリスで

『ぼくはイエローでホワイトで、

36

大賞」
「第 回 毎日出版文化賞

書が選んだイチオシ本 ２０１９

大賞）
」
「埼玉県の高校図書館司

13

人 出版文化産業振興財団）では、 者の楽しい出会いの場を失ってし

73

17

60

暮らす著者が、地元の「元底辺中

受賞作の出版社代表と編集者と
新風会 大垣会長の記念写真

36

55
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本紙巻頭で宮川健郎理事長がご案内された、一般財団法人 大阪国際児童文学振興財団
移転 10 周年記念寄付の詳細です。財団のオリジナルキャラクター「イイクロちゃん」は、
佐々木マキさんのデザインです。

優良読書グループの歩み

リーディング倶楽部
たんぽぽ

がだれかの役に立っているって、
とてもうれしく幸せなことだと

南アルプス市わかくさ朗読
ボランティア はなしんぼ
代表者

平間恵美子

今後も、子どもたちに元気をも

思っています。
らいながら、楽しく長く、活動を
そして、絵本は子どものものと

続けていきたいと考えています。

山梨県南アルプス市
〈推薦〉
山梨県公共図書館協会
読書推進研究部会

加者には、もうパパママになった

活動の対象は幼児から
高齢者までとはば広い

１９８０年ごろ、視覚障がい者の

「南アルプス市わかくさ朗読ボラ

方に声の広報をお届けすることか

思っている大人にも、絵本のよさ

ら、はじまりました。

を知っていただけるよう、紹介を
最後になりましたが、心よく受

その後、１９９２年に社会福祉

方もいて、自分のお子さんに読ん

け入れてくれる先生方、いつも

協議会主催の「録音ボランティア

ことができ、今後の糧にも、励み

であげているかな？ と想像する
ほかに定期的な活動として、毎

しっかり聞いてくれる子どもた

講習会」に参加、終了後に図書館

ンティア はなしんぼ」の活動は、

月のブックスタートで４か月の赤

ち，活動を後押ししてくれる図書

朗読ボランティアとして再編成

初恵

ちゃんに絵本を読んでいます。泣

活動に協力してくれた方々に心か

に、
私たちが驚いています。また、 館、そして、いままでいろいろな

かずにじっと絵本を見る４か月児

ら感謝申しあげます。

小松

高齢者サロンでの絵本の読み聞か

代表者

せも行っています。最初は利用者

にもなっています。
微力ながらも、

していきたいと思っています。

は、１９９７年、音訳テープづく

し、新たに始動しました。その後

北海道紋別郡湧別町

りから活動をはじめました。現在

のみなさんに戸惑いがありました

も図書館主催の「朗読入門講座」 文学の世界と読書の楽しさを広め

リーディング倶楽部たんぽぽ

〈推薦〉
北海道読書推進運動協議会

会員 名で「無理をせず、できる

が、いまでは楽しみにしてくれて

います。当初、メンバーは 名ほ

を受講した人が会員となってきて

ていく、その一端を担えたら……

地域での活動は、充実感を得る

らっています。

人が、
できることを楽しく」
をモッ
います。

どでしたが、現在は８名で活動し

現在、メインの事業となる湧別

が得意なメンバーが中心となって
バッグのプレゼントをしたり、図

回の市内の朗読グループとともに

す。

みなさまとともに、楽しく幸せな

型絵本、紙芝居なども取り入れて

書館の蔵書を修理しています。き

開催する朗読会への参加のほか、

●市立図書館主催の朗読会出演

ざまな年齢の方々に、聴いていた 「秋のひととき朗読会」

す。高齢者、幼児、小学生とさま 「やすらぎ亭」

実際の活動は以下のとおりで

います。

ときを過ごしていきたいと願って

実施。おはなしもナンセンスなも

れいになった本が、本棚に並べら

地域のサロン、施設、小学校での
ケットに参加し、売上金で湧別小

年３回の図書館朗読会や、年２

のから、行事、戦争や時代にあわ

出前朗読会などを実施していま
学校へ絵本の寄贈をして７年にな

また、町のお祭りのフリーマー

れるのはうれしいことです。

書は、楽しくもあり、とてもむず

をさせていただき、また元気もも

の夜話」

だくことによって、私たちも勉強 「安藤家住宅でちょっとこわい夏

かしくもあります。この読み聞か

私たちが楽しんでしていること

ります。

年で 年目になります。初期の参

せは２００２年からはじまり、今

たくさんある本のなかからの選

せた話まで、多岐にわたります。

15

この活動を通し、仲間や地域の

と思っています。

小学校での読み聞かせは、１年生

ています。

19

本の宅配絵本クラブへ子ども用

少し違った活動としては、手芸

トーに活動しております。

とうれしくなります。

２０２０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

から３年生の教室で約 分間、大

学校での読み聞かせは
年続いています！

25

11

19
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●若草地区ふれあいセンター、デ

●自主企画はなしんぼ朗読発表会
ときには自主的に活動してきまし
や学校のことを知ってもらいたい

をしたりと、学校の要望に応え、 に来ることで、子どもたちのこと

した先生と読み聞かせの趣旨に賛

ト時の会員は、小学校教諭を退職

催したのがはじまりです。スター

室で毎週土曜日に読み聞かせを開

を見せると、題名を読んだり、声

して、子どもたちの前に本の表紙

もたちと本のご対面。あいさつを

読み聞かせ当日、いよいよ子ど

人のボランティアが読み聞か

と思っています 。

特に読み聞かせは年々協力して

た。

イサービス、小学校などへの出前
朗読

そして、ゆっくり、はっきりした

りして意思表示をしてくれます。

同した地域の方の計３名でした。 を出して指を指ししめしてくれた

声で読み進めていきます。物語を

会員の変動はありましたが、毎年
５～６名が登録しています。ス

読むときはには、集中が途切れな

せをすれば、いろいろなジャンル

タート時からの会員もひとりいま

いように途中の問いかけはなるべ

くださる方が増え、発足当時に比

す。場所は図書館だけでなく各小

くせず、子どもたちの表情を見る

●市の広報誌、議会だよりなどの

もたちの本の世界を広げ、興味関

学校区の改善センター、そして保

ように心がけています。そして、

の 冊の本に出会うことができま

どもと絵本の世界を共有し共感す

心のはばを広げることができま

育所へと時代のニーズととも少し

校で読み聞かせをしています。子

た。これまでに 人以上の方が学

ることができる木曜日の朝読書の

す。子どもたちには、地域の方の

変わってきました。

べずいぶん人数が多くなりまし

●地域のおまつりなど、行事参加

西 伯 小 学 校 コ ミ ュ ニ テ ィ・
スクールどくしょ部

分間は、私たちボランティアに

読み聞かせをとおして、本を好き

す。ひとりが 冊読むより、 人

月および１歳半）におけるブック

聞かせ、乳幼児健診時（４・５か

と町内２か所の保育所での読み

活動内容としては、国見図書館

す。

かり耳を傾けたいと思っていま

驚きや喜びや感動の声には、しっ

読み終わったあとの子どもたちの

が 種類の本を読むことが、子ど

スタートでの読み聞かせが、おも

秀子

になることはもちろん、読んでく

朝読書が心豊かな育ちにつな

〈推薦〉
鳥取県読書推進運動協議会

み聞かせをするよりも、より多く

保育所での読み聞かせは 分ほ

西伯小学校では、２００７年度

山口美智子

読み聞かせに出向くこともありま

読書時間や平和授業、幼稚園での

もなものです。町内小学校の朝の

には「また来てね」と姿が見えな

顔で迎えてくれ、玄関を出るとき

どですが、玄関を入るといつも笑

できませんが、再開したら子ども

いまはコロナ禍で読み聞かせが

元気と幸せをもらう時間です。

れます。
私たちが子どもたちから、

くなるまで手を振って見送ってく
読み聞かせ活動は、本選びのと

す。
きからはじまります。テーマがわ
かりやすく絵が生き生きしている
か、子どもの発達段階にあってい

がら、私たち自身も読み聞かせを

るか、
絵と文のバランスはよいか、 たちにたくさんおはなしを届けな
ことばの美しさやリズム感・季節

前、学校完全５日制が実施された

けながら声を出して下読みを何回

方やページのめくり方にも気をつ

本を選びます。そして、本の持ち

ます。

やスキルアップに努めたいと思い

極的に出かけて、他団体との交流

た、読み聞かせ研修会などにも積

感があるかなどを考慮しながら、 楽しんでいきたいと思います。ま

２００２年、社会教育の取組の一

もします。

年

環として、当時の国見図書館の和

し ひ ろ ば 」 は、 い ま か ら

読み聞かせグループ「おはな

〈推薦〉
大分県読書推進運動協議会

大分県国東市

代表者

おはなしひろば

んでいます。

がったらいいなあと、日々願いな

子どもたちには本を、大人たち
には学校を知ってもらいたい

の人に参加してもらいたいと考え

早田

とって日々の生活のなかで元気が

れる地域の人や地域を好きになっ

100

がら、私たちは読み聞かせを楽し

代表者

でる心地よいひとときです。

てほしいです。

100

100

ています。多くの地域の人が学校

校運営協議会制度）を取り入りま
した。
子どもたちが本好きになり、
心豊かに育ってほしいという私た
ちの願いや思いから、学校支援の
取組のひとつとして、
「どくしょ」
部が誕生しました。
地域のたくさんの読書ボラン
ティアの協力や支援のもと、でき
るときに、できる人が無理なく楽
しく活動することをモットーに、
おもに学校図書館の掲示物作成や
本の修理など読書環境を整えた
り、読書集会や町の読書まつりに
協力したり、朝読書の読み聞かせ

30

鳥取県西伯郡南部町

の決まったボランティアだけで読

録音配達

100

「どくしょ」部としては、少人数

40

からコミュニティ・スクール（学

10

100
18
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■紙芝居文化 の 会

ＰＤＦデータはＡ４用紙１ペー

同会ホームページに掲載してい

どもむけ～」のＰＤＦデータを、

冊子、
「紙芝居の演じかた ～こ

分で演じるためのガイドとなる小

紙芝居を演じる人や、子どもが自

紙芝居文化の会では、はじめて

紙芝居の演じ方ガイドを
パラパラ小冊子で

る。
ジ。折りや切り目を入れて冊子の
形にする。作り方はホームページ
に紹介されており、データには折
■ＮＰＯブッ ク ス タ ー ト

込期間は３月４日㈭ 時までと

講演会詳細、申し込み方法など
はＮＰＯブックスタートホーム
ページまで。
ホームページ

●ＮＰＯブックスタート
https://www.bookstart.or.jp/

事 務 局 報 告（１月）

55

638

638

ひ・と・こ・と

●編集部＆事務局の

●１月半ば、これまで使用していた
サーバー兼事務局内共有ハードディ
スクのサービスの終了に備え、新
サーバーへの入れ替えとネットワー
クの再構築を済ませました。
●数年前から「いずれはやらねば」
とわかってはいましたが、事務局の
引っ越し、
「全国読書グループ調査」
の実施が続き、延び延びしていた
ら、ついにタイムリミット寸前。昨
年の野間読書推進賞贈呈式が終わっ
たころから本格的に始動、新サービ
スでのホームページ作動の確認、共
有ハードディスクからのファイルの
移動が終わったところで、エンジニ
アが接続を切り替え、新サーバーへ
移行しました。スタッフ自宅からの
メール送受信、共有フォルダアクセ
スも可能となり、
在宅勤務環境も
（い
まさらですが）前進です。
●今回はメールとホームページのア
ドレス変更はありませんでしたが、
新規のアドレスや各種サービスのロ
グインＩＤを決めるのには毎回、緊
張します。そのためか、個人からい
ただくメールのアドレスから、あれ
これ考えるのが密かな楽しみです
（同好の士、いますよね？）
。本に関
係ある仕事をしている人からのメー
ルが多いせいか、作品タイトルや
キャラクター名の入ったアドレスと
の遭遇することもしょっちゅう。自
分の好きな作品名だと親近感がさら
に増し、
「そのキャラクターが推し
なのか」と相手の意外な面を知るこ
とも。かくいう私自身、ケータイの
メールアドレスは愛読書由来の長い
ものとなっています。
（伸）

《ホームページ》http://www.dokusyo.or.jp

63

26

12

63

３月に中川ひろたかさんの
オンライン講演会を開催！

えほん・うたのこと』をライブ配

なっている。申込者には開催の前
また、講演会はライブ配信終了

に視聴用ＵＲＬが送られる。

日本で最初の男性保育士として

後、３月 日㈬までＮＰＯブック

信する。講師は中川ひろたかさん

保育園に勤務した経歴を持つ中川
さんが、保育の日々で感じた「子

チャンネ
スタートの YouTube
ルで視聴が可能。

ＮＰＯブックスタートホームページ
ＱＲコードと講演会チラシ

14

15

19

19

21

21

22 22

27

63

ＮＰＯブックスタートは、３月
50

まついのりこさんのイラストで
演じ方のポイントを紹介

☆６日＝機関紙『読書推進運動』 号
入稿
・６日＝書店新風会の「第 回 新風賞
贈賞式」に出席
☆７日＝機関紙『読書推進運動』 号
る位置のガイド線も入っているの
責了
で簡単に作ることができる。
・ 日＝
「子どもの読書推進会議
２０２０年度 第２回 幹事会」開催
また、同会では海外にも紙芝居
・ 日＝「上野の森 親子ブックフェス
の魅力を知ってもらいたいと、こ
タ」運営委員会に出席
・ 日＝文部科学省「子ども読書の日」
の小冊子データも、英語・フラン
ポスター 入稿
☆ 日＝「第 回 こどもの読書週間」
ス語・スペイン語・ドイツ語・中
ポスター原画借用
国語・スロベニア語の６つの言語 ●紙芝居文化の会ホームページ
・ 日＝
「子ども読書の日」ポスター初
校について、とよたかずひこさん、
版を用意。こちらもホームページ
h t t p s : / / w w w. k a m i s h i b a i プラス・アイと打ちあわせ
よりダウンロード可能、多文化多
・ 日＝「上野の森 親子ブックフェス
ikaja.com
タ」運営委員会に出席
言語の紙芝居イベントの開催にも （講座情報なども随時、紹介され
・ 日＝「子ども読書の日」ポスター再
ています）
活用できる。
校について、とよたかずひこさんと
打ちあわせ
☆ 日＝事務局内サーバー入れ替え作業
☆ 日＝新型コロナウイルス感染症対策
のため、 日開催予定の２０２０年
度 第４回 常務理事会を中止、報告
書の発送をもって代替
・ 日＝「上野の森 親子ブックフェス
タ」運営委員会に出席。２０２１年
度はリアルイベントとしての開催中
りと語る。
オンライン講演会だが、
止を決定
☆ 日＝「第 回 こどもの読書週間」
ポスター原画スキャンデータ出来
☆ 日＝「第 回 こどもの読書週間」
ポスター入稿

７日㈰ 時～ 時 分に、 Zoom 途中に休憩が入る予定。
によるオンライン講演会
「子ども・
参加には事前の申し込みが必要
15

社会を考えるシリーズ『こども・ （参加定員なし、参加費無料）
。申

14

（シンガーソング絵本ライター）
。

12

28

（8）
どもと絵本と歌」についてたっぷ

31

29
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