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「読書週間」によせて

贅沢な「旅」は読書環境から
せ

ま さ

が、実感できる日々です。

絵本や児童文学に関心が向

くと、書店や図書館を見る目

も変わってきます。失礼なが

ら、いままで自分の会社の出

版物の有無を物差しに見がち

している役割が、あらためて

を過ごすことができました。 な書店や図書館が地域ではた

と

見えてきました。

な る

だったのが一変します。子ど

その豊かさ、すばらしさを伝

成瀬雅人

に手を伸ばします。ここでは

えるためにも、読み継がれる

公益社団法人 読書推進運動協議会 常務理事
株式会社 原書房 代表取締役社長

自社で過去に出版した本にお

もの本をならべるまちの小さ
長引くコロナ禍は、日々の

世話になりました。

その、まちの小さな書店が

出版に携わるようになって

に読み漁りました。
合間には、 たことです。それをきっかけ

郎さんの小説をむさぼるよう

さん、吉村昭さんや池波正太

と幕末を描いた、司馬遼太郎

大きな変化は、初孫が生まれ

の回りに起きたもうひとつの

私事ですが、この１年で身

無書店地域が増えると、地

日を実現させたいものです。

散歩がてら絵本を選びにゆく

ま１軒だけ。孫の手をひいて

に４軒あったまちの書店はい

暮らす都内私鉄沿線の駅周辺

どんどん消えています。私が

時間が経つにつれ、読みたい

絵本や児童文学の世界に目を

最新学説を求めて学術書も。 に、しばらく遠ざかっていた

ばと決意した次第です。

良書を世に送りつづけなけれ

暮らしや仕事に多くの変化を

西洋史のつぎは日本史。大

もたらしました。
会合が減り宴席がなくなっ

本より読まなければならない

さらに、ゆいの森あらかわ内

て浮いた私の時間の多くは、 河ドラマにあわせ、戦国時代

本の割合が増えて溜まったフ

向けることになりました。

行ったときには気づかなかっ

生さんの『ローマ人の物語』
。 記念文庫に足を運ぶと、以前

てゆきます。ロングセラーの

つくと自分自身がひきこまれ

めた絵本や児童文学に、気が

孫のために選ぼうと読み始

わってもらうためには、資料

に入りの本を選ぶ楽しみを味

多くの本の中から自分のお気

ります。子どもたちに、より

読書に向けられました。

ラストレーションの解消に努

の吉村昭記念文学館、台東区

た発見がありました。

域の図書館の役割は大きくな

めたという感じでしょうか。

立中央図書館内の池波正太郎

単行本刊行時に読み始めて挫

にもわたり生き残る良書が多

多い児童書の世界には何世代

費の充実が必要です。

《ホームページ》http://www.dokusyo.or.jp

まず手にしたのが、塩野七

折した長編小説は、文庫本で

フィクションとノンフィク

取り組んでゆきましょう。

読書環境を守るために、私
ションの世界を行ったり来た

たちにできることはたくさん

巻になります。読み進める
うち、これを読まずに西洋史

あるはずです。あきらめずに
なっても別の読み方ができる

いことや、絵本が子どもたち

奥深いものだと言われること

りしながら漂う過去への旅は
コロナのおかげでとは言いた

時空を超えた贅沢なもので、 だけのものではなく、大人に
くはないですが、豊かな時間

の本を出版してきた自分が恥
読了後は周辺知識の裏付け

ずかしくなりました。
がほしくなり、今度は専門書
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会員の購読料は
会費の中に含まれる

定価 60 円

昌弘
伸子

小塚
片岡

発行人
編集人

★「読書週間」
ポスターデザイン決定！
（2 頁）
★野間読書推進賞 受賞者の活動報告（5 頁）
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読書週間
2021・第 75 回

ポスター完成しました！
図書館・書店・学校など、掲出にご協力ください

ていった本」
、登場人物が大きく

成長していく本、
「違う私」の解

釈を広げて「自分や世界が変わっ

てしまう」怪奇・ホラー小説など、

標語にちなんだ特集のご報告を、

お待ちしております。

順次、発送していきます。

のポスターが完成、９月中旬より

週間」
趣旨書と運動普及活動の要

どのマスコミ関係機関にも、「読書

ます。
出版社、
新聞社、
テレビ局な

「２０２１ 第 回・読書週間」 書店などに配布、
掲出をお願いし

しみにしています」と、作者のこ

います。そんな出会いをいつも楽

む前とは確実になにかが変わって

感覚のあと、われに返っても、読

せん。しばらく宙に浮いたような

読み終えてもすぐに現世に戻れま

います。

も取りあげてもらうよう、努めて

紙やテレビ・ラジオの情報番組で

をしました。電通の協力で新聞各

社の雑誌に告知広告掲載のお願い

なご協力をいただき、多くの出版

本年度も、日本雑誌協会の特別

標語・イラスト募集に応募いた

今年の標語は、
「最後の頁を閉

請書を同封し送付する予定です。

読書推進運動協議会ホーム

ページ（ http://www.dokusyo.

）では、ポスター・マーク
or.jp
み進め、最後の頁を閉じるころ。 のデータ、このページにも使って

ポスターイラストは、しらいた

とばをいただきました。

だいた方、選考委員、デザインを

じた 違う私がいた」です。入選

・イラストレーション／しらいたまも
・標語／緑川良子
・デザイン／有原文絵（プラス・アイ）

するようになった経験はありませ

になったり、ものの見方をしたり

それまでとは違う考えをもつよう

り、ブックカバーのＰＤＦデータ

示に活用いただけるポップ、しお

り）のほか、図書館、書店での展

いるロゴデータ（各種フォントあ

比較的落ち着いていた今春の

現在は新型コロナウイルス感染症
いつもとは「違う」感じがしませ

なっております。閉塞感ただよう

床逼迫など、また厳しい状況と

状況ではありますが、読書で広が

どもたちの表情がみるみる変わっ

読み聞かせをしているうちに「子

う週間となりますように。

読んで変わる楽しみを存分に味わ

さんの「人生これで変わった本」
、 る世界に制限はありません。本を

図書館スタッフ、書店員のみな

んか？

間」のポスターではめずらしく、 変異株の増加や、一部地域での病

大きく描かれた構図は、
「読書週

してくれました。男性がひとり、 「こどもの読書週間」時とくらべ、

と、イラストにこめた思いを紹介

本との出会いがありますように」 を配布しています。

んか？ そんな、世界をひろげる

「没頭できる本に出会うと、 まもさんの作品。
全国の小・中・高校、
公共図書館、 らは、
「夢中で本を読

ポスターは６万２千枚を製作、 者の緑川良子さん（講談社）か

ての関係者に感謝いたします。

担当したプラス・アイなど、すべ
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最後の頁を閉じた
違う私がいた

10/27 ～ 11/9

■第

回 造本 装 幀 コ ン ク ー ル

「出版・デザイン・印刷・製本産
「 第 回 造本装幀コンクール 」

示される。
は昨年、新型コロナウイルス流
行 の 影 響 で 募 集・ 審 査 を 延 期。 ●東京都知事賞

装幀＝久能真理

印刷＝サンエムカラー
製本＝篠原紙工

■絵本ワールド

ふくしま

さらに今回は併催の子どもの本

付けられた。

福島県で２年ぶりに
絵本ワールド開催！
８月 日㈯・ 日㈰、福島県郡
山市のミューカルがくと館で「絵

日はオープニングセレモニー

読書推進イベントとなった。

り感あふれる、家族的な雰囲気の

本ワールド ふくしま２０２１」 大展示会は行われず、全体に手作
（主催＝「絵本ワールド ふくし
ま」実行委員会）が開かれた。

で、計４回行われた講演会は、最

開催。両日とも来場は事前予約制

回は感染症対策に万全を期しての

症流行のため中止となったが、今

ど消えてしまったもの、
正体のわ

や、「鬼」「カッパ」「天狗」「忍者」
な

恐竜について調べ始めたきっかけ

れるヒサクニヒコさんの講演会。

に続き、午前中は恐竜図鑑で知ら

昨年は新型コロナウイルス感染

大 名まで。同じく計６回行われ

介動画などの公開を準備中。また

定する「読書推進運動協議会賞」 たミニブック製作のワークショッ

を続けてきたことなどを語った。

からないものに興味をもって創作

かけて、東京都千代田区の出版ク

●文部科学大臣賞

三賞受賞作

11

ラブビル３Ｆライブラリーにて展

さん装幀の『ジャケ買いしてし

は検温と消毒、マスク着用が義務

定となった。また入場にあたって

10

まった 』
（シンコーミュージッ
クエンタテイメント）
が受賞した。

ルをモチーフにした装幀で、厚手
の黒い「がんだれ（小口折り）表

ベルを覗かせて、本当にレコード
が入っているように見える。文字
通り購買動機につながる、装幀の
魅力を感じさせる１冊となってい
る。

密を避けて行われた、香川元太郎さんの
サイン会

日は、午前はイラストレー

を使って迷路遊びを楽しんだ。

さん親娘と参加者が、実際の作品

路絵本で人気の香川元太郎・志織

午後は『恐竜の迷路』などの迷

は、今回は茂村巨利（なおとし） プは各回 組（１組４名まで）限

なお、読書推進運動協議会が選

in

15

２年分の新刊書籍 点より
の入賞作品決まる
業の向上発展」を目的とした「第
回 造本装幀コンクール」
（主催

点の候補作の中から、
「文部科

）
（ skybluebooks

＝日本書籍出版協会／日本印刷産
２年分を対象として、去る６月７

』
２０１９・２０２０年発行の書籍 『 forward

㈫に東京都千代田区の日比谷図書
日・８日に審査会が行われ、 者・

京都知事賞」の三賞をはじめとす

当協議会賞の表紙
レコードは入っていません！

同作品は往年の インチシング

（暮しの手帖社） 印刷・製本は共立アイコム。

化動態論専攻 アート・メディア
論研究室）
装幀＝松本久木
印刷＝サンエムカラー
製本＝みやこ／藤原製本

会」も行われた。

絵本専門士ゆうくんの「おはなし

は渋沢やこさんの「布の紙芝居」
、

また両日とも、講演会の合間に

講演した。

などの絵本作家・高畠那生さんが

文庫」さん、
午後は『うしとざん』

ター・ライターのユニット「みず

ター福田利之さんとイラストレー

15

『花森安治選集（全３巻）
』
装幀＝佐々木暁
印刷・製本＝図書印刷
●産業経済大臣賞

12

22

た。

14

業連合会）の表彰式は、９月７日
文化館で開催の予定だったが、新
型コロナウイルス感染症対応のた
その代わりとして、公式ホーム

る 賞 作品の入賞が決定してい

学大臣賞」
「産業経済大臣賞」
「東

ぺージで受賞者コメントや作品紹

14

54

24

め、中止となった。

181

in

54

24

in

54
受賞作品は９月 日から 月末に 【第 回 造本装幀コンクール】

120

461

461
10

54

』 紙」に丸い穴をあけ、長い折り返
『 Arts and Media volume 10
（大阪大学大学院文学研究科 文 しの裏に印刷されたセンターレー

今回の三賞受賞作。
左より産業経済大臣賞、
文部科学大臣賞、東京都知事賞

‼
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読 書 推 進 運 動
（第三種郵便物認可）
（3） 第 646 号

■「秋の読者 還 元 祭 」 実 施 へ

■第
か

回 全国図書館大会 山梨大会

開催へ

「交ひの国」から
新しい図書館文化を発信！

デルに向けて（仮題）
」

「情報リテラシー教育の次世代モ

第 分科会 障害者サービス

①「利用者にとってアクセシブル

な電子書籍とは」

②「読書バリアフリー法における

公益社団法人 日本図書館協会

「コロナ禍における学校図書館の

今年も昨年の和歌山大会に続き、 ②高等学校図書館
オンライン形式となる。

国＝交ひの国」山梨より、オンラ 「子どもと本をつなぐ・つなげる

一本化し、
当選本数が倍増。また、 甲斐（交ひ）の国から」
。
「甲斐の

─ 変革の時代に ─」

第 分科会 資料保存

第３分科会 学校図書館

「図書カードネットギフト」は、

と山梨県ほかが主催する「第 回

各図書館の役割」

全国図書館大会 山梨大会」が

①小・中学校図書館

スマートフォンで使える図書カー

月 日㈭・ 日㈮に開催される。 書館の創造」

「学びを支え 心を育てる学校図

ドで、応募から受け取り、書店で

今回は 月１日「本の日」図書

結できる。

の使用まで、スマートフォンで完

当選本数も倍増！ スマホで使える
図書カードプレゼントキャンペーン
日本書店商業組合連合会（日書
連）は、
「読書週間」初日の 月
日㈬から 月 日㈭まで、
「秋

の読者還元祭 ２０２１」を全国
の書店（還元祭実施書店のみ）で
開催する。
と秋に日書連が実施していた「書
ダブルチャンスとして、
「ギフト

インという新たな交流の形で人と

第５分科会 専門図書館

第４分科会 児童サービス

今回のテーマは「知をつなぐ、 可能性」

店くじ」を引きついで日書連が企

情報、人と人を結ぶ図書館の可能

カードプレゼントキャンペーンと

画。今年の春に
「春の読者還元祭」 ブック・キャンペーン（主催＝文

性を広げる大会を目指す。

「こどもとおとなの専門図書館 ─

化通信社）
」への応募もできる。

を実施し、読者・参加書店双方か
ら好評を得ている。

ホームページを参照のこと。実施

んの基調報告と、集英社会長の堀

本図書館協会理事長の植松貞夫さ

質保証」

「やってみよう資料保存Ⅱ ─ 資料

保存の疑問解決！ ─（仮）
」

第 分科会 出版流通

と図書館」

「コロナ禍における情報利用行動

第 分科会 多文化サービス

一歩前進」

「多文化サービスＱ＆Ａを使って

第 分科会 健康情報

変わったのか ─」

「会計年度任用職員─職場はどう

参加費は４０００円（視聴費、

大会記録誌など含む）
。参加申込

の分科会は一部を除き、 月 「著作権法に関する動向と課題： （ 月７日㈭締め切り）は、大会

。 第７分科会 著作権
「対談 これからの出版と図書館」

第 分科会 非正規雇用職員

地域の資源をどのように提供すべ 「認知症と図書館のバリアフリー」

春同様に実施書店が書籍・雑誌を

書店には９月中旬以降、告知ポス

内丸恵さんと山梨県立図書館館長 「学校司書モデルカリキュラムの

きか」

購入した読者に、キャンペーンサ

ターが掲出される予定。

の金田一秀穂さんによる記念講演

詳細は日書連、
または
「本の日」
「還元祭」２回目となる今回は、 ど、

イトのＱＲコードが入ったしおり

●日書連ホームページ

第６分科会 図書館情報学教育

を進呈、読者はキャンペーンサイ

https://www.n-shoten.jp/
●「本の日」ホームページ

して応募する。抽選で５０００
名に図書カードネットギフト

https://honnohi.com/

トにアクセスし、必要事項を記載

日から配信される全体会は日

「秋の読者還元祭」実施書店名な

この「還元祭」は、昨年まで春

107

11

10

11

12

13

14

15
第１分科会 公共図書館

テーマは次のとおり。

上旬から 月まで配信される。各

11

存在意義」

第８分科会 公共図書館プロジェ

令和３年改正著作権法を中心に」

更新のほか、交流サイトの開設も

る。ホームページでは大会情報の

ホームページより受けつけてい

●第 回 全国図書館大会

予定されている。

クト

第９分科会 図書館の自由
第 分科会 図書館利用教育

「新型コロナウイルス感染拡大と 「図書館利用のプライバシー保護」

第２分科会 大学図書館

10

11

１０００円分が当たる。

12

選択の多様性と地元書
「地域社会における公共図書館の 「 MARC
店納入の可能性」

店頭ポスターと配布しおり

16

12

11

107

11

11

16

大学図書館」

10

yamanashi.jp/107th-taikai/

h t t p s : / / w w w. l i b . p r e f .

ホームページ

107

11
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■野間読書推 進 賞 受 賞 者 の 活 動 報 告

開かずの扉と孫たちがくれた新しい発見
──コロナ禍の一年を振りかえる──
いつかきっと読もうと思い、大切

いじょうぶ だいじょうぶ」と答

うぶ？」
と声をかける。下から
「だ

がすると、上から孫が「だいじょ

いでね」とやさしく声をかけてく

ぱりと言った。
本は前に進めたり、

に戻し「川のことを話す」と、
きっ

と思う？」と聞くと、ページを前

て、孫に「
『ぼく』がなにを話す

タートのフォローアップとして

れる。文中の「ぼくは、ずいぶん

合同出版㈱から出版された。タイ

に残ったのが、
『アニーとおばあ

おおきくなりました。おじいちゃ

聞かせすると、近くにいた仲よし

ころ やんばるのいなぐんぐゎ』
。 は開催されず、ボランティアの私

ちゃん』
（ミスカ・マイルズ 作／

んは、
ずいぶんとしをとりました」 戻したりするよさがあることを、

のじいじに「じいじ、としとらな

４月から６月に 冊を身近な人、 は出番がなくなった。孫が通って

ピーター・パーノール 絵／北面

見つけた。その中でいちばん印象

市内公共図書館、
小学校へ寄贈と、 いる小学校の読み聞かせボラン

ジョーンズ和子 訳 あすなろ書

行っていた
「ぴよぴよおはなし会」 （宮地敏子 著 グランまま社）を

への影響で活動が中止になった。

小学校６年生から届いた感想文に

孫３人と楽しく読んだのは、『お

へそがえる ごん（全３巻）
』
（赤

という意味をしっかり理解してい
さらに、
『ぼくは川のように話

の孫が第一声
「マンガみたい」
とい

。２番目
羽末吉 著 福音館書店）

房）
。ナバホ・インディアンの少

す』
（ジョーダン・スコット 文／

うのでページをめくると、テンポ

これまで教室で出会った子ども

あちゃんは自分の死が近づいてい

シドニー・スミス 絵／原田勝 訳

が速く、なるほどマンガの作風を

は「戦争のことや当時の遊びや伝

お話ししてくれたよね」
とか、
孫の

ることを家族に告げる。アニーは

学校では、毎朝ひとりずつ好きな

「ぼく」の
最初は恐れるが「お日様は、朝、 偕成社）を孫と読む。

たんだね、と、感心した。

クラスで読み聞かせをしたことを

大地からのぼり、夕方、大地にし

場所について話す。でも「ぼく」 取り入れ、
正義感にあふれている。

女 アニーは毎晩おばあちゃんが

覚えていて
「いっちゃんのおばあ

はどもって口が動かない。その日 「おもしろい、おもしろい」と身

たちの元気な声、輝く瞳。２年生

ちゃんだよね」
と校外でも声をか

ずんでいく。生きているものはす

のクラスでは
「１年生のときにも、 語る昔話が大好き。ある日、おば

けてきた子どもたち。
そういうふ
マスク着用を余儀なくされた子ど

んに諭され、死を理解していく。 川へ連れていき、なめらかではな

帰っていくんだよ」とおばあちゃ

い急流を指して、お前は川の流れ

場所を話す日の場面で話を止め

できる日常を取り戻したい。

知る喜び、読む喜びを自由に選択

りづらくなったいま、家庭でどれ

コロナの影響で図書館で本が借
もたちを見ると心が痛い。「コロナ

このことばの力に感動した。私は

を乗り出し、楽しく読みあった。
に負けない！」
と叫びたくなる。

のように話しているんだという。 だけ読書が楽しめるか。子どもの
わが家の日常生活にいちばん近

の死を伝えられるか、
課題である。 つぎに「ぼく」がいちばん好きな

子や孫たちにどんなことばで自分
読書への関心を、
内に向けてみた。

ことで、これまで外に向けていた

ボランティアの場がなくなった

の放課後、お父さんが「ぼく」を

れあいがなくなり、
とても寂しい。 べて、大地から生まれて、大地へ

統行事に興味をもった。戦争時代

あらためて孫に教えられた。

なんと目まぐるしかったことか。 ティアも、コロナウイルス感染症

平田さん所蔵の『絵本・児童文学における老人像』
には、書き込み・付箋もあちこちに

い絵本『だいじょうぶ だいじょ
うぶ』
（いとうひろし 作・絵 講
談社）
。７人家族で暮らしている
が、１階はじじ・ばば、２階に息
子家族が住んでいる。下でだれか

にしていた開かずの扉（書架）を

が咳きこんだり、ものの落ちる音

いと思います」と記してあった。

開くと、 歳になる私にぴったり

平田惠美子

そんななか、コロナの状況はた

沖縄県子どもの本研究会

２０１８年ごろから、作家の上
いへん深刻になっていた。これま

の本『伝えたいもの、伝わるもの

82

絵本・児童文学における老人像』 うぶ』をいちばん下の孫娘に読み

える。
『だいじょうぶ だいじょ

條さなえ先生のご指導を受け、私
た。それが２０２０年４月 日、 で市内の繁多川図書館でブックス

の幼いころの思い出を書きはじめ

（一社）

トルは『ばあばがえみーだった

20

小学生から届いた感想文を読む
平田さん

に生きてきたえみーは、たくまし

500
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優良読書グループの歩み

芳賀

牧子

平日しか出られない人と、全員が
集まることは、とても困難です。

埼玉県春日部市

代表者

悠遊読書会

りあうこともあります。おはなし

ＬＩＮＥやメールなどで連絡を取
の会の内容向上のため、近くで絵
本作家さんの講演などがあるとき

杉森

憲一

を受けたり、子ども教室の開級式

楽しんでくれるようなおはなし会

私たちのおはなし会は、親子が

本好き７名の本を介したおしゃべ

私たち、悠遊読書会は、元気な

会員それぞれ、個性的な
読み方で読書を深める

のおはなし会、保健センターでの

を望んでいます。おはなし会のお

１時半から３時半まで、共通図書

まけに簡単な手品をしたりして、 り会です。毎月、第２木曜日午後

〈推薦〉
埼玉県読書推進運動協議会

ブックスタート、幼稚園の夕すず

をテーマに、庄和図書館がある庄

題書を中心に共通図書を選んで読

は、受講しています。

み会での親子おはなし会、おひさ

最後まで楽しんでもらえたらと

和支所の２階学習室で開いており

むスタイルとなりました。これで

おはなし会、各小学校からの依頼

すくすくルームのおはなし会と、 思っています。そして、ひとりで

まクラブ、乳幼児の親子が対象の

も多くの人に本を好きになっても

ます。来年には、５年目になりま

年 回以上のおはなし会をしてい

らえるように、ひとりでも多くの

すが、県内には 年以上の読書会

した。会員も子ども同伴でおはな

回のおはなし会からのスタートで

最初はラビット図書館での月１

た。

ロットとして活動を再開しまし

好きなもののひとつである、キャ

前の変更をお願いされ、うさぎの

う子ども図書館ができたため、名

ですが、
「ラビット図書館」とい

ビット」の名前で活動していたの

ました。以前は、
「おはなし会ラ

１９９６年４月から活動をはじめ

動物をアンパンマンの仲間に替え

作っています。
「ふしぎな家」は、

道具なども本を参考にいろいろと

絵本でおはなししてみたりと、小

は、親子でふれあいながらや布の

しています。乳幼児が対象のとき

を読んだり、大型絵本を読んだり

は、自転車の荷台に載せた紙芝居

います。公園などでの依頼のとき

かけ絵本などでおはなし会をして

プサート、手あそび、手づくりし

す絵本、エプロンシアター、ペー

大型絵本、大型紙芝居、とびだ

たカズオ・イシグロ作品、推理本

歴史書、ノーベル文学賞を受賞し

に、
感想を交わしました。翌年は、

その年はメンバーの愛読書を主

した。

という、特異なスタートを切りま

賛語録』の読書感想からはじめた

図書館の所蔵資料である『日本絶

幕末・明治を見直そう」と、庄和

初回は２０１６年４月、ちょう

から、全メンバーの投票で多い順

館の新購入本と在庫本の全リスト

人物の真理への肉迫！ したとき、

よい意味ではずれたときや、登場

う感じるに違いないと思ったのが

経験します。また、Ａさんならこ

でした。そこで、
「歴史の転換点、 びかって、新鮮な驚きをたびたび

ど、明治維新 年を迎えるとき

に仮の希望を出して、貸出可能な

かない、思いもよらない感想が飛

の千差万別ぶりです。自分の気づ

もあると聞き、感心しました。

30

新解釈・名解釈などにふれたとき

２０１８年から、県立図書館の

月各人が読んで、つぎの例会で感

本を定例会の日に受け取り、１か

現在、本の選び方は、県立図書

には、大いに盛りあがります。

団体貸出制度の利用をはじめ、話

150

わかったのは、各人各様の読み方

し会に参加してくれました。昔話

て作ったのですが、幼児から小学

町内多くの施設で大人も子どもも
楽しむおはなし会を

えたらと思っています。

の大型紙芝居を作成したり、舞台

などに分野を広げました。
ばかりなので、
休日出られる人や、

会員も仕事を持っている人たち

生まで喜んでもらえました。

現在は、町立図書館で年５回の

した。

でのぬいぐるみ劇などをしていま

「おはなし会キャロット」は、 ます。

〈推薦〉
福島県読書推進運動協議会

福島県東白川郡棚倉町

代表者

おはなし会キャロット

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）

⑼

人に本をもっと身近に感じてもら

20
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想発表を行います。さきほど、読
み方は各人各様といいましたが、
趣味嗜好があわない作品にあった
ときにも個性が表れます。ときに
は投げ出す、とにかくがんばって
読む、斜め読みや、中抜きで読む、
それでも残るモノがちゃんとある
のは、仲間がいるからできること
だと思います。
メンバーは、悠遊不惑のシニア

おはなしの会
「くれよん」
代表者
長崎県雲仙市

前田美恵子

を浴びてきました。

本物のように。いざという場面で

あっても、暗闇の中でアイコンタ

は、たとえ自分の役割で精一杯で

クト。できるかぎりの助けあい精

コロナ前のおはなし会。いまは
マスク越しでも笑顔は変わらず

ちの笑顔や目の輝きと、おはなし

いま、考えてみると、子どもた
会を終えた私たちの達成感が重な

神を機能させます。

コロナ禍におけるできるかぎりの

先にとかき集め手渡してくれたこ

しまったとき、子どもたちが、我

プロンシアターで、豆を落として

ます。
『ジャックと豆の木』のエ

また、会員共通の思い出があり

ることが、活動継続の大きな力で
あり、また魅力のようです。

対策を講じながら、
「いまこそ地

とです。子どもたちの、
あの日の、

ただ、
今年がいつもと違うのは、

地域の子どもたちのキラキラし

域に笑顔を」という強い思いが加

〈推薦〉
長崎県読書推進運動協議会

た瞳や笑顔が、私たちの元気の源

加した５～６名で、「くれよん」（や

２０００年３月、ある講座に参

せず、細く長く継続すること・で

私たちのモットーは、
「無理を

地域の風、風景、人が大好きな

せん。

あの真剣な目の輝きが忘れられま

わっていることです。

メンバーの感想をまったく批判し

世代（？笑）ですが、それでも、 です。
ないことをルールにしているの

きることをできるときに、楽しん

と思います。

一歩、また一歩と進めていきたい

私たちは、
感謝の気持ちを忘れず、

図書館まつりや自治会集会、敬老
で」ということです。また、誇り

会など、活動の機会が多くなり、 これからも「くれよん」の歩みを

わらかくひらがな）を結成し、い

範囲も広がってきました。
そんな中で、とくに苦労して

に思うのは、助けあいの精神にあ

までは会員も 名に増え、おかげ

回目を迎えます。

今回、全国優良読書グループ表

ふれる「くれよん」であることで

で、継続できており、この 月で

彰を受けましたが、図書館職員の

創った影絵の上演は、いつも、ど

す。

こでも強い緊張感につつまれま

彰をいただき、数々の思い出やお

現在の主な活動は、おはなし

方のご協力に、深く感謝していま

フェスティバルのほか、町内３つ

開放教育週間と夏の平和集会への を実際に動かすとなると、さらに
細やかに、
参加、また、市内ブックスタート、 たいへんです。大胆に、

す。やっとの思いで完成した人形

がら、今日もたくさんのキラキラ

若いころと変わらんよ」と言いな

会員のだれもが、
「気持ちは、 の小学校の朝の読書タイム、学校

世話になったみなさまへの感謝の

す。

との出会いを求めたいと思いま

気持ちでいっぱいです。

さまで 年目を迎えました。

11

す。これからも、笑いの絶えない

今回、優良読書グループとの表

12

会が続くよう、健康第一に、良書

21

45
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の読物」
「中学生からの読物」
「自
然科学・社会科学の本の中から」
の６つのジャンル別に紹介、解説
し、現在の子どもの本の傾向を探
る。対象は子どもの本に関心があ
る人。
講座の視聴には視聴料が必要。
申し込み後は配信期間中、何回で
も講座を視聴できる。また、視聴
時には資料として、講座で紹介す
る図書３００冊のリストを閲覧で
きる。
視聴の申し込みなど詳細はＩＩ
ＣＬＯホームページまで。
●ＩＩＣＬＯホームページ
http://www.iiclo.or.jp/

事 務 局 報 告（８月）
☆３日＝日本図書普及株式会社に全国優
良読書グループ表彰協力依頼
☆６日＝機関紙『読書推進運動』 号
入稿
☆ 日＝機関紙『読書推進運動』 号
責了
・ 日＝「絵本ワールド ふくしま
２０２１」に出席
☆ 日＝野間読書推進賞選考委員に９月
日㈪本選考会の案内を送付
☆ 日＝機関紙『読書推進運動』 号
出来
☆ 日＝第 回 読書週間ポスターデザ
イン決定
☆ 日＝野間読書推進賞 第１次選考事
業委員より評価票を受け取り
☆ 日＝第 回 読書週間ポスター入稿
☆ 日＝野間読書推進賞 第１次選考事
業委員会 開催（オンライン）
・ 日＝「上野の森親子ブックフェスタ
２０２１」収支決算書出来、文化産
業信用組合・広瀬専務理事、日本書
籍出版協会・樋口専務理事に会計監
査を依頼
in

645

645

645

■大阪国際児 童 文 学 振 興 財 団 オ ン ラ イ ン 講 座 配 信 中

もたちに伝えていかなくてはいけ
ないのか」
「子どもに読んでもら
えるためになにが必要なのか」を
考えるために、２０２０年に出版
された子どもの本を約３００冊を
「からだとこころ」「地震・災害」「環
境」「多文化共生社会で生きる」「性
の多様性」
「ネット社会に生きる」
「メディアミックス」
の７つのテー
マ、
「絵本」
「低学年からの読物」
「中学年からの読物」
「高学年から

めに」が予定されている。
参加には参加費と事前申し込み
が必要。
１日だけの参加もできる。
申し込み締め切りは 月 日だ
が、定員（ 名）に達し次第、締
め切る。各プログラムごとに定員
があるため、日本子どもの本研究
会では早めの申し込みを勧めてい
る。
申し込み方法、および、講座・
分科会の詳細な内容は、日本子ど
もの本研究会ホームページで確認
できる。
●日本子どもの本研究会
ホームページ
https://www.jasclhonken.com

75

75

10

14

16

13

17

18

23

26 23

31

テーマ、ジャンル別に
昨年に出版された子どもの本を紹介
一般財団法人 大阪国際児童文
学振興財団（ＩＩＣＬＯ）では、
現在、オンライン講座「２０２０
年に出版された子どもの本から」
を配信している。配信期間は 月
日まで。
講師はＩＩＣＬＯ総括専門員の
土居安子さん。
「紙の本の魅力は
なにか」
「コロナやデジタル化な
ど、この変化の時代に、子どもの
本をとおして私たちはなにを子ど

るのか 紛争、災害の現場から」
と、同会会長 代田知子さんの基
調報告「届けよう！ 本を読む楽
しさを ─ コロナ禍の実践からみ
えた『本の力』と『大切にしたい
こと』─」に加え、４つの講座が
配信される。
７日は午前・午後それぞれ５つ
の分科会と、前沢明枝さん（翻訳
家）の閉会講演「異文化を超えて
─ 物語を子どもたちに伝えるた
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■日本子ども の 本 研 究 会 全 国 大 会 開 催 へ

53

２日間、講演・講座・分科会を
オンライン開催

11

10

12

一般社団法人 日本子どもの本
研究会は、
「第 回 日本子どもの
本研究会 全国大会 未来をひら
く子どもと本 ─ これまでのあり
かたを見つめ、新たな一歩を ─」
を、 月６日㈯・７日㈰に、Ｚｏ
ｏｍを利用してオンライン開催す
る。
６日は、安田菜津紀さん フ
(ォ
トジャーナリスト）
の記念講演
「今
なぜ、子どもたちの姿を撮り伝え

ひ・と・こ・と

●編集部＆事務局の

●巻頭言の成瀬さん、特集の平田さ
んより、この一年、お孫さんと本を
楽しむ暮らしの中で発見したこと
が、おふたりの読書をさらに豊かに
されている様子をうかがい、子ども
に本を手渡すことは、子どもの世界
を広げ、生きる力を育むだけではな
く、手渡した大人の世界も広げ、新
たな力となるのだなと、つくづく思
いました。
●これまでにお会いした、文庫や実
演グループのみなさんもよく、
「私
たちは子どもからパワーをもらって
いるんです」とお話ししてくれまし
た。そんなみなさんに共通している
のは、子どもの読書を豊かにするた
めに、子どもの本と子どもについて
日々学び、楽しみ、研鑽を積まれて
いること。その積み重ねた力があっ
てこそ、文庫やおはなし会を子ども
たちが心から楽しみ、輝く笑顔を返
してくれるのです。
●「子どもの読書は読書推進運動の
根幹」というのには、子ども時代の
読書が人生の基礎となるだけではな
く、その子どもに関わった大人たち
も成長するという意味もあります。
これまで「こどもの読書週間」の趣
旨書に、家庭における読書環境の整
備の重要ポイントとして「幼児には
父母が本を読んで聞かせてあげる」
と掲げていますが、
「あげる」では
なく「一緒に読む」に変えることを
考えるがいいのかもしれません。
●それにしても、孫の力って大きい
んですね。さきほどの重要ポイント
を変えるとき、
「祖父母」も加える
のがよいかも？
（伸）

《ホームページ》http://www.dokusyo.or.jp
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