年頭所感

たります。これまで４回「こ

の

ま

よ し の ぶ

を通じて書店に、
そして、
全国

館に、日本出版取次協会さま

なしは心強く、私たちの活動

がう受賞者のみなさまのおは

てまいります。贈呈式でうか

野間省伸

学校図書館協議会さまより学

回「 読 書 週
協議会が「読書週間」や「こ

のもと数々の記念事業を開催

間」では、みなさまのご協力

スタートしたときの理念は

１９４７年に「読書週間」が

だいたるところに残っている

一昨年の第

を進める力となります。

どもの読書週間」などの事業

することができました。いま

このように、読書推進運動

校図書館へと配布されます。

公益社団法人 読書推進運動協議会 会長
株式会社 講談社 代表取締役社長

第 回「こどもの読書週間」にむけて

あけましておめでとうござ
本 年 は「 こ ど も の 読 書 週

います。
間」が第 回の節目の年にあ
どもの読書週間」にポスター
イラストを提供していただい

から 年前、戦火の傷跡がま 「読書の力で平和な文化国家

激 変 の 時 代 に、学 校、地 域、

ただきます。

て、新年のご挨拶とさせてい

幸とご健勝を心よりお祈りし

新しい年のみなさまのご多

ることはありません。

り、私たちの活動の軸が変わ

う本来の理念を忘れぬかぎ

平和な文化国家をめざすとい

活動を推進するにあたって、

版界と読書界が協調して読書

ることは平和の基礎です。出

に本を作り、自由に本を読め

を」というものでした。自由

を長きにわたって続けられて

70
きたのも、出版界、読書界の
みなさまの協力があってこそ
であり、あらためてお礼申し
あげます。

家庭をつなぐ草の根の読書推

70

ている絵本作家の荒井良二さ
んに、第 回のためにイラス
トを描き下ろしていただきま
した。
色鮮やかで力強いイラスト

全国各地で長年読書推進活
動に取り組んでこられた読書

らの「こどもの読書週間」に

進活動はますます重要になっ

《ホームページ》http://www.dokusyo.or.jp

を公開して広く標語を公募
し、先日開かれた事業委員会

グループの方々を「野間読書
推進賞」として顕彰させてい
ただいておりますが、現在ま
でその数は団体と個人あわせ
て となりました。読書環境
あわせ、全国の読書推進運動

このポスターは４月 日か

ニバル」に決定しました。

語が「はじまるよ！ 本のカー

回「こどもの読書週間」の標

において、２０１８年の第

60
協議会さまを通じて公共図書

23

60

218

60
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★「絵本ワールド」
各地で開催（2･3 頁）
★「赤い鳥」
創刊100 年記念事業（5 頁）
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第 602 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）

■２０１７年 度 読 書 推 進 運 動 協 議 会 全 体 事 業 委 員 会

■「絵本ワールド

にいがた ２０１７」

新潟市の朱鷺メッセで「絵本ワー

会場の親子にレクチャーして講演

いくかを解説。お絵かきの基本を

いけば、かわいい動物に変化して
ルド にいがた ２０１７（主催

２０１７年 月 日㈰、新潟県

地元大学やボランティアの協力で
さなざまなワークショップが開催

in

19

「読書週間」
ポスターイラストの応募
数や周年企画の内容などを提案討議
公募サイト、美術専門学校、イラ
ストレーター団体への協力依頼な

２０１７年 月 日㈮、東京都
どが功を奏し、応募数が例年なみ
に戻ったことなどが、事務局より

新宿区の日本出版クラブ会館で公
の２０１７年度 全体事業委員会
後も標語の決定後にイラストを募

報告された。それを踏まえて、今

の読書週間」などの協議会の柱と

11

プ「なにができるかな？ わくわ

あだちあさみさんのワークショッ

新潟日報社）
」が「福祉・介護・ を締めくくった。
=
健康フェア」
と同時に開催された。
新潟市在住のイラストレーター
一昨年の復活開催から３連続の開

く石ころアート」も人気で、大い

読書週間」記念事業は、荒井良二

示などができないか、各方面への

もの読書週間」に関する記念の展

のほか、事業委員からは、
「子ど

ることなどが提案討議された。そ

緯と、作品に対するこだわりにつ

て現在の絵本作家になるまでの経

で、自身の出身の新潟から上京し

んの絵について」と題した講演

り、切り紙で作る雪の結晶コース

毛糸と小枝で作るクリスマス飾

絵本作家の黒井健さんは「えほ

催となった。

さんの描き下ろしイラストと標語

だき対応をし、その結果行った、 り、全国の書店・図書館に配布す

働きかけをしてはどうか、などの

をつけただけのシートを会場に配

いて語った。また、丸の下に台形

が催された。地元グループによる

めいろ工作などのワークショップ

ター、バルーンアート、コロコロ
意見も出された。

ほかにも、 の地元のグループ

子どもたちが取り組んだ。

作るエコフリスビーなどの工作に

紙コップロケット、牛乳パックで

松 ぼっくりのクリスマスツリー、

ワークショップも数多く行われ、

り、どこにどんな線を描き足して

黒井健さんの講演会では
お絵かき教室も！

そのほか、
「敬老の日読書のす
すめ」
「若い人に贈る読書のすす
め」事業も、例年同様に進めてい
また、２０１９年の読書推進運

くことが確認された。
動協議会 創立 周年記念事業に
ついて、２０１９年３月に刊行を
読書グループ総覧」
に、
読書グルー

予定している「２０１９年 全国
プ研究や読書推進運動協議会 年

た。

号とすることなどが提案討議され

の総括などの寄稿を追補し、記念

60

子がお気に入りの一冊を求めた。

られた絵本も人気で、来場者の親

潟書店商業組合の協力のもと集め

の「子どもの本大展示」では、新

などが数多く催された。同時開催

による読み聞かせや紙芝居ライブ

12

60

80

第 60 回「こどもの読書週間」ポスター
イラストは荒井良二さんの書き下ろし！

また、地元 新潟大学の協力で、

減少した「読書週間」のポスター

をデザインしたしおり 万枚を作

に盛りあがった。

イラスト募集について、２０１７

2017 年度に発行したポスターと
リーフレット

年は関係各方面からの意見をいた

２０１８年の第 回「こどもの

針が確認された。

集し、ポスターを制作していく方

標語の決定時期が早くなった影

なる各事業について協議された。

が開催され、
「読書週間」
「こども

益社団法人 読書推進運動協議会

15

響からか、２０１６年に応募数が
60

in

12

（2）
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読 書 推 進 運 動
2018 年1 月15 日

■絵本ワール ド わ か や ま ２ ０ １ ７

参 加 し た 絵 本 作 家 は、
「 有田

■「絵本ワールド

とっとり ２０１７」

書店、学校、地域一体で開催、
年目は県央の倉吉市で

in

ワークショップ、サイン会などの

マルシェ」は絵本作家の講演会や

化しようとスタートした「えほん

有田川町を絵本の町として活性

んマルシェ」と同時開催された。

で彩られた駅舎により有田川鉄道

た。カラフルなキャラクターたち

の駅舎にもライブペイントを行っ

に、今年は旧有田川鉄道 御霊駅

壁面へのライブペイントのほか

なった。恒例のＡＬＥＣのガラス

の亀山達矢さんと中川敦
tupera
子さんや加藤休ミさんなど９人と

ボトルで実際に動く犬や船をみん

のワークショップを開催。ペット

た。宮本えつよしさんは『レンタ

順番に毎年開催されており、 回

かせのあと、
「ペットボトル工作」 ２００２から東部・中部・西部と

ルおばけのレストラン』の読み聞

目の今回は県央の倉吉市で開催さ

はえほん 大人にも絵本（主催

絵本ワールドと、絵本の展示販売

なで思い思いに工夫して作った。 れた。

鳥取県の絵本ワールドは

大学）
」が開催された。

新日本海新聞社、共催 同
= 実行
委員会、鳥取看護大学・鳥取短期

や地元の人気飲食店や小物ショッ

宮西達也さんは『おかあさんだい

日は平田昌広さん・景さんに

よる「夫婦ライブ」
。新作の『い

をつぎつぎに舞台に上げて、一緒

今回参加した絵本作家のみなさん

に絵を描き、その絵を動かして

解説。子どもたちとともに紙皿

かけを「紙皿シアターライブ」で

はサイン会が開催され、来場の親

自分で作り、ゲームを楽しんだ。

たちは、忍者なりきりアイテムを

場」が開催された。来場の子ども

本孝さんの「忍者つばめ丸修行道

日には作家生活 周年をむか

えた児童文学作家のくすのきしげ

= のりさんが「ひとりひとりがみん
なたいせつ」と題して講演した。

最新作の読み聞かせを交えて、想

像する力、共感する力の大切さを

美術家の村上慧さんは「家をせ

語った。

おって歩くについて」と題し、発

泡スチロールで作った、まさに家

をせおって全国に移住して生活す

るプロジェクトについて語った。

日は絵本作家の平田昌広・景

なった。

質問が飛びユニークな講演会と

「大きな家を作ってみよう」 会場の子どもたちから斬新で鋭い
すきだよ』などの自作の絵本を、 屋」

「おはなしの部屋」
「あそびの部

ループの協力で行われた。

２０１７年 月 日㈯、 日㈰、 などのワークショップは地元のグ

とっとり ２０１７～子どもに

グナスホールで、
「絵本ワールド

鳥取県倉吉市の鳥取看護大学・シ

18

絵本作家９名が講演・ワークショッ
プ・ライブペイントに大活躍
和歌山県有田郡の有田川町地域交
川町絵本コンクール」の審査員

い、
大阪からの来場者もいるほど。

流センターＡＬＥＣで「絵本ワー
= でもある宮西達也さん、 tupera

２０１７年 月 日㈯、 日㈰

ルド わかやま２０１７（主催

11

跡地道路は、絵本の町のシンボル

朝一番から会場は大いににぎわ

（マルシェ）からなるイベントで

ぶくろちゃん』などを来場者をま

に読み聞かせした。

ショーを完成させた。

子がお気に入りの絵本を手に長い

また、会場では両日を通じて山

きこんで読み聞かせした。浦中こ

日は tupera tupera
のおふ
たりの「おはなし会」
。
『やさいさ

行列を作った。

参加絵本作家の講演会のあとに
ん』
『うんこしりとり』などを来

倉吉市で活躍するボランティアグループ
え本の会「梟」の読み聞かせ

絵本まちづくり協会）
」が、
「えほ

16

in

11

プ約 店がテント出展する市場

参加した絵本作家が勢揃いして
御霊駅駅舎でライブペイント！

場者と声をあわせて読み聞かせし

ういちさんは紙皿の絵が変わるし

30

19

16

18

11

ロードとなった。

in

12

子どもの本即売会では、子どもたちが
熱心に本を選ぶ姿が

11
12

を求めた。

され、来場者はお気に入りの一冊

い」には１万冊の絵本が展示即売

同時開催の「えほんがいっぱ

イブを繰り広げた。

描き、会場を巻き込んで楽しいラ

りにあわせて景さんが即興で絵を

んの絵本ライブ」
。昌広さんの語

夫妻による「まっさんとけいちゃ

19

in

20

2018 年1 月15 日

読 書 推 進 運 動
（第三種郵便物認可）
（3） 第602 号

■国際子ども 図 書 館 ・ 日 本 ペ ン ク ラ ブ 講 演 会

■ＪＢＢＹが新しい支援活動を開始

館と、日本ペンクラブが共催する

国立国会図書館国際子ども図書
史と、２０１０年～２０１７年に

語の本にしぼり、黎明期からの歴

を通じた支援活動「ＪＢＢＹ希望

にある子どもたちに、子どもの本

ＢＹ）は、日本国内の困難な状況

日本国際児童図書評議会（ＪＢ

「希望プロジェクト」では、 災

が、
「希望プロジェクト」となる。

験と反省をもとに立ちあげるの

プロジェクト」の終了後、その経

困難に直面する子どもたちに
本で希望を灯す！

講演会「シリーズ・いま、世界 「カナダ総督児童文学賞」を受賞

多様な文化と共存するカナダの
児童文学を紹介

」が、 した作品を紹介した。
の子どもの本は？（第 回）

害、貧困、暴力、放射線被害など

科教授の白井澄子さんによる「い

女子大学人間総合学部児童文化学
２０００年ごろより、先住民を

災した子どもたちへの支援活動

象が強いカナダの児童文学だが、 体と協力して、東日本大震災で被

ＪＢＢＹではこれまでも、他団

援の対象は、日本国内の困難を抱

の火を灯せるよう支援をする。支

きている子どもたちが、本で希望

さまざまな困難と隣りあわせで生

③２月 日「詩が開いた心の扉

たち」田澤雄作さん

る、
多様性に富んだ国であるため、 でタブーとされていた先住民への

圏の文化、英語圏の文化が存在す

ダは、先住民の文化、フランス語

ダらしさがでてきている。これま

くものが増えるなど、いまのカナ

負った若者たちの姿をリアルに描

どを行ってきた。
「
〈あしたの本〉 の本の作り手による出張ワーク （参加には事前の申し込みと参加

馬市の子どもたちへの図書寄贈な

の図書館バスの運行、福島県南相

運営、宮城県気仙沼市・石巻市で

図書館「にじのライブラリー」の

実施。岩手県陸前高田市の子ども

ちの居場所に本を送る、子ども

体的には、困難を抱える子どもた

の要請を受ける形で支援する。具

ちを支える団体とし、希望者から

える子どもたちと、その子どもた

がとらえた事実」筒井雄二さん

親子に与えた心理学的影響の研究

④３月３日「原子力災害が福島の

子さん

奈良少年刑務所での試み」寮美千

きながら、内容を充実させていく

そのほか、支援希望者の意見を聞

はＪＢＢＹまで。また、ＪＢＢＹ

の会場とスケジュールなど、詳細

支援希望の申し込み、学びの会

●ＪＢＢＹ

募っている。

ではこの活動への支援と寄付を
ま子どもたちがおかれている状況

①２０１７年 月３日「心を開く

http://www.jbby.org

e-mail kibou@jbby.org
ホームページ

℡０３―５２２８―００５３

「学びの会」
も、
東京で開催される。 ℡０３―５２２８―００５１

や、抱えている問題について学ぶ

プロジェクトの一環として、い

予定。

ショップなどが予定されている。 費が必要）

同化教育（レジデンシャルスクー

「学びの会」
で絵本の読みあいを紹介する
村中李衣さん

ル）の問題を正面からとらえた作

18

子どもの本の全貌をつかむことは

品が存在感を強め、また、難民な
ど国際的な弱者をテーマとする作
家 デボラ・エリスが活躍するな
ど、文化や民族の多様性を受け入
れ、共生を探る作品が生まれる流
れは、これからも続くと思われる
一方、世界的に人気の高いファ

という。
ンタジーは、出版点数が少なく、

②１月 日「子どもの成長とメ

読みあいの力」村中李衣さん

12

ディア─ 大人になれない子ども

27

国内の賞を取ったものもほとんど
ないなど、意外な一面も紹介され
た。

東京都豊島区「椎名町こども食堂」を訪問して
本をプレゼント、読み聞かせも実施

むずかしい。今回、白井さんは英

多様な民族・文化との共生を探るカナダ
児童文学の魅力を語る白井さん

今年、建国 周年を迎えるカナ

テーマにしたものや、心に傷を 「
〈あしたの本〉プロジェクト」を

動物記』や『赤毛のアン』の印

白井さんによると、
『シートン

プロジェクト」を開始した。

10

２０１７年 月 日㈯に開催され
18

た。 回目となる今回は、白百合

11

150

ま、カナダの子どもの本は？」
。

10

（4）
（第三種郵便物認可） 第 602 号

読 書 推 進 運 動
2018 年1 月15 日

■雑誌『赤い 鳥 』 創 刊

年記念事業

日本の児童文学 年のお祝いに
大人も子どももご参加を！
日本児童文学者協会 副理事長

藤田のぼる

作品自体が読み継がれてはいない

（先に書いた明治期の児童文学は、
ので）ようやく 年を迎えるとい
さて、感想文コンクール（
「小

うことでもあるわけです。
学生の部」と「中学生以上・一般

話童謡雑誌『赤い鳥』が創刊され
亡くなられました。かつて赤い鳥

ナーとして活躍され、先年 歳で

すずさんは、その後服飾デザイ

会（ＪＢＢＹ）
、日本児童文学者

けもあり、日本国際児童図書評議

男の潤吉氏からの積極的な働きか

こうした折、鈴木珊吉氏のご長

●記念講演会

つのイベントがあります。

実行委員会の企画には、次のふた

５点が設定されています）
のほか、

の部」があり、それぞれ課題作品

た１９１８（大正７）年から数え
賞の贈呈式の場に、弟の珊吉さん

はよく知られています。
ちなみに、 れていました。

て、ちょうど 年になります。日
）年の『こがね丸』を起点にす

本の児童文学は、１８９１（明治
したことを、ご記憶の方もいらっ

とともに元気なお姿を見せていら

て赤い鳥の会の４団体で記念事業

協会、日本児童文芸家協会、そし

場＝国際子ども図書館（３～５日

５月５日㈯ 午後１時半から 会

『赤い鳥』と芥川龍之介」
、遠山
く自身は当初、講演会やシンポジ 「

のが、一昨年末のことでした。ぼ

スタ」の一環） 内容＝関口安義

開催の「上野の森親子ブックフェ

りますし、新美南吉記念館などで

ら『赤い鳥』関連の展示がはじま

野の国際子ども図書館では、秋か

ます。５月の講演会場でもある上

絡会」を結成し、連携を図ってい

るのが通説ですが、こうした巌谷

『赤い鳥』と新美南吉」ほか
ウムといったイメージでしたが、 光嗣「

実行委員会を結成することにした

が近いことは、数年前からぼくも

も関連展示の開催が決まっていま

しゃるのではないでしょうか。

意識はしていました。赤い鳥賞を

せっかくの『赤い鳥』 年であり、 ●朗読とシンポジウムの集い

行委員会各団体のホームページ

小波を代表とする「お伽噺」の通
童話・童謡をと、
『赤い鳥』を創

主催していた「赤い鳥の会」が元

＝神奈川近代文学館ホール 内容

さて、その『赤い鳥』創刊 年

刊したのは、作家の鈴木三重吉で

気であれば、記念事業の中心に

で随時紹介していきます。また、

俗性に飽き足らず、芸術としての

した。その２年前に、三重吉が長

なったはずです。赤い鳥の会は、 がほしいという話になり、同誌の

＝朗読（山根基世）
、シンポジウ

子どもたちも参加できるイベント

関心が寄せられています。北は北

などからも、
『赤い鳥』 年への

さらに、全国の文学館・記念館

のご協力も得て、
目下製作中です。

告知するための冊子を、
各出版社

す。これらのさまざまな動きも含

記念コンサートを企画していま

ついては、
日本童謡協会が７月に

す。これらの詳細については、実

女すずを得、この子によい読みも

掲載作品を課題とした感想文コン

ム（佐藤宗子・矢崎節夫・松本育 『赤い鳥』
の大きな柱である童謡に

その後も有島武郎の『一房の葡

海道ニセコ町の有島（武郎）記念

子・宮川健郎）

そして鈴木すず、珊吉、北原白秋

萄』など多くの文壇作家も作品を

館、南は福岡・柳川の白秋記念館

話が前後しましたが、創刊号に

の長男 隆太郎氏といった関係者

寄せ、また一度の中断を経た後期

めて、『赤い鳥』 年と記念事業を
によって結成され、坪田門下の前

が続けられていました。しかし、 が掲載されています。つまり、『赤

はかなりの数にのぼります。こう

ど、
『赤い鳥』ゆかりの文学施設

た新美南吉が投稿した『ごん狐』 や大分・竹田の佐藤義美記念館な

す。

な図書館などにお送りする予定で

ターも作り、全国の文学館やおも

３月末までに発行、あわせてポス

砂田弘といった作家たちで、活動

川康男、今西祐行、松谷みよ子、 『赤い鳥』には、
当時まだ 歳だっ

と、同誌で作家としての地歩を築

９月 日㈰ 午後２時より 会場

のをというのが契機となったこと

１９７１年に、雑誌『赤い鳥』の

クールも行うことにしました。

後期『赤い鳥』を代表する作家
新美南吉の『ごん狐』

100

今年２０１８年は、大正期の童

100

した記念館などと「赤い鳥 年連

これらの方たちがみな鬼籍に入
り、赤い鳥賞も終了を余儀なくさ

本の児童文学のいまに続く歩みが

小峰書店内

100

98

100

い鳥』創刊 年ということは、日

100

東京都新宿区市谷台町 4-15

100

いた坪田譲治、画家の深沢省三、 は芥川龍之介の『蜘蛛の糸』が、

23

100

18

100

100

100

〒 162-0066

『赤い鳥』創刊 100 年記念事業実行委員会

24

精神を世に再びアピールしよう
芥川の『蜘蛛の糸』が掲載された
記念すべき『赤い鳥』創刊号
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優良読書グループの歩み

なりました。
「本を読む」魅力に

校・三陸鉄道列車内で読み聞かせ、 １９８５年に「読み仲間の会」と

ています。読書をとおしての交流

金田一温泉民話まつりなど、要請

は 数年にもなりましたが、メン

ひかれ、毎月第３水曜日に集まっ

研修会などには積極的に参加し

にはほとんど応えています。
ましょうを合言葉に、意欲向上を

村外に出るときは、村教育委員会

などにあてています。研修会など

を心がけ、ときには会食でさらに

あわせを密にすることで意思疎通

議として全員集い、報告会や打ち

図っています。また、やまびこ会

い、課題書としました。夏目漱石・

は６名です。

バーの出入りが何度かあり、現在

定期読み聞かせ会年６回、地域行

岩手九戸支局で昔話、村公民館で

クスタート事業毎月、ラジオＦＭ

回、
村芸術文化まつり３日間、
ブッ

グループやまびこ」として私たち

に、地域に根ざした「読み聞かせ

だからできることを目指し、さら

しかできないこと、また、私たち

に会員を徐々に増やし、私たちに

させないという申しあわせをもと

フが選ぶ本を読んでいますが、時

は図書館の読書活動担当のスタッ

作品に親近感を覚えました。最近

に関連深い泉鏡花や木崎さと子の

も挑戦しました。なかでも、郷土

昭・三島由紀夫・白洲正子などに

の感想を述べます。小説としての

司会と記録を担当し、各自が読後

当日はランチのあと、ひとりが

作者・作品の背景までも踏み
こんで一冊を読みあう

読み聞かせグループやまびこ

事へ出前活動、いわて民話まつり

今後は、
おたがいに無理しない、 や、現代文学では川端康成・吉村

発足当初は書店で文庫本を買

の協力をいただいています。

芥川龍之介・森鷗外など近代文学

回、子育てサロン年７回、小学校

活動場所は、村内幼児施設年６

交流を深めています。

２０１７年度の 読
｢ 書週間 に
｣ 際して各道府県読書推進運
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）

伊保内恒子

読み聞かせグループ
やまびこ
代表者
岩手県九戸郡九戸村

は、
村内の子どもたちに村の公民

朝読訪問 回、高齢者施設訪問２

館図書をたくさん読んでもらいた

構成と表現、作者の登場人物に対

品の時代背景についても調べ、読

だけでなく、その作者の経歴・作

私たちは、本を読んで話しあう

問題は画一的でなくても、悩み、

やま話。老後に直面する私たちの

いう間に過ぎ、最後はいつもよも

この充実した２時間は、あっと

どう受け止めたかを発表します。

する視点と世界観など。そして最

流にそった話題性に富むものが多

解を深めています。作家や作品が

不安がともなうことは避けられな

後には各自が作者のメッセージを

歴史のなかでどう評価されてきた

い現実です。介護、病気、金銭の

く、そのせいか以前より話しあい

のか、なぜ世代を超えて読まれて

ことなど、憂えることが多すぎま

たっていくことを信じ、会員一同

きたのか。いま、私たちが切に願

す。しかし月に一度、読書会の仲

が活発になりました。

うのは、多くの人の心を支えてき

間に会い、それらを吐露すること

続けたいと考えております。

たそれらの小説を、もっと読んで

で、慰められたり励まされたり。

〈推薦〉
富山県読書推進運動協議会

富山県高岡市

代表者

読み仲間の会

ほしいということです。とくに生

吉田カヨ子

私たちの読書会は、１９８０

きづらさに悩む昨今の若い人々に
文化活動の一環としてはじまり、 ぜひ読んでもらいたいです。

おかげで嘆くことが多い日常をリ

年、子どもの通う中学校のＰＴＡ

心をひとつにして、楽しく活動を

の声がやまびこのごとく響きわ

32

おはなしを語る声をやまびこの
ように響かせて

２回参加、軽米高校・金田一小学

〈推薦〉
岩手県読書推進運動協議会

30

⑴

いという５人で２００４年８月に
発足。
今年で 年目を迎えました。

い、年会費は活動に必要な材料代

訪問はほとんどマイカーを使

活動内容を深めてきました。

なり、各種研修会などに参加し、

務所（当時）の先生方にお世話に

はじめました。また、二戸教育事

がら、保育園や学校などの訪問を

員会と話しあい、協力いただきな

が、利用者が少なく、村の教育委

向けの本もたくさんありました

発足当時、村図書室には子ども

わかれ交互に活動しています。

Ａ・Ｂの２班に
現在会員は 人で、

10 13
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冊を２０１１年から毎年８月に

な図書館では、そのなかの戦争本

け、多くの方々の支えのうえに図

一年をとおして、図書館周辺の

だ夏の怖いおはなし会、箏の演奏

肝試し、くじ引きなども盛りこん

施設やテラスで、ヨーヨー釣りや

実感し、これまで活動を続けてき

図書館周辺の施設やテラスを
使ってのおはなし会も好評！

展示し、戦争の悲惨さと平和の尊
てよかった、としみじみ思う。

これからも、心の糧として読書

セットでき、心が和むのです。
書館運営が成り立っていることを

活動を末長く続けていきたいと思
さを利用者に訴えている。

中に図書館を利用した方からの電

いぶん改善されてきた。高校在学

たこともあったが、長年の間にず

利用者のマナーの悪さに閉口し

あるが、
「モラルとセルフ」を合

考える。会員の高齢化など課題も

連携を深めることが大事であると

くこと、会員相互・関係機関との

図書館を続けるには、信念を貫

テーマにした川柳募集、
「こんな

紙をもらおう」
、方言募集、本を

た催しや、
「サンタさんからお手

る星座の観測などの季節を生かし

県の天体観測車ビュースターによ

はなし会、図書館を出て各地域で

や抹茶を楽しみながらの月夜のお

ゆかいな図書館
代表者

波時計をはじめ、多くの方から書

言葉に、これからもＪＲ橋本駅や

阪口

和歌山県橋本市

籍や飾り人形、座布団などが贈ら

町に住みたいな」の絵画募集など

目立ち、隠れ喫煙所と化していた

ゆかいな図書館は、ゴミ投棄が
り遅れないように」と、館内に放

いる。ＪＲ橋本駅は、
「列車に乗

図書整理や清掃を手伝ってくれて

森

まつうら図書館
きらきら塾
代表者
長崎県松浦市

書館へ行こう！」と思っていただ

てのおはなし会の開催など、
「図
にしていこうとの思いで「きらき

けるよう活動しています。

松浦市立図書館が子どもから高

ら塾」という名前で活動していま
す。市内で子どもの読書活動に携

し、さらに多くの市民に親しまれ

松浦市立図書館の利用を活性化

「まつうら図書館きらきら塾」
は、

齢にあわせて選んだ絵本の読み聞

幼児から小学生までを対象に、年

ンティア団体との持ち回りで、乳

日に図書館で、職員と４つのボラ

定期的な活動として、毎週日曜

連携も進めていきたいです。

読み聞かせボランティア団体との

ルの向上、後継者の育成、ほかの

いと思います。読み聞かせのスキ

がら、今後も活動を続けていきた

な心で、本との出会いを楽しみな

え、気負わずゆったりとやわらか

齢者まで、気軽に立ちよれる心の

る市民のための図書館であり続け

かせ、ことば歌遊び、折り紙遊び

オアシスとなることを願い、その

るよう、見守り育てることを目的

などのリレーおはなし会を行って

これまでの活動を支えてくだ

わっている４つのボランティア団

に、２０１１年４月１日に発足し

さった松浦市立図書館のみなさま

ためにきらきら塾がなにができる

ました。公民館、小ホール、会議

います。毎回参加する方も多く、

をはじめ、多くの方々に感謝申し

体、地域の文化活動の振興や健全

室、音楽室、和室、調理室などを

子育て中の方には、子育て経験者

あげます。

育成運動に関わる会員で構成され

備えた複合施設「きらきら 」の

の会員の助言も大きな励みになっ

のか、なにをしたらよいのかを考

なかの図書館で、たくさんの本と

ているようです。

ています。

出会い、本をとおして人生を豊か

〈推薦〉
長崎県読書推進運動協議会

の企画、他県の語り部をお招きし

橋本市図書館と連携して、通勤・

駅構内待合所の現状に危機感を抱

送設備を設置、
駅員の
「お薦めコー

を目指したい。

れてきた。地元高校図書部はシス

いた市教委・市議会から、
「待合

〈推薦〉
和歌山県読書推進運動協議会

室を簡易図書館に」という声があ

このような善意にふれるにつ

年末にはみんなで図書館の
大掃除も

三佐子

テムを学ぶ目的も兼ねて来館し、 通学客が気楽に立ちよれる図書館

繁昭

います。

500
ナー」も設けてくれた。

がったのを契機に、１９９８年、
現在、ゆかいな図書館は、ＪＲ

有志を募って設立した。
橋本駅と密接に連携しながら、
名のボランティアで運営してい
る。年中無休、終日開館で、常駐
者はおかず、貸出簿も作っていな
い。読み終えたら自主返却するシ
ステムである。
蔵書数減少のため、館運営が困
難となった時期もあったが、マス
コミをとおして「図書不足」を訴
え、全国から多くの寄贈本が届
けられた。その数は１２４０件、
１万７８００冊を超える。ゆかい

21
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２０１７年

月

日 ㈮、 公 益 社 団 法 人 読 書 推 進 運 動 協 議 会

の 「こ ど も の 読 書 週 間」 お よ び 「読 書 週 間」 標 語 選 定 事 業 委 員
回 こどもの読書

回 読 書 週 間」の 標 語 が 決 定 し ま し た。

名 ） が 開 催 さ れ、「 ２ ０ １ ８ 第

週 間」と「２ ０ １ ８ 第

■入選（図書カード１万円）１点
鐘ヶ江美保さん（トーハン）

沢田真紀さん（トーハン）

事 務 局 報 告（ 月）
12

ひ・と・こ・と

●編集部＆事務局の

・２日＝ちひろ美術館・東京 野上彰さ
ん講演会
「戦時下の言論統制と絵本」 ●新年あけましておめでとうござい
出席
ます。本年もよろしくお願いいたし
・６日＝「新宿区子どもの読書推進会議」 ます。
に出席
●１月８日に開催された「第 回
☆７日＝「２０１７年度 決算報告」に
学校図書館・公共図書館の充実を求
ついて朝日税理士法人と打ちあわせ
めるつどい」で、全国の学校図書館
・７日＝児童図書出版協会「年末感謝の
会」に出席
に関する情報交流紙
『ぱっちわーく』
・７日＝大活字文化普及協会「読書権セ
の発行人を務めた梅本恵さんのお話
ミナー」出席
をうかがいました。１９９３年５月
☆８日＝機関紙『読書推進運動』
（ 号）
から２０１７年３月まで刊行され
データ入稿
、創刊時は電話、
・ 日＝
「上野の森親子ブックフェスタ」 た『ぱっちわーく』
読売新聞社と打ちあわせ
ファックス、郵便での情報収集だっ
・ 日＝
「上野の森親子ブックフェスタ」 たといいます。とくに、１９９７年
博報堂と打ちあわせ
の学校図書館法改正時は、電報まで
・ 日＝
「上野の森親子ブックフェスタ」
利用しての編集作業だったとか。
日本書籍出版協会と打ちあわせ
・ 日＝
「上野の森親子ブックフェスタ」 ●そのころ、私は出版社でアルバイ
運営委員会に出席
トをしていました。
「○○さん（い
・ 日＝日本書店商業組合連合会「出版
まや、だれもが知る大ベストセラー
販売年末懇親会」に出席
作家です）が、原稿をｅメールで送
☆ 日＝「２０１７年度 全体事業委員
るといっています！」の知らせに、
会」および「第 回 こどもの読書
（１台しかなかっ
週間標語選定事業委員会」
「第 回 「編集部のパソコン
た）では、受信できないぞ！」
「だ
読書週間標語選定事業委員会」開催
☆ 日＝機関紙『読書推進運動』
（ 号） れか、自宅でもいいから受信できる
発行
の、いないか 」と編集部が右往左
・ 日＝文部科学省「子ども読書の日ポ
往する時代でした。
スター」イラストをとよたかずひこ
●いまや、この機関紙でも原稿のほ
さんより受け取り
とんどをメールでいただき（手書き
・ 日＝「造本装幀コンクール実行委員
会」に出席
原稿も大好きです）
、ＤＴＰソフト
・ 日＝
「上野の森親子ブックフェスタ」 を駆使（？）して、紙面を作ってい
日本児童教育振興財団と打ちあわせ
ます。それでも、巻頭言や特集など
・ 日＝
「上野の森親子ブックフェスタ」
をどなたにお願いするかの材料は、
日本図書普及と打ちあわせ
・ 日＝
「上野の森親子ブックフェスタ」 新聞や情報誌、いただいた手紙にあ
大阪屋栗田と打ちあわせ
る近況のご報告であることがほとん
・ 日＝伊藤忠記念財団と「子ども文庫
どです。通信手段がどれほど発達し
助成事業」打ちあわせ
ても、その礎にあるのは「書かれた
・ 日＝文部科学省と「子ども読書の日
もの」と「人とのつながり」なので
ポスター」打ちあわせ
すね。書く力、つながる力を身につ
・ 日＝「図書館を使った調べる学習コ
ける一年にしたいと思います。
（伸）
ンクール」事前審査会に出席

17

会（出 席

今回も４月の「読書週間」ポス 【第 回 こどもの読書週間 標語】
ターイラスト募集時に標語を明
標語募集と同時に「読書週間」の

■次点（図書カード５千円）３点

示するため、
「こどもの読書週間」 ・はじまるよ！ 本のカーニバル
標語も募集、決定しました。ご応

・昨日は宇宙へ、今日は未来へ

藤井喜久さん（講談社）

・本はこころの遊園地

斎藤奈美子さん（トーハン）

・本の世界はカーニバル

浜谷雅一さん（日販）

募されたみなさん、社内の応募作
をとりまとめいただいた会員各社
の担当者のみなさん、ありがとう
ございました。
回の記念となる「子どもの読

書週間」は標語募集時に荒井良二

ほか

・表紙をひらくと魔法がはじまる

・読書の国へ、出発だ！

さんのポスターイラストを公開。 ■佳作（図書カード２千円） 点
イラストをイメージした作品も多
第 回「こどもの読書週間」標

くよせられました。

■佳作（図書カード２千円） 点

・感動がぎゅっ

青木京子さん（トーハン）

・いつも そばには 本がある

■次点（図書カード５千円）２点

沢田真紀さん（トーハン）

・ホッと一息 本と一息

■入選（図書カード１万円）１点

語の応募総数は、一般・会員各 【第 回 読書週間 標語】
社あわせて１６４２点。うち
点を選考対象としました。第

１８５７点。うち 点が選考対象
となりました。
選定委員会では
「こ
どもの読書週間」
標語、「読書週間」
委員による数回の投票で作品を絞

標語の順で協議。どちらも、事業
り、推薦の弁などを加えて、最終

的に各委員の一票投票によって、 ・行間に、あのひとがいる
ほか

⁉

60

・本の森で深呼吸

60

15

入選作品を決定しました。

《ホームページ》http://www.dokusyo.or.jp
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60
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15
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回「読書週間」標語の応募総数は

72 432

15

15

12
463
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19
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22

22

22

25

60
60

2018 第 72 回
「読書週間」
ホッと一息 本と一息
2018 第 60 回
「こどもの読書週間」
はじまるよ！ 本のカーニバル

（8）
（第三種郵便物認可） 第 602 号

読 書 推 進 運 動
2 0 1 8 年1 月1 5 日

標語決定！

