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「野間読書推進賞」推薦によせて

を貸し出したり。
文庫通信
『す

ぎの子便り』
を発行し、
クリス

マス会などのイベントなど、

地域に根差した活動を続けて

いるとはまさに驚異的です。

団 体も個人も、さまざまな

に生きる力を育もうと家庭菜

て相談にものり、子どもたち

み語りをし、貸し出しや子育

昨年６月の全国学校図書館

の読書を活性化しています。

るなかにあっても、
子どもたち

因によって本離れが進んでい

ていることが、さ ま ざ ま な 要

あきら

前から最終選考会に参加させ

園を併設して野菜作りなどを

が み

ていただいていて、全国各地

体験させるなど多彩な活動を

の

思いを も とに、子 ど も たちの

拡大による非常事態宣言が出

からよせられた団体や個人の

個人で続けている広島県の村

暁

されるなかで、今年のこども

方々の、長年にわたっての熱

上招子さん。

野上

すばらしい候補者との出会いを
楽しみに
野間読書推進賞 選考委員
日本国際児童図書評議会
（ＪＢＢＹ）副会長

の読書週間がはじまりまし

心な活動のそれぞれには頭が

読書普及に献身的に関わられ

た。全国各地で予定されてい

下がる思いで、そのなかから

日からはじまります。数年

た関連行事も、ほとんどが中

受賞者を選ぶというのはまさ

新型コロナウイルスの感染

止のやむなきになってしまっ

に至難の業です。

回学校読書調査によれば、

協議会
（全国ＳＬＡ）
による第

たのは、まことに残念としか

信によるブックトークや読み

団体やグループの、ネット配

ちのため、地域のさまざまな

図書館にも行けない子どもた

どで火を起こして料理をする

を耕して作物を収穫し、かま

組んだり、文庫の周りの土地

験するために科学実験に取り

にある科学のおもしろさを体

庫活動とともに、生活のなか

地域の集会場を使っての文

の牟田昭一郎さん。子ども時

１９９６年に開設した佐賀県

を建てて
「 す ぎ の 子 文 庫 」を

植物の種をまき、ログハウス

ために本も読めなかったこと

ども時代を戦時下で過ごした

と比較してみると、読んだ本

生が ％。これを２０００年

私有地を切り拓き、
木を植え、 読書率は小学生が ％、中学

から、還暦を迎えてご夫婦で

の冊数は小学生 冊、中学生

月間に１冊も本を読まない不

は 冊、中学生は 冊。１か

が小学生
（４年生から６年生）

昨年５月中に読んだ本の冊数

語りなど、ユニークな活動が

冊。
不読書率は小学生 ％、

図書館を自力で立ち上げ、共

いまの子どもたちへと、夢の

代にかなえられなかった夢を

年も、みなさんからのすばら

ていることがわかります。今

読む子どもたちが大幅に増え

中学生 ％でしたから、本を
わたって展開してきた福岡県

感したスタッフとともに四半

しい候補者の推薦を楽しみに

など、多角的な活動を 年に

自宅を開放して、約８千冊

しています。

の「たけのこ文庫」
。

世紀にわたって、森の中で自

16.4
由に遊んだり読書したり、本

毎年５月の連休に上野公

4.7

6.8

6.1

12.5

43.0

でも、臨時休校により学校や

報告されています。

お父さんを早く亡くし、子

言いようがありません。それ

65

11.3
の蔵書をもとに「家庭文庫ぽ

40

2.1
てと」で毎月２回、絵本の読

《ホームページ》http://www.dokusyo.or.jp
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園 で 行 わ れ る「 上 野 の 森 親
子ブックフェスタ」も、中止
になってしまいましたが、今
年で 回を迎える「野間読書
推進賞」の候補者推薦受付が

50

会員の購読料は
会費の中に含まれる

定価 60 円
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★野間読書推進賞 授賞候補者推薦のお願い（2 頁）
★いま子どもと読みたい科学の本（５頁）
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読 書 推 進 運 動
第 630 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）

過去に推薦いただいた個人や団
体を再度ご推薦くださってもかま
いません。
４ 推薦方法
①全国都道府県および政令指
定都市教育委員会
②都道府県中央図書館および

出版クラブビル６階

東京都千代田区神田神保町

〒１０１ ─００５１
１─

推薦締切

℡ ０３ ─５２４４ ─５２７０
２０２０年７月 日㈮消印有効

③全国市町村教育委員会連合会

り、９月中旬に３名の選考委員

る選考準備委員会で候補者を絞

読書推進賞運営事業委員からな

推薦締切後、８月下旬に野間

７ 受賞者決定まで

④日本ＰＴＡ全国協議会

からなる選考委員会で、団体の

読書推進運動協議会

⑤日本新聞協会

部、個人の部と、必要が認められ
た場合は奨励賞の受賞者を決定

⑥日本放送協会
などに候補者推薦を５月中に依頼

します。

⑦日本民間放送連盟
します。

贈呈式

２０２０年 月６日㈮

出版クラブホールにて

出版界、図書館界の関係者（団

体）
、これまでの野間読書推進賞
団体（２名）以内とします。

のみなさんなどをお招きします。

受賞者、
『読書推進運動』執筆者
は、これらの団体を通してご推薦

昨年の贈呈式の様子を、当協議会

＊新型コロナウイルス感染症対策

ので、ご参照ください。

ホームページに掲載しております

８ 選考委員
これまでの受賞者一覧、昨年度
の受賞者業績は、当協議会ホーム

として会合開催の自粛が継続して

ページ（ http://www.dokusyo. 秋本 敏 公益社団法人

日本図書館協会

こともあります。読書推進運動協

のスケジュールなどに変更がでる

求められる場合、選考会・贈呈式

図書紹介事業委員会
野上 彰 児童文学・文化評論家

委員長
当協議会指定の用紙をお使いく

ているものです。「読書推進賞」
は、 の普及に永年力を尽くし、読書推

薦者・授賞候補者へ最大限の敬意

事業委員会・選考委員会では、推

議会事務局、野間読書推進賞運営
受賞者決定後、受賞者とその推
読書推進運動協議会

結果を文書にてお知らせします。

また、
すべての推薦団体に、
選考

理解のほど、
お願い申しあげます。

とれるよう務めてまいります。ご

薦団体へ、
すみやかに通知します。 を払い、状況に応じて最善の策が
「野間読書推進賞」係

公益社団法人

９ 結果の通知

一般社団法人日本国際

５ 推薦用紙

）でご覧いただけます。ご
or.jp
推薦の参考としてください。

図書館協議会 顧問

ください。

各賞の受賞者は、原則として２

昨年度受賞者、推薦者のみなさんと
野間会長、選考委員

笠原良郎 公益社団法人全国学校

受賞候補者の心当たりがある方

11

第 回
（２０２０年度）

『野間読書推進賞』

賞状および賞牌

１ 賞

受賞候補者推薦のお願い
公益社団法人 読書推進運動協
議会は、読書の普及に貢献し、讃
えられるべき業績をあげながら
も、報われることの少なかった個
人および団体を顕彰してきまし
た。
この賞は、１９６９年、当協議
会の社団法人設立を機会に、野
間 省 一 講 談 社 社 長（ 当 時 ）よ
り１０００万円の寄付を受け、
２ 副 賞
金 万円（個人の部）

金 万円（団体の部）

１９７１年に「読書推進賞」を
周年記念として１０００万円、

１９８７年に講談社創業 周年を

10

ださい。推薦用紙および要項をご
進運動に貢献された個人または団

１９８５年より、
「野間読書推進

32

児童図書評議会 副会長

入用のときは、当協議会にご請求

個人の場合、年齢・職業に、団
体の場合、会員数・規模などに制
限はありません。

６ 推薦書類送付先、締切

ください。

本年度もつぎに掲げる要項にし

賞」と改めました。
たがって、実施いたします。みな
さまからのご推薦をよろしくお願
いいたします。

館関係は除外します。

体。業務として読書推進に関する

地域や職域などにおいて、読書

３ 受賞の対象

野間読書推進賞賞牌

事業に従事する者、また学校図書

け、その基金を中心にして運営し

金５万円（奨励賞）

設定、１９７９年に講談社創業
20 30

31

50

記念して２０００万円の寄付を受

80

70

（2）
（第三種郵便物認可） 第 630 号

読 書 推 進 運 動
2020 年 5 月15 日

■２０２０年度「絵本ワールド」開催予定

子どもも大人も絵本とふれあう！
今年は全国６会場で開催

「 子どもの読書活動推進会議 」 絵本ワールド みえ２０２０

月１日㈰

絵本ワールドプレ

三重県津市 高虎楽座

が推進する「絵本ワールド」は
２０００年の「子ども読書年」か

月２日㈪・３日

ら全国で開催されている子どもの
本のおまつり。開催地域の県立図

金キャンパス

千葉県東金市 城西国際大学 東

月 日㈰

絵本ワールド にいがた２０２０

書館・地元読書グループ・ボラン

学作家・絵本作家による講演や
トークショー、開催地域の読書グ

（５月 日現在）

新潟県新潟市 朱鷺メッセ
ざまなワークショップ、１万点を

ともあります。

のため、開催予定が変更されるこ

＊新型コロナウイルス感染症対策

第 回 絵本ギャラリー 奈良

【開催予定】

下のとおり。

超える子どもの本の展示即売会な

10

なった実行委員会により、児童文

ティア・地元新聞社などが中心に

（祝火）

信と当日のご参加を、よろしくお
願い申しあげます。
＊新型コロナウイルス感染症対策
として、会合開催の自粛が継続し
て求められる場合、読書推進運動
協議会理事会の協議・決定をもっ
て開催スケジュールなどを変更す
る場合があります。その場合はす
みやかに、会員各社へお知らせい
たします。

in

in
どが行われる。今年の開催地は以

ループ・ボランティアによるさま

15

２０２０年度 公益社団法人読書推進運動協議会
定時総会 開催のお知らせ
一、議事
・第１号議案
２０１９年度事業報告書と
決算報告書承認の件
・第２号議案
役員交代承認の件
・第３号議案
２０２０年度事業計画書と
収支予算書報告の件
＊５月下旬に、議案書と出欠はが
きをお送りします。はがきのご返

11

11

11

公益社団法人 読書推進運動協
議会では、左記のとおり２０２０
年度の定時総会を開催いたしま
す。
一、日時 ２０２０年６月 日㈮
午後３時～４時 分
一、場所 出版クラブビル会議室
（東京都千代田区
神田神保町１ ─ ）
０３ ─５５７７ ─１５１１

リストはＰＤＦとエクセル形式

７月 日㈯・ 日㈰
奈良県奈良市 ならまちセンター
絵本ワールド ふくしま２０２０
８月９日㈰・ 日

福島県郡山市 ビッグパレットふ
くしま
月 日㈰

絵本ワールドプレ
h t t p : / / w w w . j - s l a . o r. j p / 東京都千代田区 城西国際大学
紀尾井町キャンパス

「2020 えほん 50」

recommend/ehon50.html

人気キャラクターが子どもたちを迎えた
「絵本ワールド in ふくしま 2019」

■全国ＳＬＡ 推 薦 絵 本 リ ス ト

本委員会が「ぜひ子どもたちに読

のファイルが用意されており、全
きる。

in

新刊絵本よりおすすめの 冊を
紹介！
全国学校図書館協議会（全国

Ａ絵本委員会選定（協力＝子ども

国ＳＬＡのホームページからダウ

選されている。

んでほしい」と推薦する 冊が厳

─ 全国ＳＬ

の読書推進会議）
」を発表した。

ンロードが可能。リストには、絵

26

10 in

Ｓ Ｌ Ａ ） は、 推 薦 絵 本 リ ス ト

２０１９年から選定されたこの

●全国ＳＬＡホームページ内

（祝月）

「２０２０ えほん

リストは、２０１６年の第 回選

書影と内容紹介が入ったリーフ

載されている。また、推薦絵本の 「えほん 」紹介ページ

定をもって終了した「よい絵本」 本ごとに目安となる対象程度も記
の後継事業にあたり、２０１８年
月から２０１９年 月までに刊

レットのＰＤＦもダウンロードで

25

18

50

21

10

50

30 19

32

28

行された絵本より、全国ＳＬＡ絵

10

50

50
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2020 年 5 月15 日

読 書 推 進 運 動
（第三種郵便物認可）
（3） 第 630 号

■休校中の子どもたち、大人たちへ 科学の本のすすめ

楽しく学び、自分で考える……
いまこそ科学の本を子どもたちと読みませんか？
小澤恭子・瀬間幸子・増本裕江

ブックトークで直接手渡したり、
科学あそびとして楽しむ。
『 倍

の世界』⑪は拡大された世界が展
開される。子どもも大人も、あれ
もこれもと覗いて驚いている。『つ
くってみよう かみがくるくる』

から学べることは多々ある。
『科

正が望まれる。しかし、以前の本

出典はもちろん、情報の更新や修

⑫などで、
子どもたちがさまざま

⑭は、科学的に考えることの重要

学的とはどういうことか 新版』

に工夫していると
「あっ、
これって

とめる。学校司書は担任と連携し

花が咲いて驚かせる
『ひがんばな』 しみながら知りたかったことをま

性、科学は追実験が必要なこと、

〇〇博士もいて、きっとお気に入

⑥。また『たんぽぽ』⑦を読ん

てブックトークや展示、関連書を

正確に実験すること、疑うことも

ちゃをずらりと並べるのは、科学

るのはなかなかむずかしいが、大

提供している。目次や索引の使い

必要など、教師向けだが子どもに

新型コロナウィルスのワクチン

人も子どもの科学の本を一緒に

で、どんどん根っこを掘った親子

方、グレードも含め１冊の本だけ

もわかりやすい。科学史や伝記、

科学！」と気づくこともある。出

なって楽しみながら、これまでぼ

もいる。
『セミたちの夏』⑧の木

でなく複数読んで比べる重要性や

ノンフィクションから、科学的な

読み聞かせに向く本も増え、季

んやりとしていた部分がより明確

を這う幼虫の写真に驚く大人も多

ことを（ネットを含め）
、子ども

がら、
自然のふしぎを体験できる。 著者・出版社・出版年を記録する

い。身近な自然と本と行き来しな

たちに身につけさせたい。出典の

考え方を得ることは多い。スペイ

りの本があるだろう。

にわかってくることがある。

飼育の本は、勝手に放してはいけ

データをたどれるようにすること

の一歩だそうだ。さらに、あれは

『あのくもなあに？』①は、幼い

ない注意は必須事項。実際に飼育

も必要だ。

なぁに？ なぜ？ やってみたい！

子と散歩したり保育園の行き帰り

すると失敗もあり、もっと詳しい

クラスや読書会、クラブなどで

と、
効果的な治療薬の開発が待た

いこと、常識だと思われていたこ

の際、今日はどんな雲かなと空

ことを知りたくなり工夫も生まれ

も図書資料を積極的に使わせた

るのだが、あまり図書館や書店に

れる。
新たなウィルスに対し、
つぎ

とも翻ることを痛感している。
わ

に目を向けるのが楽しい。
『あし

る。さらなる本を手渡したい。
『わ

並ばず、手渡す大人も知らないこ

典や関連本をここぞと伝えたい。

からないことや知らせられないこ

め？』②は、お天気を当てたらよ

たのてんきははれ？ くもり？ あ

たしのカブトムシ研究』⑨は、観

い。たとえば、
高学年保健体育
「病

とがある。苦手意識もあるかもし

節ごとの科学の本も多い。春のは

とは不安を生む。
科学的根拠や科

り興味が深まる。
『ぼくのいまい

気の予防」の単元では『おしえ

れない。イラストや写真の美しい

このような子どもの知りたい質問

学的な思考が求められている。

るところ』③は、自分の家から宇

察から、疑問解決に向け実験の工

て！インフルエンザのひみつ』⑬

本や入門に利用できる本もある。

つぎとわかってきたことがある反

子どもたちが、科学の本で科学

宙へと視野を広げ宇宙からまた元

夫と科学的な考え方を教えてくれ

のような感染症や生活習慣病など

利用は多岐にわたるので、求めら

調べ学習では、子どもたちは楽

的な思考が養われるのかどうかは

に戻る。子どもも大人も宇宙との

版』⑩は、酸素、水素などの原子模

る。『もしも原子がみえたなら 新

の本を使って、子どもたち自身の

じめには『つくし』⑤、秋、急に

判断できないが、おはなしの本と

つながりを確認できる。
図鑑の
『帰

疑問を解決すべく科学の本を活用

３・ 以降、知らないでは済まな

同様にさまざまな場面で楽しんで

物の季節の移り変わりがわかる。 型を使って、目に見えない原子の

り道の１年』④は、同じ場所の植

世界のイメージを持たせる。読み

科学の本は正確であることや、 幅広く一般書も視野に入れたい。

れる本も多様になる。グレードは

多くの科学の本が出版されてい

感染爆発』⑮も参考になる。

ン風邪を扱った『インフルエンザ

いることはたしか。幼児がおも

動物園や科学館、旅行などを契機

目立つところに置いたり、
地学、星や宇宙の本は多数ある。 書館で、

する。

科学あそびは科学の本への理解も深める

聞かせに向かない本は、文庫や図

面、
なかには疑わしいものもある。 や要求は、科学的だ。質問に答え

日本子どもの本研究会 科学の部会

30

に興味を誘う図鑑はじめ、生物や

身近なものを使った科学あそびは
子どもたちの好奇心を刺激する

11
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■「読書週間 」 ポ ス タ ー イ ラ ス ト 募 集 中

標語をイメージした力作、
お待ちしています

います。掲出する図書館・書店か
らも、「読書週間ポスターのイメー
ジがいい意味で変わった」との声
を多くいただいています。
とくに、

⑩『もしも原子がみえたなら 新

日本子どもの本研究会 科学の部会が
今回紹介した本
①『あのくもなあに？』

高校・大学の図書館からの反響が
大きく、ポスター送付の申込数が

版』

あっても最終選考の段階で標語の

板倉聖宣 著 さかたしげゆき 絵

公益社団法人 読書推進運動協

富安陽子 ぶん 山村浩二 え／福

イメージにあわない作品だとポス

年々増えているのは、うれしいか

議会では、第 回 読書週間のポ
ぎりです。

／仮説社／２００８

ター用のイラストに選ばれるのは

音館書店／２０１８

むずかしく、選考の選択肢が狭

②『あしたのてんきははれ？くも

スター用イラスト作品を４月より

環として位置づけられており、公

の募集は読書週間の普及活動の一
のスタイルになりました。

年前倒して、現在のイラスト募集

検討を重ね、標語の募集時期を１

ト作品をお待ちしています。

らイメージをふくらませたイラス

③『ぼくのいまいるところ』

福音館書店／１９９７

野坂勇作 さく 根元順吉 監修／

⑫『つくってみよう かみがくる

店／２０１４

板倉聖宣・豊田泰弘 著／小峰書

で駆け抜けて」です。この標語か

今回の標語は「ラストページま

募集しており、６月下旬まで受け

⑪『 倍の世界』

まってしまっていました。そこで

り？あめ？』

つけています。このイラスト作品

募をはじめて今回で 回目です。

30

74

品を募集していました。さまざま

らず、
「読書」をイメージした作

ルの都合上、標語は決まってお

ラスト募集開始の際にスケジュー

していますが、２０１５年までイ

し、標語にあったイラストを募集

現在は応募要項に標語を記載

が、標語にマッチした作品が多い

ということもありました。です

しく、応募作品が例年より少ない

はイラストで表現するのがむずか

れるので、その年の標語によって

決まることにより、テーマが絞ら

標語がイラスト募集の開始前に

⑥『ひがんばな』

１９９７

甲斐信枝 さく／福音館書店／

⑤『つくし』

監修／偕成社／２００６

たかはしきよし 絵・文 岩瀬徹

④『帰り道の１年』

かこさとし 著／童心社／ １９８８

新版』

⑭『科学的とはどういうことか

ポプラ社／２０１４

岡田晴恵 著 きしらまゆこ 絵／

ひみつ』

⑬『おしえて！インフルエンザの

／童心社 １９８９

玉田泰太郎・やべみつのり さく

くる』

板倉聖宣 著／仮説社／２０１８

ので、
「読書週間」を印象づける

⑮『インフルエンザ感染爆発』

な「読書」をイメージした作品が

１９８２

甲斐信枝 さく／福音館書店／
⑦『たんぽぽ』

ター・マッカーティー 画 西村

デ イ ビ ッ ド・ ゲ ッ ツ 著 ピ ー

秀一 訳／金の星社／２００５

平山和子 ぶん・え／福音館書店
⑧『セミたちの夏』
筒井学 写真と文／小学館／
２０１２
⑨『わたしのカブトムシ研究』
小 島 渉 著 ／ さ・ え・ ら 書 房 ／
２０１７

子どもたちに人気の
空気砲あそび

／１９７６

よりよいポスターができあがって
2019 年の読書週間標語は「おかえり、
栞の場所で待ってるよ」
。
「しおり」
を
「待
つ」モチーフとした作品が多く寄せられ
ました
【上】ポスターとなった富山涼太さんの
作品
【下】優秀賞３点。左より岩下絢海さん、
佐藤圭子さん、高木延枝さん

届いていましたが、よい作品で

24
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文庫、おはなし会、音訳……
編集部にいただいたおたよりより

校などで読書グループのみなさん

のなか、図書館の休館、学校の休

ルス感染拡大による非常事態宣言

とのことです）

けれど、不安を抱えての文庫活動

つくところをすべて消毒している

館は全館閉館中。川端さんも思い

オンライン読み聞かせを行いまし

望の子どもたちにＺｏｏｍによる

タリバさんからの呼びかけで、希

た。３月の臨時休校時にＮＰＯカ

が、１学期は中止の連絡が来まし

ません。歯がゆいですが、会員同

優良読書グループの歩み

省子

受講生 名、図書館員２名で講座

要ですものね。私の地域にはいま

います。こんなときだから本が必

ているので、文庫も月１回開いて

仙台市図書館が開館して、そうし

から入れていただき、音訳室を開

る日だけ、閉館中の図書館の裏口

限の人数でやっています。活動す

日まで休校です。活動だけは最低

５月６日まで閉館。学校は５月

みなさん一緒です。全国の読書グ

活動を進めているのは、きっと、

不安を抱え、手探りで読書推進

子どもの心を育む、おはなしの

■理念
世界を読み語り、絵本、紙芝居で、
しい感情、善悪の登場人物にふれ
豊かな感性を培ってほしい。本を

子どもたちの心に届く
おはなしを読み語り

回を迎えます。

本、大型紙芝居を使用、今年で

休みにエプロンシアター、大型絵

の部屋」＝両図書館で夏休み、冬

・ジャックの会主催「絵本とお話

進行中）

はなし会」
（１９９６年より現在

いて、
会員２名から３名で同時
「お

江津両図書館児童書コーナーにお

毎週土曜日２時から、高田・直

■活動

読むきっかけ作り。

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）

高野

読み語りジャックの会
代表者
新潟県上越市

日～６月 日、全 回）主催。

み聞かせ講座」を毎週木曜（４月

終了後の６月、即座にジャックの

だ感染者が出ていないのが幸いで

け放してマスク手洗い。なるべく

いまの気持ちや実践を編集部まで

よろしければ、 物語のなかでの美しいことば、優
接しないよう気をつけています。 ループのみなさん、

30

⑸

います」とのことばがあり、うれ
しく思いました。
（４月 日）
・女川小学校おはなし会おひさま
女川小学校での絵本の読み聞か

澤田洋美さん（宮城県女川町）

も、いろいろと不安な日々を過ご
・ゆめくらぶ 今井登美子さん
（大

た。おたがいやり取りができる絵

せは、例年６月よりはじまります

していることと思います。編集部
分県中津市）

その後４月 日現在、仙台市図書

に届いた声を、お知らせいただい

大震災の際は、子どもたちと直接

■読み語りジャックの会の誕生と

〈推薦〉
新潟県読書推進運動協議会

掲載にあたり、いただいたことば 「読み聞かせも休みにしなくては

会って、表情を見ながらたくさん

おもな活動

（近くの小学校の）校長先生も、 本や紙芝居が人気でした。東日本
ならなくて、残念です。すみませ

読み聞かせをすることができまし

・のぞみ文庫 川端英子さん（宮

ためにも、しっかり選書して読み

士はＬＩＮＥグループで話し合え

を一部割愛したり整理しておりま

たが、今回はおはなし会自体開け

城県仙台市）

こんでおこうと思っています。（４

るので、この機会に会員同士のオ

会が誕生しました、会員となった

仙台でも毎日感染者が増えてい

ンライン読み聞かせを開催できれ

当時のみなさんがひとつにまと

月 日）

て自宅籠城状態です。のぞみ文庫

ばと思います。まずは自分たちが

・関音訳の会しおん 波多野いと

は、すべての手づくりをやめて、 子さん（岐阜県関市）

まっての行動と、すばらしくやる

関市では公共施設は４月４日～

す。しかしこれもどうなるかわか

利用者の方から「こんな時期でも

でした。

りません。いま、命がいちばん大

15

切と、おたがい電話やメールで

貸し出し、返却だけしています。

絵本の読み聞かせの楽しさを味わ

10
い、再開される日を待ち望みたい

13

気のある方々が集結した、第一歩

11
およせください。

31

ますので、すべての行事を中止し

１９９６年、高田図書館が「読

た。待ち望んでいる子どもたちの

すので、
文責は編集部にあります。 ん」とおっしゃってくださいまし

た順にご紹介いたします。なお、

５月１日現在、新型コロナウイ

20

と思います。
（４月 日）

10

励ましあっています。
（４月 日、 活動してもらえてありがとうござ
10

49

30
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クルボックス」＝月１回、上越有

・２００２年よりＦＭ上越「サー
ることができるよう、絵本の中の

笑顔で子どもたちや高齢者に接す

自主性を重んじています。楽しく

始業前の 分を使った読み聞かせ

そして、引田小学校で月に一度、 のことを初代代表にたずねた際、

に「たんぽぽ」とつけられました。 のモットーです。今回、発足当時

毛にのせてふんわり届けるよう

幼稚園、保育園、特別支援学校な
る場を提供していただいた、
高田・

ジャックの基礎を作り、活動す

次第にＰＴＡ以外の保護者の会員

の相談をしながらの活動でした。 までも 名が各々のペースで個性

図書館司書の方に読み方や、選書

当初からのこうした考え方が、い

ど依頼をいただいてからおうかが
い入るような瞳、
私達は喜びと
「ま

を発揮し、楽しく長く活動を続け

も増え、
活動の場も徐々に広がり、 られている秘訣かもしれません。
卒業まで、なんでもないけれどよ

また、赤ちゃんのときから中学
く知っているようなおばちゃん、

たんぽぽ

年以上続いてきました。

しかし現在、引田小学校は英語

という存在自体の大切さを感じま

た来てね！」のことばに励まされ

教育などが増え、朝の活動で読み

お招きして講演会を主催し、絵本

し会、またときには、絵本作家を

から立ちあがりました。グループ

校校長先生の発案で、ＰＴＡ役員

４回になっています。たんぽぽが

れます。親でも先生でもない相手

さん」と子どもから声をかけてく

飛ばし続けたいと思います。

も励まされました。今後も綿毛を

のリレーが繋がったようで、とて

根づいたたんぽぽが花開き、綿毛

し会がありました。子どもたちに

学生による小学生のためのおはな

引田小・中学校では、今年、中

しょうか。

かせてくれるのは、絵本の力で

のは寂しいですが、
「無理をせず、 と、ただ安心できる信頼関係を築

発足した学校の活動が減っている

り、
年間の回数は従来の半分程度、 す。外で出会っても、
「たんぽぽ

聞かせに割ける時間が少なくな

地元の引田小・中学校、子ども園、

修を兼ねて出演させていただく、 地域の引田図書室での読み聞かせ
出演のための講座として年１回、 を中心に、
児童向けのイベントや、
導願う。

老人会、介護施設などでのおはな

・読み語り講座（第６回）＝９月

や読書に親しむ機会づくりを行っ

松本市在住の美咲蘭先生よりご指

全３回、
「魅力ある語り手に、初

４月、当時問題となっていた児童

グループの発足は、１９９７年

心者のための発声から実演まで」 ています。
ジャックの会を継続するために会

ジャックの会には、決まった指

員募集中です。

導者がいません。全員が対等であ

名は、読書に親しむ温かい心を綿

の読書離れを懸念した、引田小学

り、だれでも発言できる、個人の

メンバーが手にしているのは
子どもたちからのメッセージ！

代までの 名で活動しています。 まず自分が楽しんで活動するのが

現在、私たちは、小学生から

〈推薦〉
香川県読書推進運動協議会

代表者

会員現在 名１冊ずつ開き読み、

・２００８年より黒姫童話館「こ

性が出て、
とても楽しい一日です。

と絵本が重ならない、みんなの個

朗読、好きなものを読む、不思議

27

ころはぐくむ お話の世界」に研

17

ています。

17

香川県東かがわ市

20

１回／「一日お話を楽しむ会」＝

70

・例会＝月１回／特設研修＝各月

池田 美貴子

直江津両図書館に感謝。

がスタートしました。はじめは、 しい母親たちで立ちあげた会の、

同じことを言われていました。忙

いちばん大事」これが、たんぽぽ

線放送電話協会「お話玉手箱」毎
人物となり、喜怒哀楽を語れるよ
15

いします。子どもたちの笑顔、食

・出前
（出張おはなし会）
＝小学校、 うに努力します。

月第１・３・５土曜日放送に出演。
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■野間読書推 進 賞 受 賞 者 の 活 動 報 告

が幼い日に経験した沖縄戦での避

育てられた平田さん＝「えみー」

事 務 局 報 告（４月）
☆２日＝新型コロナウイルス感染症対策

21

12

家族のあたたかさ、地域の伝承に
つつまれた少女時代を紹介
２０１６年度の野間読書推進賞
難生活の不自由さと心細さ、戦

イラストは沖縄県在住の磯崎主

個人の部受賞者 平田恵美子さん

友だちとの遊び、豊かな自然との

佳さんで、平田さんとともに、大

後、地域の伝承に基づいた行事や

域の伝統行事や遊びを描いた物語
ふれあいを通じて成長していく姿

宜味村を訪れて取材。
「私の原風

の自身の子ども時代の思い出と地

『ばぁばがえみーだったころ や
が伝わってくる。現在の平田さん

景を再現してくれました」と平田

注意ください）

629

629

629

（沖縄県）が、沖縄県大宜味村で

版）を刊行した。
「いなぐんぐゎ」 の子どもの本研究にもつながって

んばるのいなぐんぐゎ』
（合同出
いる、地元の身近な神様や妖怪の

は沖縄のことばで「女の子」
。

さんは語っている。

０３ ─５２４４ ─５２７１

℡ ０３ ─５２４４ ─５２７０

読書推進運動協議会 連絡先

公益社団法人

存在を意識した行事も紹介されて

れる可能性がございますこと、ご

15

15

『ばぁばがえみーだったころ』
表紙・本文

いる。

了解くださいますよう、あらため

73

62

男の子ばかりの家に生まれた末

戻る準備を進めておりましたが、

入れております。４月８日の緊急

ひ・と・こ・と

●編集部＆事務局の

のため、当面、事務局を基本在宅勤
●高校で化学を教えている夫は、３
務・時短出勤併用とする
月からの休校で在宅勤務中。４月ま
☆３日＝新型コロナウイルス感染症対策
では課題のプリントを配信していま
のため、２０２０年度第１回常務理
したが、５月からいよいよ「オンラ
事会（ 日開催予定）の中止を決定
イン授業」となりました。はじめて
☆６日＝朝日税理士法人に「２０１９年
のことなので授業づくりに四苦八
度 収支決算書」の作成を依頼
☆７日＝機関紙『読書推進運動』 号入
苦、連休返上でした。
稿
●夫のもとには、休校中の生徒たち
☆８日＝機関紙『読書推進運動』 号責
から、ほぼ毎日のように質問がメー
了
ルやＬＩＮＥで送られてきます。と
☆ 日＝機関紙『読書推進運動』 号出
きどき
「
「なにを聞きたいのかよくわ
来
☆ 日＝２０１９年「第 回 読書週間」 からない」
質問もあり、
「面と向かっ
行事報告を文部科学省へ提出
ての質問なら、いろいろ話している
☆ 日＝「２０１９年度 収支決算書」
うち、どこでつまづいているのか見
の監査を、西村俊男監事・佐藤潤一
えてくるけれど、短い文章だとポイ
監事・竹村和子監事に順次依頼
ントが見にくい」そうです。
「わか
☆ 日～５月 日＝「第 回 こどもの
読書週間」
らない」原因をきちんと分析し、文
章にする力が問われているのです。
返信する方にも読み取る力ときちん
と説明できる文章力がこれまで以上
に求められ、夫も苦労しています。
●その夫が、課題プリントとオンラ
イン授業の教育でいちばん心配して
いるのは、
「ノートを取る習慣がう
すれること。授業のポイントを整理
し、自分のことばとスタイルでノー
トに記すことをおろそかにしている
と、知識を得てもそれを連関させて
考える力が弱くなると思う」
。
●一方向からのオンライン授業だか
らこそ、生徒たちの読解力・文章力
がかえって必要になってきます。５
月 日現在、地域によっては学校や
図書館の再開への動きが出てきまし
た。書店の売り上げも伸びていると
のニュースもあります。学びの基礎
で「読書」の力を、すべての子ども
と大人が必要としています。 （伸）

《ホームページ》http://www.dokusyo.or.jp

娘として、やさしい家族に大切に

２０２０年５月７日現在、新型

宣言の解除予定が５月 日へ延期
されたため、業務縮小期間を５月
日まで延長いたします。
４月以降と同様に、滞りなく業
務を進めるよう、事務局では鋭意

事態宣言発表をうけ、宣言解除予

てお願い申しあげます。

自宅勤務と局員の交代出勤を取り

定の５月７日をもって通常業務に

10

公益社団法人 読書推進運動協議会
事務局よりお願い
コロナウイルス感染拡大防止とし
て、政府および東京都の要請によ
る自宅勤務や業務時間の短縮など
の措置に応え、公益社団法人 読
書推進運動協議会事務局では、４

31

月３日より、
事務局業務を縮小し、 努めますが、発行物の刊行日、各
e-mail
info@dokusyo.or.jp
です。ご
種お問いあわせへの対応などが遅 （ドメインは dokusyo

FAX

31

17

23

（8）
（第三種郵便物認可） 第 630 号

読 書 推 進 運 動
2 0 2 0 年5月1 5 日

