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読書推進運動協議会

都千代田区の出版クラブビル会議

委員長に代わり、小塚昌弘事務局

告書」については、齋藤健司事業

認の件」
。
「２０１９年度 事業報

明があり、いずれも、２０１９年

については、小塚事務局長から説

書」と「２０２０年度 収支予算書」

６月 日㈮午後３時より、東京
室において、
「公益社団法人 読書

とが報告された。議長は出席会員

度 第３回理事会で承認されたこ

に諮り、
全員異義なく了承された。

長から報告が行われた。つづいて
いては、貸借対照表、正味財産増

の積極的な活用をお願いしたこと

感染症対策のため、会員に委任状

今回の総会は新型コロナウイルス

監事が、本決算は公正かつ正確で

その後、監事を代表して佐藤潤一

版復興基金」について、読進協は

援を目的に創設された「大震災出

あと、被災地の読書環境の復興支

。東日本大震災の
塚事務局長から説明が行われた。 清算報告の件」

委任状提出会員は 名、合計 名

の出席となった。定款第 条の規

202

第二号議案は「
『役員交替』承

金」を清算することが、理事会に

時期をもって「大震災出版復興基

に活動を終了することを受け、同

の一員として管理運営を担ってき

認の件」
。読書推進運動協議会の

おいて５月 日付で書面決議され

たが、同本部が２０２１年３月末
定款第 条の規定により、総会

名を超えたので、
総会は成立した。

役員の任期は２年であり、本年は

それぞれ全員異議なく承認可決さ

の議事録記名押印者として、野間

改選期ではないが、日本書店商業

れた。

会長、設楽敬一常務理事、秋本敏

定による定足数、総会員の半数

17

〈大震災〉出版対策本部」事務局
を行った。
議長は出席会員に諮り、 「

もあり、実際の出席会員は 名、 あることを認証するとの監事報告

興基金』の管理・運営（公２事業）

第四号議案は「
『大震災出版復

推進運動協議会 ２０２０年度 定

16

が議長席につき、
議事を進行した。 堀内丸恵財務委員長に代わり、小

減計算書、
財産目録などについて、

「２０１９年度 決算報告書」につ

款第 条の規定により、野間会長

野間省伸会長の挨拶のあと、定

時総会」が開催された。

19

第一号議案は「
『２０１９年度

監事が辞任し、後任として矢幡秀

付で舩坂良雄常務理事、西村俊男

組合連合会推薦役員について本日

く了承された。

告を出席全員に諮り、全員異議な

の管理・運営（公２事業）清算報

告、
議長は「大震災出版復興基金」

た。その経緯を小塚事務局長が報

い、議長は、以上の辞任、推薦に

会は閉会したが、閉会後、別室に

野間議長による閉会の挨拶で総

なお新任の役員２名の任期は定款

員の役職が選定された。理事会終

開催され、定款第 条により新役

なく原案どおり承認可決された。 て２０２０年度 第１回理事会が
第 条により、残り１年となる。
第三号議案は
「
『２０２０年度

べての議事を終了した。

役職分担が議長より報告され、す

了後に総会会場で、役員の新たな

32

理事の３名が指名された。
事業報告書および決算報告書』承

治、春井宏之の２名がそれぞれ推

20

薦された。定款第 条の規定に従

26
ついて、
出席会員に諮り、
全員異議

22

事業計画書および収支予算書』報

26

告の件」
。「２０２０年度 事業計画

《ホームページ》http://www.dokusyo.or.jp
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感染症対策として例年より席の
間隔を開けて総会を開催
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「ステイ・ホーム」下でこそ
読書の楽しみを再提案してゆく

■挨拶

野間 省伸

スターを製作して、関係先に配布
しました。
全国の図書館・書店・学校が休
業や、活動を縮小せざるをえない
なか、地域の読書推進活動に、少
しでもお役に立てていただけたな
らば、幸いです。
また、読書推進運動協議会に事
務局を置く「子どもの読書推進会
議」が、主催団体のひとつとして

■２０２０年度

事業方針

国の図書館、そしてホームページ

新時代にふさわしい
読書推進活動の展開を
読書推進運動協議会は、おかげ

で一般の方々にも呼びかけて募集

しています。とくに販売会社や出

さまで２０１９年に創立 周年を

これまでの活動の蓄積に加え、 版社には事業委員として深く関わ

迎えることができました。

るなかで、事業の認知度をより高

っていただき、それぞれの社員の

本協議会の主要事業としまして

方々からたくさんの応募をいただ

これまでのあわただしい生活の

令和の時代に向けて新たな発想で

なかで読了していなかった本を、

め て い く よ う に い た し ま す。

人にさしあげてまいりました
「野

進運動に尽力されてきた団体・個

「読書週間」は、ポスターのイラ

で駆け抜けて」に決定しました。

週間」の標語は「ラストページま

きりの１冊に。
」に、秋の「読書

間」
の標語は
「出会えたね。とびっ

２０２０年春の「こどもの読書週

いています。こうした作業を進め

子ブックフェスタ２０２０」は、

は、２０１６年の
「読書週間 周

読書推進活動を支援してまいりま

５月３日から５月５日の開催予定

この機会に読み通したという方も

年」
、
２０１８年の
「こどもの読書

参加しております「上野の森 親

でしたが、来場者・関係者の健康

多かったのではないでしょうか。

す。

と安全を第一に考えた結果、やむ

に続き、
長らく読書推
また学習参考書、児童書、絵本、 週間 周年」

間読書推進賞」
が第 回の節目を

ストも一般から公募しており、

今年の出版界・読書界は、年初

コミックなど、書店の店頭で顕著

もありました。
「ステイ・ホーム」 な売れ行きをしめした書目があっ

迎えます。
これからも永く、読書

２０１６年からは標語にあわせた

より新型コロナウイルス感染症へ

プ総覧』を、論考・年表などを増

した『２０１８年度 読書グルー

「全国読書グループ調査」を集計

また５年ごとに実施している

家・荒井良二さんにイラストを、

ましては、２０１４年より絵本作

もの読書週間」のポスターにつき

ターも好評を得ています。
「こど

薦いただき、
顕彰してまいります。 の高い力作が多く寄せられ、ポス

本を読むことの楽しみを伝える

グラフィックデザイナー・杉浦康

を選びません。
ため、読書推進運動協議会はこれ

補した「読書推進運動協議会創立
ります。今後ともみなさまのご支
援とご協力をお願いしまして、ご
挨拶といたします。

周年記念号」
として刊行します。 平さんにデザインをお願いしてお

からもその活動を充実させてまい

でも、大勢でも読書は時間と場所

50

その一方で、よい方向の変化

禍いを転じて福となし、これを

たことも、注目すべきでしょう。

の楽しさすばらしさを伝えるべ

イラストを公募し、標語と親和性
2019 年の「読書週間」
「こどもの
読書週間」ポスター

２０２０年度 定時総会にご出席

が増えたなかで、読書の楽しさが

いただき、
ありがとうございます。 の掛け声のもと、家で過ごす時間

きっかけとして若い読者を増やし

く、
地域や職域で堅実な活動を続

見直されてきています。

けてこられた方々を全国からご推

て「こどもの読書週間」を主催
し、絵本作家・荒井良二さんの明

いつでも、どこでも、 ひとり

て、未来につなげていければと

をえず中止といたしました

70

公益社団法人
読書推進運動協議会

会長

本 日 は お 忙 し い な か、 公 益

60

の対応を余儀なくされ、残念なが

60

思っております。

社団法人 読書推進運動協議会、

3 月の学校休校時には「若い人に贈る読書の
すすめ」リーフレットの希望が増加

ら本会の活動も大きな制約を受け
ることとなりました。
３月の全国一斉休校、４月の緊
急事態宣言発令といった、前例の
ない状況のもとではございました
が、読書推進運動協議会では、今
年も４月 日から５月 日にかけ
12

るく元気の出るイラストによるポ

の標語は、会員社のみなさま、全

読書週間事業の一環として行わ

「こどもの読書週間」
「読書週間」 ります。

60

23
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議会の推薦をもとに選ばれる「全

れている、全国の読書推進運動協
りなど、
新しい動きが見られます。 ポップなどの素材データの配信も

ワークの構築や活動の後継者づく 「こどもの読書週間」のしおり、 した都府県にあらためて働きか

推進グループの活動にも、ネット

する、約 万部の「若い人に贈る

寄せられた推薦図書をもとに作成

全国の読書推進運動協議会から
でいきます。

に魅力ある素材の提供に取り組ん

好評をいただいております。さら

議会との緊密な協力関係のもとに

団体や各道府県の読書推進運動協
ットは、今年度も関係の団体を通

理については、基金への募集は終

老の日読書のすすめ」のリーフレ 「大震災出版復興基金」の口座管

読書のすすめ」と、
約 万部の「敬

了しましたが、口座自体は閉じて

○一般会員

株式会社 日本ヴォーグ社

○特別会員

退会会員社

２０２０年度会 員 社 の 異 動

ます。

け、事業の活性化をはかっていき

ホームページでの「読書週間」 い都府県が、７つあります。こう

国優良読書グループ表彰」と、永
れた団体と個人を表彰する「野間

年にわたって読書の普及に貢献さ
読書推進賞」の顕彰事業は、関係

推進しています。
じてお配りしていきます。学校や

いないため、今年度は事業を継続

２０１３年 月から行っている

昨年６月の「視覚障害者等の読
図書館からの問いあわせが多いの

推進運動協議会があり、読書推進

共同製本 株式会社

株式会社 竹林館

株式会社 ＷＡＶＥ出版

神奈川県書店商業組合

書環境の整備の推進に関する法律

現在 道府県にそれぞれの読書

いたします。

運動協議会のさまざまな事業を行

と思います。
機関紙『読書推進運動』は、事

っていくにあたり、連携を強め、 慶昌堂印刷 株式会社

高齢化、
バリアフリー化、
多文化化
といった社会の変化を反映して、
業の紹介、関係団体・機関のニュ

同

渡部
同

矢部

同

矢幡

同

設楽

同

近藤

事 秋本

事 春井

（東洋経済新報社会長）
正嗣 日本出版取次協会
（日教販社長）
宏之 日本書店商業組合連合会
監

（同常務理事・事務局長）
潤一 日本書籍出版協会
（福音館書店社長）
竹村

同

佐藤

（正文館書店社長）
和子 全国学校図書館協議会
同

秀治 日本書店商業組合連合会
同

小塚昌弘

（読書バリアフリー法）
」施行や、 は、積極的に活用されている表れ

近年は高齢者や障がいを持つ方々

多大な協力をいただいています。 会員社数 ２８５

（事業委員長）

（２０２０年６月 日現在）

ースに加えて本年度も野間読書推

常務理事 堀内

しかし、読書推進運動協議会のな

同

（同図書紹介事業委員会委員長）
壽夫 日本書籍出版協会
（みすず書房監査役）
千石 雅仁 教科書協会
（東京書籍社長）
山縣裕一郎 日本雑誌協会
持谷

同

齋藤
同

事務局長

12

進賞受賞者の活動を紹介してまい

同

19

40

14

21

に対する地道な読書支援活動を行

（財務委員長）

日本図書館協会
（同前理事長）
丸恵 日本雑誌協会
（集英社社長）
健司 日本書籍出版協会
（金の星社社長）
敬一 日本書籍出版協会
（創元社社長）
森

茜

ってきた団体の推薦・受賞が増え

順不同・敬称略

ります。

2020 年度役員構成

ています。読書会、子どもの読書

副 会 長 平林

省伸 日本書籍出版協会
（講談社社長）
彰
日本出版取次協会
（日本出版販売取締役）
長 野間
会

（真光書店社長）
敬一 全国学校図書館協議会
（同理事長）
敏貴 日本出版取次協会
（トーハン社長）
敏
日本図書館協会
理
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読 書 推 進 運 動
（第三種郵便物認可）
（3） 第 632 号

読 書 推 進 運 動

2020 年7 月15 日

公益社団法人
名

称

期

読書推進運動協議会

間
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2020 年度事業
内

容

10 月 27 日
～
11 月 9 日
（14 日間）

・標語とイラストを募集、標語選定事業委員会とイラスト選定事業委員会
にて決定し、ポスター６万 5000 枚を製作
・雑誌広告を作成。雑誌協会を通じ、雑誌出版社に掲載協力を要請
・道府県読書推進運動協議会、全国の公共図書館、小・中・高の学校図書
館、書店、会員社、マスコミなどへポスターを送付。掲出を要請
・「文字・活字文化の日（10 月 27 日）」と連携
・全国優良読書グループ表彰の実施
・道府県読書推進運動協議会へ行事補助金贈呈。行事報告を要請し、機関
紙別冊に掲載

2020
第 62 回
こどもの読書週間

4 月 23 日
～
5 月 12 日
（20 日間）

・標語を募集、標語選定事業委員会にて決定。ポスター 6 万枚を製作
・道府県読書推進運動協議会、全国の公共図書館、小・中・高の学校図書
館、書店、会員社、マスコミなどへポスターを送付。掲出を要請
・「子ども読書の日（4 月 23 日）」と連携
・道府県読書推進運動協議会へ行事補助金贈呈。行事報告を要請し、機関
紙別冊に掲載

第 50 回
野間読書推進賞

贈呈式は
11 月６日

・読書推進運動に功績があった団体および個人を顕彰（2 団体 2 個人が基
本）
・贈呈式は「読書週間」期間中に開催

2020
敬老の日読書のすすめ

敬老の日を
中心に

・高年齢者を対象とした選定図書リーフレット 14 万 3000 部を製作
・道府県読書推進運動協議会、全国の公共図書館、書店、会員社などへ送付

1 月～ 3 月

・新成人、高校・大学の卒業生を対象とした選定図書リーフレット 21 万
部を製作
・道府県読書推進運動協議会、全 国 の 公共図書館、高 校 ・大 学 の 図 書 館 、
書店、会員社などへ送付

2020
第 74 回
読書週間

2021
若い人に贈る
読書のすすめ

・5年に一度、全国の公共図書館および類縁機関を対象に行う読書グルー
プの活動状況の調査報告
『2018 年度
全国読書グループ総覧』

・全国公共図書館協議会の協力のもと、2018年9月に都道府県立図書館・
6月

道府県読書推進運動協議会を通じて調査票を配布、11月に回答受け取り
・回答を集計し、その結果を『2018全国読書グループ総覧』として2020
年6月に刊行。全国の公共図書館および類縁機関、会員、関係者などに
配布する。

機関紙
『読書推進運動』

毎月

公式ホームページ

毎月 2 回更新

・団体事業の発信
・図書館、学校、書店の展示用に、新規素材のデータ配信を行う
・「子どもの読書推進会議」の事務局を担当
・伊藤忠記念財団の「子ども文庫助成事業」の受託
・文部科学省より「子ども読書の日」のポスター制作を受託
・関連団体の読書推進事業を後援、協賛、協力

受託 ､ 共催 ､ 後援 ､ 協賛

大震災出版復興基金

・機関紙『読書推進運動』を毎月発行するほか、別冊付録を年 2 回発行
・発行部数 約 5500 部
・道府県読書推進運動協議会、会員社、全国の公共図書館、関係団体など
に送付

４月～３月

・「〈大震災〉出版対策本部」の事務局に参加
・「大震災出版復興基金」の口座管理
・震災遺児たちへの図書カードプレゼント

■学校図書館 賞 ・ 学 校 図 書 館 出 版 賞 決 定

子どもたちの未来を拓き、
地域と歩む論文・実践が受賞

感染防止ガイドライン

競技用車いす、足型にあわせたラ

ものづくり』は、車いすバスケの

出版賞の『大接近！ スポーツ

る。

サービスのヒント」を公開してい

イン」
「新型コロナ時代の障害者

ナウイルス感染拡大予防ガイドラ

ジにて「図書館における新型コロ

（日図協）は、現在、ホームペー

公益社団法人 日本図書館協会

子どもたちの心のケアの一翼を、

の活用などを紹介。授業再開後の

館担当者によるブックトーク動画

めの情報発信、教職員・学校図書

や探究学習をスムーズに進めるた

はグループ学習時に気をつける点

ガイドライン」を発表。こちらで

対策下における学校図書館の活動

安心して図書館を利用するため
いまできることを

た。豊島岡学園女子中・高校は、 ■公共図書館、学校図書館
約 年にわたりつねに新しい読書
活動を積極的に取り入れ、職員も
巻きこみながら継続し、また、教

図書館出版賞」を決定、
発表した。 事由＝『固有種が教えてくれるこ

ンニングシューズなどスポーツ

「図書館における新型コロナウイ

員と図書館が連携して課題を抱え

と』
（全３巻）／今泉忠明監修の

用品の製造の裏側を大きな写真

学校図書館賞」と「第 回 学校

50

《今年度の受賞者》
（敬称略）
第 回 学校図書館賞 奨励賞
〈論文の部〉

株式会社金の星社

る生徒を見守ってきたことなどが

刊行

と、やさしい文章で紹介。
『固有

ルス感染拡大予防ガイドライン」 学校図書館が担う必要性にもふれ

成・文、添田康平・富永泰弘写真

株式会社ポプラ社

では、密閉・密集・密接の「三つ

受賞につながった。

事由＝『データの達人：表とグラ

種が教えてくれること』は、日本

の密」を避けることに加えて、資

導く学校図書館の試み ─

の刊行

伊達深雪
フを使いこなせ！』
（全４巻）／

列島の成り立ちや地形と固有種の

料閲覧・貸出にともなう「接触感

協議会
（全国ＳＬＡ）は、
「第 回

事由＝インターネット時代の読書
今野紀雄監修の刊行

関係、固有種からわかる生態系

22

公共図書館、学校図書館向けの

事由＝
『絵本世界の食事』（全 巻） 種を守る環境保護の取り組みな

一般社団法人農山漁村文化協会

染」のリスクを軽減するために、 うときの注意点や利用者との距離

ガイドラインだが、図書資料を扱

山口県立小野田高等学校

／銀城康子文、マルタン・フェノ

〈実践の部〉

られている。

指導 ─ 主体的対話で深い学びに

や自然環境、絶滅危惧種、固有

公益社団法人 全国学校図書館

15

第 回 学校図書館出版賞特別賞

50

事由＝地域に飛び出す学校図書館

22

伸ばし支えるためのしかけ作り

～ 生徒たちの可能性を最大限に

事由＝学校図書館の秘めたる力

豊島岡女子学園中学校高等学校

な学校図書館の活用に加え、７年

小野田高等学校は、日常の計画的

実していない地域で、高校を最終

伊達さんの論文は、読書環境が充

学校図書館賞奨励賞を受賞した

特別賞の『絵本 世界の食事』は

する学校図書館のあり方を追求。 学ぶ形で構成されている。出版

学歴として社会に巣立つ生徒が接

２００６年から 年をかけて刊行

小学生のキャラクターをとともに

習するさまざまな表やグラフの特

（学校図書館出版大賞は該当なし） を使いこなせ！』は、小学校で学

説。
『データの達人：表とグラフ

ど、ビジュアルを使って幅広く解

サービスでの留意点、対面朗読や

の貸し出しをともなう障がい者

ヒント」では、直接接触や、機器

やグラフを作り分析する方法を、 型コロナ時代の障害者サービスの

徴を紹介し、データから適切に表

宅配・配本サービスの活動例が紹

にとるよう、提言している。
「新

れの地域にあわせた対策を主体的

をお願いすることを紹介。それぞ

後の手洗い消毒など利用者へ協力

図書館でできること、資料利用前

●日本図書館協会ホームページ

ンの更新をするという。

に、状況に応じ随時、ガイドライ

また、日図協、全国ＳＬＡとも

め。

グループのみなさんにもおすす

動再開に向けて苦労している読書

のヒントとなる点も多いので、活

動や、地域でのおはなし会開催時

の取り方など、家庭・地域文庫活

携の可能性 ～

〈実践の部〉

館と連携・協力したさまざまな取

間にわたり全校で市立・県立図書

習慣などを知ることで、国際理解

の日常的な食事、食事にまつわる

されたシリーズ。各国の一般家庭

図書館協議会
（全国ＳＬＡ）
は、「新

また、公益社団法人 全国学校

は該当なし）

り組みが、地域の読書文化振興に

型コロナウイルス感染症拡大防止

https://www.j-sla.or.jp/

ページ

https://www.jla.or.jp/
●全国学校図書館協議会ホーム

株式会社岩崎書店

を深めるきっかけ作りとなる。

介されている。

事由＝『大接近！ スポーツもの

も大きく寄与した点が評価され

第 回 学校図書館出版賞

づくり』（全６巻）
／高山リョウ構

22

14

～ 学校図書館を核として地域連 （ほか）絵の刊行

（学校図書館大賞、学校図書館賞

25
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優良読書グループの歩み

石田

恭子

の本を読む楽しみもさることなが
ら、みんなのいろいろな意見を聞
くのが楽しみで出席していると話

ゆかりの場所を訪ねたり、社会見
いました。

願っております。ありがとうござ

例会の司会は輪番制を取ってい

のときのことを「わが読書会の誇

世話役として大活躍しました。こ

れわれの読書会の会員が司会、お

仲間と読む本を道しるべに
歩む

テキストは、県立図書館から正

代表者
京都府城陽市

藤原ふみ江

〈推薦〉
京都府読書推進運動協議会

たったひとりではじめられた絵
それがいまの活動につながって

本の読み聞かせや紙芝居。

子どもたちの心に残る
おはなしを届けたい

見せながら読み聞かせをしていま

います。いろいろ、想像もできな
いたいへんな苦労もあったことで

して楽しい時間を過ごします。キ

緒に歌を歌ったり、手遊びなどを

園児たちやほかの親子たちと一

す。
が、１９９６年に「寺田小学校お

がんばって続けてこられたこと

しょう。
ていますが、今回はどんな本だろ

現在の会員登録数は 名です。 ラキラと輝く、好奇心いっぱいの

話クラブ」発足となりました。

るのも、この会に参加したおかげ

納得したり、違いに驚いたりでき

を考えたり、ほかの会員の意見に

も多く、感動したり、作者の意図

手に取らないだろうと思われる本

かせ、また、昼休み時間の図書室

の決められた教室での朝の読み聞

活動は毎月、１年生から６年生

よる勉強会などを行っています。

サークルとの意見交換や、講師に

るか……など、ほかの読み聞かせ

したら子どもたちにちゃんと伝わ

少しでも上手になりたい、どう話

れしいです。これからも、もっと

た」と言ってくれます。とてもう

な声で、
「ありがとうございまし

ちはいつも、みんなそろって大き

て元気になります。

ちのほうが大きなパワーをもらっ

子どもたちと接することで、私た

このたび、第 回優良読書グ

の先輩諸氏のおかげと思い、これ

リウム館では絵本を大きく映して

はなしオルゴール」や、プラネタ

そして、
城陽市立図書館での
「お

虐待やいじめの話が新聞やテレ

聞いてくれてありがとう」です。

なります。私たちこそ「ちゃんと

もっとがんばろうという気持ちに

からも、この会が長く続くことを

ております。これも 年続いた会

おはなしが終わると、子どもた

ループに玉鉾読書会が選ばれたこ

でのお話広場です。

と喜んでいます。

とは、まことにうれしく、感謝し

がら読んでいます。自分では絶対

うかと毎月ドキドキわくわくしな

力図書館を経由して届けてもらっ

寺田小学校お話クラブ

学に行ったりしています。近年で
は、新湊博物館、福光美術館、瑞
泉寺、能作（編集部注：富山県高
岡市の鋳物工房）に行きました。
１月には新年会を開き、親睦を深
２００１年 月 日には、第

めております。
回 読みなかまのつどい富山県大

ます。たまに本の話から離れ、世

会が大門町総合会館で開かれ、わ

界の動向や政治の話、地元の昔話

らしいできごと」と話した会員が

毎回和気あいあいとして、とても

論じたりすることもありますが、 おられました。

や日ごろ感じたりしていることを

す会員もいます。

44

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）

玉鉾読書会
代表者
富山県射水市
〈推薦〉
富山県読書推進運動協議会

玉鉾読書会は、１９８９年に大
門町立正力図書館の前田哲男館長

25

⑺

５月の例会あとには、テキスト

ご指導の下、
発足しました。「玉鉾」 楽しい会です。
の意味をきかれると「道しるべと

幅広い経歴の面々が集まってお
り、世代や育った環境、生き方や
考え方が多様性に富み、よい刺激
となっています。そのため、課題

12

答えている」と、当時の代表が新
聞に紹介しています。１９６８年
に発足した「婦人読書会」を継ぐ
読書会からも会員の参加がありま
現在は、射水市大門総合会館に

した。
て毎月第２水曜日に例会を行い、
会員は男性３名・女性８名の 名

です。 代から 代の元教師・元

11

新聞記者・海外生活経験者など、

80

10

52

30

60

（6）
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り、大人になったとき、つぎの

が子どもたちの心のどこかに残

も悲しいことです。私たちの活動

ビで話題になっていますが、とて

づくり整備のために、作成したの

が親と子の健やかな子育ての環境

の前身です。この母子保健チーム
に、絵本の貸し出しも行っていま

の絵本などで、読み聞かせ以外

れが「読聞読聞輪組輪組なかま」 であった環境保健課（当時）所蔵

ためのチームを結成しました。こ

した。

成しました。発足当時は、事務局

見られる光景かなと思います。

もあり、長く続けてきたからこそ

れておはなし会に来てくれること

もが親になり、自分の子どもを連

現在、会員 名。今後は、後継

世代に、いま持っているあたたか
いってほしいと思います。

い心を忘れずに、ちゃんと伝えて
つのテーマからなり、そのひとつ

が母子保健計画でした。計画は４

３時間半かけて熊本県内の図書館

絵本学習会を開催したり、片道

におはなしの種子をまいていきた

しみながら、天草のあちらこちら

者育成に力を入れ、自分たちも楽

たことは、会員一同、たいへん喜
取り組みは、牛深地区全体に広が

校、
保護者へ読み聞かせを啓発し、 ティアグループと交流したりしま

配達事情の変化にともない、本

進運動』のお届け時期が、昨今の

ついて

現在の活動は、幼稚園・保育園、 ●『読書推進運動』お届け時期に

いと思います。

へ視察に行き、読み聞かせボラン

んでいます。ここまで続けてこら
りました。

では季節ごとのおはなし会を行っ

毎月 日発行の機関紙『読書推

子保健推進委員」
「母と子のつど

ています。
そのほか、
市立図書館の

小・中学校、高齢者福祉施設、乳

いボランティア」
「図書館」が一

児健診で読み聞かせ、牛深図書館

校の先生方の協力があったからこ
緒になって「ふれあい読み聞かせ

その後、１９９９年 月に「母

した。

れたのも、会員みんなの努力の積

今回、私たちの活動が認められ

が「読み聞かせ」でした。園や学

23

そです。

み重ねがあったのはもちろん、学
11

いる子どもたちの姿を身近に感じ （どきどきわくわく）なかま」と

いでくれています。日々成長して

絵本が子どもたちと私たちを繋

ボランティア読聞読聞輪組輪組

最近は、おはなし会のプログラ

向けの講師も引き受けています。

ボランティア講座や小学校保護者

これまでより１～２日遅くなりま

号（２０２０年７月 日号）から

られるのは、とてもうれしいこと

潮美

632
す。また、次号 号（２０２０年

15

ムに、わらべ歌なども取り入れ、 ８月 日号）は、配送業者の夏期

633
む美しい日本語を届けるよう心が

子どもたちに、情緒豊かな心を育

お届けとなる予定です。

休業などにより、８月 日以降の

りの交流会」も図書館と共催で実

よろしくお願いいたします。

たしますが、ご了承のほどどうぞ

みなさまにはご迷惑をおかけい
施しており、ストーリーテリング

読書推進運動協議会事務局は、

●事務局通常業務のお知らせ

い仲間と一緒にでき、地域の人た

と声をかけられることです。愉し

力、ありがとうございました。

業務に戻りました。ご理解・ご協

おりましたが、７月１日より通常

おはなし会に来てくれていた子ど

えられます）

は、私たちの「元気の素」です。 （状況によっては再度の縮小も考

ちとふれあえる読み聞かせ活動

とは「読み聞かせのおばちゃん」 業務を緊急事態宣言以来縮小して

活動を続けてうれしいと思うこ

の普及と研鑽に努めています。

けています。また、
大人対象の
「語

19

です。
まわりのみんなに感謝です。
これからもずーっと長くがんばっ
ていきたいと思っています。

川﨑

ふれあい読み聞かせボ
ランティア「読聞読聞
輪組輪組なかま」
代表者
熊本県天草市
〈推薦〉
熊本県読書推進運動協議会

１９９１年に牛深市（当時）が
熊本県のモデル事業を受けて「地
域づくり型母子保健計画」策定の

おはなし会は「元気の素」
！

いう名前をつけて、新しい会を結

15

15
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ついに刊行された『２０１８年

使われているタイトル・キャラ

「ぐり
のうち は「ぐりぐら」

のは『ぐりとぐら』
。 グループ

クターは合計 。第１位に輝いた

編集部では、１万２０００を超

。
度 全国読書グループ総覧』
える読書グループのデータをいつ
もとは違った角度から眺めてみよ

す。シリーズのキャラクターを名

ぐら」などとアレンジされていま

など部門別に使われていることば

的人気の『源氏物語』
。ひとりで

２位は一般の本グループで圧倒

合ベスト を発表する予定です。

でベスト を順次発表、最後に総

ます。ライバル？の『平家物語』

読もうという気持ちが伝わってき

を集計し、
機関紙『読書推進運動』 は読めない大長編古典をみんなで

「植物」
「食べもの」
「自然現象」

調査」に挑戦しています。
「動物」 前にするグループもありました。

うと「全国読書グループ お名前

42

クター」部門。絵本・児童書はタ

人気を集めたのは『万葉集』
。調

をつけました。もうひとつ古典で

第１回目は「タイトル・キャラ 〈６〉
、
『枕草子』
〈２〉に大きな差
イトル名＝キャラクターのことも

多いので、あわせての集計です。 査が元号「令和」発表前だったの

『源氏物語』
２位〈 〉

『ぐりとぐら』
１位〈 〉

かれた、不思議な生きものが日常

ない「トトロ」が３位。映画に描

絵本・児童文学にルーツを持た

〈 〉内はグループ数となります。 で、いまならもう少し上位かも？

『
（となりの）トトロ』
３位〈 〉

つとした子どもの姿や、ことばの

に溶けこんだ豊かな世界、はつら

えん）
』

『ぐるんぱ（のようち
４位〈 〉

ンデの
『モモ』
、「ももちゃん、
モモ

カナの
「モモ」はミヒャエル・エ

集計で迷ったのは
『モモ』
。
カタ

『
（不思議の国の）
アリス』 響きのよさが人気でしょうか。
５位〈 〉
『ピノキオ』
６位〈 〉
くつ下の）ピッピ』

『マザーグース』
『
（長
７位〈 〉

『青い鳥』
『赤ずきん』 ちゃん」
８位〈 〉
は松谷みよ子さんの
『モモ

位〈 〉
『モモ』

〈

〉
、
『ピーター・パン』
〈

〉
、

そのほか、
『そらいろのたね』

事 務 局 報 告（６月）

ひ・と・こ・と

●編集部＆事務局の

☆４日＝会員各社へ２０２０年度 定時
総会案内を送付
●このたびの豪雨で甚大な被害を受
☆９日＝機関紙
『読書推進運動』 号デー
けた地域、および、みなさまに心よ
タ入稿
りお見舞い申しあげます。この文章
☆ 日＝機関紙
『読書推進運動』 号責了
を書いている７月８日現在、各所で
・ 日＝新型コロナウイルス感染症対策
豪雨が続いており、危険にさらされ
のため、子どもの読書推進会議 第
ている方々も多いと存じます。みな
１回幹事会開催に替えて、説明資料
を送付
さまのご無事を、祈念いたします。
☆ 日＝感染症対策のため、
「敬老の日
●以前、この欄でつぶやいた「読書
読書のすすめ」書目選定事業委員会
グループお名前調査」をほんとうに
開催に替えて、各事業委員にメール
行っています。興味本位ではじめて
での投票、選考をお願い
みたら、これがなかなかたいへん。
☆ 日＝機関紙
『読書推進運動』 号発行
☆ 日＝『２０１８年度 全国読書グルー 「タイトル・キャラクター」部門だ
プ総覧』責了
けでも のことばがリストアップさ
☆ 日＝「２０２０年度 定時総会」開
れていますので、全体ではどれだけ
催。出 席 名、委 任 状 出 席 名。
の量になるのでしょう。専修大学の
２０１９年度事業報告書および決算
野口武悟先生からは、
「グループの
報告書、役員交替を承認
☆ 日＝「２０２０年度 第１回 理事会」 設立年代別で集計してもおもしろい
を開催
かも」と、魅力的なご提案をいただ
・ 日＝「伊藤忠記念財団 子ども文庫
きましたが、そこまでいきつくこと
助成事業」応募締め切り
ができるのか……。
☆ 日＝第 回 読書週間ポスターイラ
●ここからは「タイトル・キャラク
スト選定事業委員会案内を送付
ター」部門結果の補足です。ベスト
・ 日＝子どもの読書推進会議 第１回
総会案内を送付
からお察しのとおり、この部門の
・ 日＝子どもの読書推進会議 年次報
対象は「子どもの本グループ」が大
告書入稿
部をしめました。本文にあげた上位
・ 日＝文部科学省と
「子ども読書の日」
以降も、
『いないいないばあ』
『おお
ポスターについて打ちあわせ
きな木』
『スイミー』
『はらぺこあお
☆ 日＝「敬老の日読書のすすめ」書目
投票を集計・確認ののち、選定結果
むし』
『おおきなかぶ』などロング
を各委員へ通知
セラー絵本がずらりと控えていま
☆ 日＝第 回「読書週間」ポスターイ
す。それだけに３位の『トトロ』に
ラスト募集締め切り
『どんぐりころ
はびっくり！ また、
・ 日＝全国学校図書館協議会「第 回
ころ』
『ととけっこう』
『ねっこぼっ
日本絵本賞」の最終選考会に出席
☆ 日＝２０２０年度 第２回 常務理事
こ』など、わらべ歌や手遊びを名前
会案内を送付
にしたグループも多くありました。
・ 日＝とよたかずひこさんと「子ども
タイトルに入っていないキャラク
読書の日」ポスターについて打ちあ
ター名で人気なのは『ティンカーベ
わせ
使用グルー
ル』
。 のことばのうち、
☆ 日＝内閣府に「２０１９年度 事業
プが１のものは でした。 （伸）
報告」を提出

《ホームページ》http://www.dokusyo.or.jp
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〈 〉などが多く使われています。
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『
（三びきのやぎの）
がらがらどん』 ちゃんシリーズ』〈５〉
としました。
『万葉集』
９位〈 〉
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２０１８年度 全国読書グループ調査
読書グループ お名前調査 その１
～タイトル・キャラクター部門～

