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「読書週間」によせて

読書で「心の世界」を広げよう

光地を訪れるヴァーチャル・

ツアーなるものも流行ってい

るようですが、１冊の本の中

にも大きな「世界」が詰まっ

ています。

紀行や旅行ガイドを読め

験することもできます。ファ

を読めば、過去の時代を追体

よ し の ぶ

人・ 卒 業 ─ 新 た な 一 歩 を 踏

ンタジーやＳＦ、ホラーなど

ま

み出したフレッシュなあなた

の

ば、見知らぬ場所に心を飛ば

として読む本もあるでしょう

にすすめる本」を 冊紹介し

野間省伸

し、楽しみで読むエンターテ

公益社団法人 読書推進運
動協議会 会長

秋の恒例行事である「読書

インメント小説の本などもあ

すこともできます。歴史小説
週間」が、今年も 月 日か

のような影響をおよぼすで

ウイルスは「読書週間」にど

の本や、知らなかった著者の

で読んでいなかったジャンル

るでしょう。できればいまま

ふさわしい本を取り上げまし

て「心ゆたかに生涯読書」に

すすめ」では中高年層に向け

ています。
「敬老の日読書の

です。

い異世界に遊ぶことすら可能

を読めば、現実には存在しな

幸 い な こ と に、 公 共 図 書

波の流行時に比べると読書環

動や営業を再開し、春の第一

感染対策を工夫したうえで活

そのための選書の一助とし

いただきたいと存じます。

な出会いをこれからも助けて

そういった読者と本との新た

図書館、学校図書館、書店

すが、弊協議会のホームペー

は既に配布が終了しておりま

２０２０年版リーフレット

もとに選び抜いたものです。

運動に携わるみなさまには、 ら推薦された書目のリストを

のみなさま、全国の読書推進

ジからＰＤＦ版をダウンロー

府県の読書推進運動協議会か

掲載されている図書は各道

身で本と戯れ遊ぶ姿を描いた

クのように、子どもたちが全

まるでフィールドアスレチッ

ストページまで駆け抜けて」
。

の「読書週間」の標語は「ラ

最後になりましたが、今年

か。

げてみてはいかがでしょう

で、
「 心の世界 」を大きく広

期、秋の夜長に本を読むこと

外出がままならないこの時
本にも挑戦していただきたい

。
た（同じく 冊）

境は改善してきているといえ

て、私どもで毎年発行してお

ポスターのイラストは、本を

館、学校図書館、書店などは

事・活動は慎重にしなければ

このほかにも各団体がさま

ドしてご利用いただけます。

おおぜいが集まっての行

ます。

なりませんが、ひとりでも実

ります世代別のブックガイド

国の内外問わず、旅行に制

いただきたいと存じます。

ています。ぜひ告知にご活用

せる完成度の高い１枚になっ
約が多い昨今、Ｗｅｂ上で観

ています。
め」は 代～ 代向けに「成

「若い人に贈る読書のすす

もぜひご活用ください。

読むことへの期待感を感じさ

行できるのが読書の長所で
に本を手に取っていただきた
読書の動機は人さまざま

いと思います。

や「敬老の日読書のすすめ」 ざまなブックガイドを提供し

す。この機会により多くの方 「若い人に贈る読書のすすめ」

24

しょうか。

ものです。

らはじまります。新型コロナ

27

で、学校の勉強や仕事の資料

《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

昌弘
伸子

小塚
片岡

発行人
編集人

★「読書週間」
ポスター完成！（2 頁）
★コロナ禍でのブックスタート（5 頁）
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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

ける」にふさわしい図書の特集、

ラストに衝撃の展開が待ち受けて

いる本特集など、いろいろと楽し

本年度も、日本雑誌協会の特別

んでください。

なご協力をいただき、多くの出版

標語・イラスト募集に応募いた

順次、発送していきます。

のポスターが完成、９月中旬より

請書を同封し送付する予定です。

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

掲出をお願いし
「２０２０ 第 回・読書週間」 書店などに配布、

きっとあると思います」と、作者

る。あなたを待っている物語が

困難でもゴールは待っていてくれ

スで読み進められます。道のりが

んびり歩いても。本は自分のペー

け抜ける。早く走り抜けても、の

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

だいた方、選考委員、デザインを

今年の標語は、
「ラストページ

並区にお住まいで、絵本作家の

ポスターイラストは、東京都杉

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

）では、ポスター・マーク
or.jp
のデータ、このページにも使って

ページ（ http://www.dokusyo.

読書推進運動協議会ホーム

担当したプラス・アイなど、すべ

なかいかおりさんの作品。
「思う

示に活用いただけるポップ、しお

今年の読書週間は、新型コロナ

り、ブックカバーのＰＤＦデータ

ウイルス感染症への対策が求めら

ように旅ができない世の中になっ

ばん身近な移動手段かもしれませ

れるなかでの開催です。講演会や

を配布しています。
ん。今年もいつもと変わらず、素

特別おはなし会など大きなイベン

てしまいました。本は、未知なる

敵な本との出会いがありますよう

場所へ連れていってくれる、いち

に」と、イラストにこめた思いを

トだけではなく、地域によっては
ちょっとつまづいたけど前へ進む

の現場にいらっしゃるみなさんの

しい状況が続いており、読書推進

一気読みせざるを得ない本特

な
「読書の秋」
を楽しみましょう！

多い今年の秋です。とびきり豊か

が、いつもより「おうち時間」が
集、スポーツや青春など「駆け抜

とリンクしたイラストです。

すが、
野呂さんの「作者のことば」 ご苦労は大きいと存じます。です

子、本をよじ登る子…… 偶然で

勢いよく駆け抜けていく子、 通常のおはなし会も開催がむずか

紹介してくれました。

のことばをいただきました。

まで駆け抜けて」です。入選者の

・イラストレーション／なかいかおり
・標語／野呂美由紀
・デザイン／有原文絵（プラス・アイ）

全国の小・中・高校、
公共図書館、 「物語に引きこまれラストまで駆

ポスターは６万２千枚を製作、 野呂美由紀さん（中央社）からは、

ての関係者に感謝いたします。
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■第

回 全国 図 書 館 大 会 和 歌 山 大 会 開 催 へ

ついて」
図書館の自由「図書館の自由を日
常に活かす」
資料保存「やってみよう資料保存
─実演・ワークショップ特集 ─」

図書館災害対策「災害と図書館２

の私設図書館が追い求めた
「理想」 新型コロナウイルス対策と図書館

正と、揺籃期の図書館界でひとつ

大会初のオンライン開催！
全国からの参加を期待
第 回となる今年の全国図書館
大会の概要が発表された。

■「絵本ワールド」日程変更のお知らせ

今年の開催は中止、延期……
でも、次回へ向けて始動！

だった「絵本ワールド ふくしま
め、子どもの読書推進会議（事務

● 月７日㈯・８日㈰開催予定

２０２０」は、
中止となりました。

新型コロナウイルス感染症のた
局＝読書推進運動協議会）が後援
する「絵本ワールド」事業の日程

災害」
多文化サービス「これからの多文

に中止・変更がありましたので、

を体験する。また、のちに南葵文
庫内に設置された音楽室が発展し

化サービスの可能性を考える」

大会名称は「第 回 全国図書
館大会 和歌山大会（主催＝同実
た、音楽専門図書館「南葵音楽図

だった「第 回 絵本ギャラリー

奈良」は、中止となりました。

● 月 日㈰開催予定だった「絵
だった「絵本ワールド とくしま

●５月３日㈰・４日㈷開催予定

は、
２０２１年３月 日㈰（予定）

本ワールド にいがた２０２０」

ご報告します。

策チーム「誰もが安心して使える

書館」とその蔵書「南葵音楽文庫」 認知症バリアフリー図書館特別対

行委員会）
」
。テーマは「図書館
の歩みとこれから ─ 南葵（なん

in

図書館に ─認知症と向き合う図

とおり。

『図書
図書館法制定 周年記念「

書館の実践 ─」

日㈯・ 日㈰（予定）に延期とな

２０２０」は、２０２１年１月

予定されている分科会はつぎの

についても紹介される予定。

21
りました。

ては変更が生じる場合があります

催予定ですが、今後の状況によっ

ので、ご了承ください。

●８月１日㈯・２日㈰開催予定

館大会に興味を持ちながらも、日

より参加を申し込める。全国図書

月２日㈪・３日㈷「絵本ワー

月１日㈰「絵本ワールド

しています。どうぞお楽しみに。

すでに次回の開催に向けて動き出

念ながら中止になった地域でも、

会を提供する
「絵本ワールド」
。
残

絵本・児童書と読者が出会う機

楽座）

みえ２０２０（三重県津市 高虎

・

国際大学 東金キャンパス）

ルドプレ」
（千葉県東金市 城西

・

大学 紀尾井町キャンパス）

レ」
（東京都千代田区 城西国際

２０２０」は、
中止となりました。 ・

月 日㈰「絵本ワールドプ

だった「絵本ワールド ひょうご

館の使命を問う』 ─図書館法の原

大会の参加費は２０００円（オ

in

ンライン大会視聴ＩＤ、資料代）
。 ●８月 日㈯・ 日㈰開催予定

大学・短大・高専図書館②「
『特

程があわない、会場が遠いなどの

18

× × ×

点から図書館振興を考える ─」

大学・短大・高専図書館①「ゲー
ムを活用した情報リテラシー教

別コレクション』をどう活用する

10

日㈮～ 日㈪の間、全体会と各

全体会は、日本図書館協会理事
告、慶應義塾大学名誉教授 美山
か」

理由で参加を見送ってきた人に

昨年度「絵本ワールド in にいがた」
での
おはなし会

分科会を視聴できる。

良夫さんが講師の記念講演「
『理

も、このオンライン大会は参加し

月 日㈯まで、大会公式サイト

想』の図書館をもとめて 紀州徳

社会とつながる学校図書館」

学校図書館①②「人とつながる

育」

川家当主たちの夢、
明らかに」
、和

https://106th-wakayamataikai.
info/

in

長の小田光宏さんによる基調報

歌山県立星林高等学校吹奏楽部に

が期待される。

やすく、よいきっかけとなること
─児童サービスのあゆみと未来 ─
」

●第 回 全国図書館大会

記念講演では、紀州徳川家 代

図書館情報学教育「これからの目

「子供と本を結ぶ礎
よる記念演奏「序曲『徳川頼貞』
」
。 児童サービス
当主で日本図書館協会総裁も務め

和歌山大会 公式サイト
障害者サービス「
『読書バリアフ

た徳川頼倫が設立した
「南葵文庫」 録教育を考える」
の資料をもとに、バーチャル「南

リー法』と『障害者サービス』に

16

ける発表３館の取り組み ─」

に歩む公共図書館のチャレンジ

以下の事業は、現在のところ開

に延期となりました。

in

アメリカ図書館協会年次大会にお

16

策として、オンライン大会に変更

70

21

き）から新しい時代へ想いを繋げ
内各施設での開催を準備していた
公共図書館「地域とつながり共

in

が、新型コロナウイルス感染症対

る─」
。実行委員会では和歌山県

15

106

しての開催とした。参加者は 月

17

15

─

11

in

11

106
106

葵文庫」ツアーを実施。明治・大

106

11
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■ＪＢＢＹ巡 回 図 書 展 開 催 者 募 集

日本国際児童図書評議会
（ＪＢ
せて、開催者に貸し出される。

用の日本語版カタログなどとあわ

子どもの本で世界を知る、
世界とつながる展示会
ＢＹ）
は、「世界のバリアフリー絵
貸出期間や費用など、貸出条件

■国際子ども図書館 開館

周年記念

国立国会図書館 国際子ども図

浦太郎さん、
かがくいひろしさん、

井良二さん、なかやみわさん、三

克己さん、スズキコージさん、荒

絵本作家と絵本で
平成をふり返る展示会
書館（東京都台東区）では、９月

ＪＢＢＹでは、
「外出の機会が
いたい、とくにおとなりの国の子

組。第１回となる今年のテーマは

ナさん、
『はしれ、トト！』のチョ

４日）は『あめだま』のペク ヒ

https://jbby.org/
日中韓共同プロジェクトで選

長谷川義史さん、鈴木のりたけさ

日㈫から 月 日㈰の期間、国
際子ども図書館開館 周年記念展

減っているいまだからこそ、身近

た日本の絵本作家 名を、それぞ

はＪＢＢＹホームページで確認で

本展」
に続き、「世界の子どもの本

この図書展は、２０１８年の国

どもたちとは理解しあってほしい

れの作家が生み出した平成の絵本

画家賞のイーゴリ・オレイニコフ

重な体験になるでしょう」と、応

催予定だった「子どもの本の日

ウンヨンさんほか、韓国の絵本作
ネルを、後期（ 月５日～）は中

ＢＹ）
、
中国（ＣＢＢＹ）
、
韓国（Ｋ

掲載されています。

ばれた

ふり返る。
出展作家は、林明子さん、駒形

あわせて、関連資料を用いた小

展示が、同館アーチ棟２階の児童

展示期間中には、関連イベント

書研究資料室で開催される。

の開催も予定されている。イベン

トの詳細や参加方法は決まりしだ

い、
順次、
国際子ども図書館のホー

ムページで紹介される。

また、諸事情により開催期間や

予定が変更になる場合もあるの

で、来館を予定している方は、最

新情報をホームページで確認する

ことをおすすめします。

●国立国会図書館

国際子ども図書館ホームページ

す）

https://www.kodomo.go.jp/
（開館スケジュールも確認できま

200

35

さんなど。

さ ん、 ミ ロ
示会
「平成を彩った絵本作家たち」 ん、 tupera tupera
コマチコさん、ヨシタケシンスケ
を、同館レンガ棟３階 本のミュー

際児童図書評議会（ＩＢＢＹ）オ
な地元で、本を通して世界をめぐ

の願いを込めて、ひとつのテーマ

さん（ロシア）の作品で構成され

冊の本とともに、前期（～ 月

「環境」
。プロジェクトで選ばれた

募を呼びかけている。

キャプション、解説パネル、閲覧

フェスティバル」で企画していた

家 人の絵本 冊とメッセージパ

また、ＪＢＢＹは今年３月に開

た約 冊のセット。１冊ごとの

中韓共同プロジェクトと絵本作家

図書展「となりの国への扉 ─ 日
からのメッセージ」を９月１日㈫

国の絵本作家の作品とメッセージ
パネルが展示される。
入場は無料。

ＢＢＹ）が、子どもたちに世界の

冊の絵本リストも、
いろいろな国の文化を知ってもら

共同プロジェクト」は日本（ＪＢ

●ＪＢＢＹホームページ

11

この展示会では、平成に活躍し

ナーリストに選ばれた世界 か国
る旅を楽しみませんか？ さまざ

ジアムで開催する。入場は無料。

の優れた児童書と、国際アンデル

点の絵本から、平成という時代を

展 ─ 国際アンデルセン賞とＩＢ

20

とともに紹介し、個性豊かな約

きる。開催者の事情により、半分

20

にそって５冊ずつ自国の絵本を推

の量での分割貸出も可能という。

27

薦し、たがいの国で紹介しあう取

巡回展示開催者を募集している。

12

は、地域のお子さんにとっても貴

ＢＹオナーリスト２０１８─」の

29

セン賞・作家賞の角野栄子さん、 まな言語の原書を手にすること

韓国・中国の絵本作家のメッセージも
展示される「となりの国への扉」
展

11

～ 月 日㈮の期間、東京都千代

83

15

展示会のチラシ

61

前年度の巡回展示会場の様子
（奈良県立図書情報館にて）

15

11
田区の出版クラブビル３Ｆライブ

25

ラリーで開催している。
「日中韓

12

200
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■コロナ禍で の ブ ッ ク ス タ ー ト

小林

浩子

所時間を指定し分散することで密
を回避。座布団の代わりにマット
を置いて毎回消毒。ボランティア
さんの体調確認と当日の検温も徹
埼玉県三芳町では、親子との距

底しました。
離を確実に保つため、 ㎝の長机

読みきかせはできなくても、こ

れくらい近づけて絵本を読みます

まだ視力が弱いので、いつもはこ

真を保護者に見せ、
「赤ちゃんは

あります。
「親子に読みきかせを

今回あらためて気づいたことが

に椅子を設置し、マスク着用で親

うやって親子に寄りそうメッセー

図書館が再開したらぜひ来てくだ

自治体は現在どのように取り組ん

ジを伝えられる。全国の自治体に

子と対面。コロナ禍以前の会場写

年をむかえ各種事業を予定してい
でいるでしょうか。約半年間の様

ブックスタートはたんなる絵本

わせが３月に入ったころから急激

る？ という自治体からの問いあ

い、ほかの地域ではどうしてい

ブックスタートが実施できな

トの説明動画「赤ちゃんといっ

続々と届きました。

えた各地域のおたより作成報告が

案内すると、ゆるキャラなども添

のフォーマットを作成し自治体に

速、適宜カスタマイズできる文面

も参考にしてもらえたら――。早

参加予定とのことです。

し、９月にはボランティアさんも

レーションを重ねて７月から再開

の誘導を含めさまざまなシミュ

説明します。図書館員が、会場へ

が、今日は離れて読みますね」と

組織として 年間説明してきた事

問いあわせが多かったこと。推進

できるだろうか」という自治体の

わない。どうしたら読みきかせが

のは、ブックスタートの趣旨にあ

楽しんでもらえず絵本だけ手渡す

ました。

で一般公開し、自治
YouTube
体が保護者向け資料などでも紹

赤ちゃんと保護者のために

の配付事業ではなく、読みきかせ

に増えてきました。こんなときこ

しょにえほん」を作成しました。 「外出は最小限にしていたが行っ

い、通常の実施がむずかしくなり

の体験とともに絵本を手渡すこと

そ赤ちゃんと保護者に絵本のひと
も、支援組織として具体的にお伝

と喜んでいただけたそうです。

業の趣旨が深く理解されていたの

周年イベントの開催以上に豊

のでしょう。

刻まれ、事業の土台を耕してきた

タートに携わる一人ひとりの胸に

のあの笑顔が、全国でブックス

てよかった」
「とても楽しかった」 くれたこと。絵本をひらいた瞬間

でもそれは、赤ちゃんが教えて

てブックスタートを受けられた」 です。

いずれも保護者からは「安心し

が大切です。赤ちゃんの様子を見

ときを届けたいと相談を受けて
えできることはほとんどなく、も

赤ちゃんが教えてくれた
８月末の現在も状況は落ち着か
緊急事態宣言が解除され、５月

方に基づいて、模索と試行錯誤を

自治体ともそれぞれの状況や考え

地域は多くあります。しかし、各

しつつ全国の事業充実に努めたい

ら、今後も各方面といっそう連携

かでたしかな手応えを感じなが

ず、読みきかせの再開ができない
ブックスタート対象者へのおたよ

中旬の健診再開とともにブックス

続けています。

読みきかせの再開と工夫

ます。

介・活用できるように案内してい
４月初旬のある日、東京都八丈

どかしさが募るばかりでした。
町の図書館から届いた資料が目に

りです。４月のブックスタートで

タートが行われたのは鳥取市。感

と肝に銘じました。

染症対策にあたっては、親子の来

とまりました。図書館が作成した

20

読みきかせができないお詫びに加

20

さらに当法人ではブックスター

た保護者に、家でもやってみよう

児健診会場での感染症対策に伴

子からご紹介します。

埼玉県三芳町では、充分な距離をとって
ブックスタートを実施

ましたが、コロナ禍で中止や延期

さいね、というものでした。

んが自由に楽しんでほしいこと、 を活用しています。机の長辺両端

と思ってもらうためです。また、 あげてほしいこと、絵本は赤ちゃ

ＮＰＯブックスタート 事務局長

「三密」回避、ソーシャルディスタンス確保で
赤ちゃんと保護者にあたたかい時間を
ブックスタート 周年
地域の人が子育てを応援している

２０２０年は 子ども読書年」 ことを伝える場でもあるのです。
｢
から 年。ブックスタートも 周
この趣旨を損なわないために各

20

に。各地のブックスタートも乳幼

20

180

え、プレゼントする絵本を読んで

●ＮＰＯブックスタートウェブサイト https://www.bookstart.or.jp/news/video/
（本文中の動画はこちらでご覧いただけます）

20

コロナ禍以前のブックスタート会場の様子
（ⓒＮＰＯブックスタート）
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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３

僅差で１位となったのは「ひ

～動物部門・遊び部門～
「読書グループお名前調査」
、３

査では０グループでした。

して双璧の「いぬ」は、今回の調

「ブランコ」
「だっこ」
５位〈 〉

「このゆびとまれ」
４位〈 〉

７位の「あおむし」は、
「タイ
トル・キャラクター部門」で集

「みちくさ」
６位〈 〉
「グーチョキパー」
「い
７位〈 〉
８位〈９〉
「さんぽ」「かざぐるま」

計した「はらぺこあおむし」
〈９〉 ないいないばあ」
をのぞいた数字です。

「ひよこ」
１位〈 〉

内はグループ数となります。
ループが使用しています。

りそう姿から、乳幼児対象のグ

９位の「らっこ」も、親と子がよ

「動物部門」の隠れた人気者は、

となどが理由でしょうか。

い」
位〈５〉
「じゃんけん、じゃん

望をふくらませたい、未来へ飛ば

手渡すことで子どもたちの夢と希

けんぽん」
次点〈４〉「メリーゴーランド」

３位の「ひなたぼっこ」
、５位

したい気持ちがありそうです。

「草笛」
「花いちもんめ」
ひらがな、カタカナ、漢字と表
記は異なっても同じ音のもの（例

「うさぎ」
「ひばり」
４位〈 〉

で、点訳グループの名前に使われ

プが使用。背中の模様からの連想

演グループ、
文庫、
読書支援グルー

の名前に登場しています。

）は、同じも
も使われており、合計 グループ 「散歩」と「さんぽ」

のあたたかさ、安心感が背景にあ
１位は「やまびこ」
。子ども対

７位の「グーチョキパー」と

本を探す楽しさが伝わります。

８位の「さんぽ」は、いろいろな

るのでは。６位の「みちくさ」と
象の実演グループと一般対象の読

位の「じゃんけん、じゃんけんぽ

の動物を大きくわけると、哺

書支援グループの名前に使われて

ん」
、同じく７位の「いないいな

乳類 、鳥類 、昆虫類 、貝・

５位は「読書週間」のシンボル、 甲殻類７、魚類６、両生類３、爬

います。実演グループは、おはな

いばあ」
と９位の
「ピーカブー」
は、

のとして集計しています。

「ふくろう」
５位〈 〉
ています。

し」

虫類３となります。鳥類は一般の

てくる様子から名づけたのでしょ

〉
「 アイアイ 」「 カンガ 「ふくろう」
。一般の読書会の名前

都道府県名、市区町村名、地域

６位は「ねこ」
。身近な動物と

人気がありました。

「遊び部門」では、 のことばが

が使われていました。

ぎ」
〈４〉
、
「せきれい」
〈３〉など

にありそうですが、意外にも、子

りんこ」
「あめんぼ」
次点〈 〉

対象となりました。

人たちへ呼びかけ、その反響を耳

音訳・点訳サービスを必要とする

門の対象となったグループはほと

「遊び」という性質から、この部

異なるので別集計としました。

うか。読書支援グループからは、 同じ遊びではありますが、語感が

を澄ませて聞き取りたいという願

部門」の「ふうせん」同様、本を

たちに人気の遊びであり、
「道具

２位は「しゃぼん玉」
。子ども

立ちます。

を使用するグループの多彩さが目

でした。それだけに、
「やまびこ」

んど、子どもの本実演グループ
「しゃぼん玉」
２位〈 〉

いが感じられます。

「ひなたぼっこ」
３位〈 〉

「やまびこ」
１位〈 〉

40

位〈 〉
「ほたる」
「めだか」
「あ

、
「かわせみ」
〈６〉
、
「しらさ
ども対象の実演グループ、文庫に 〈６〉

19

ルー」

43

「くま」
「らっこ」
９位〈 〉

８位〈

26

読書会に人気があり、
「うぐいす」 し会での子どもたちの反応が返っ

130

48

18 20 27

名、施設名をそのまま使ったもの

（例えば、熊木町読書会、ひよこ
児童館おはなし会など）は除いて
集計しています。

2018 年に野間読書推進賞を受賞した
「朗読グループ かざぐるま」
（静岡県）

、 の「だっこ」は、本と過ごす時間
んでんむし」〈８〉
、「まいまい」〈２〉 えば「ブランコ」と「ぶらんこ」

７位の「かたつむり」
。別名の「で

「こぐま」
２位〈 〉

プ」
「ピーカブー」
「ちちんぷいぷ

「かくれんぼ」「スキッ
２位の「こぐま」
、
９位の「くま」 ９位〈６〉
「ひよこ」を
はあわせると で、
抜いて１位になります。
『３びき

よこ」
。乳幼児、未就学児対象の
グループが多く使っています。語

おなじみの作品に多く登場するこ

のくま』
『くまのプーさん』など、

よっこ」
〈５〉とあわせると、

感が異なるので別集計とした「ひ

回目となる今回はスペース増、一
気に２部門、ご紹介します！
まずは、 のことばが使われて

10 11 12 17

「ねこ」
６位〈 〉

３位の「てんとうむし」は、実

10

43

「かたつむり」「あおむ
７位〈 〉

「てんとうむし」
３位〈 〉

16 17 18 22 23 29 31

15
12 14

11

10

130

８位の
「カンガルー」
、 と、地名にも多く使われているこ
いた「動物部門」からです。
〈 〉 になります。

36
ふくろうは動物部門
５位！
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（6）
（第三種郵便物認可） 第 634 号

読 書 推 進 運 動
2020 年 9 月15 日

優良読書グループの歩み

湯浅眞智子

を体験しました。思い出に残る１

す。そのとき私は、聞く心地よさ

に遊ぶ楽しさが素直に伝わりま

らんじているのです。物語のなか

今年で 年になります。

で、
それをグループ名にしました。 菜を登場させます。これは親子に

に作ったのが
『さんびきのこぶた』 の人形劇の最後に本物の葉つき野

ながら作品づくりをはじめ、最初

う」と手探りのなか、試行錯誤し

ます。
『にんじんだいこんごぼう』

り入れてプログラム作りをしてい

いです。どのように工夫してい

が広がりました。ブラックシア

パネルシアターと作品づくりの幅

どもたちのいきいきとした表情や

たなど、感想をいただいたり、子

ペープサート、
エプロンシアター、 かった、あたたかい気持ちになっ

公演を見た人から、おもしろ

ますか」とたずねられます。選書

はじめは人形劇だけでしたが、

好評です。

シーンです。

をするときからおはなし会ははじ

ときどき、
「読むのはむずかし
おはなし会の形も少しずつ変化

が、
はじめて見る人が多く、「わあ、 支えになっています。

しています。春、れんげ畑まで足

きれい」という声を聞くと、作り

笑顔を見ると、とても励みになり

のもだいじです。聞くのも好きと

がいがあります。作品数も多くな

ターは色使いがむずかしいです

いうのもあわせて、１冊選びたい

す。

を続けていきたいと考えていま

代表者

衛藤
大分県豊後大野市

現在、６名で週１回集まって活

までは子育て支援グループ、小学

に持ち運べるようにしました。い

地域です。

メンバーも齢を重ねてきました

が、少しでも長く、子どもたちに

笑顔と感動を届けられるよう、自

人形、舞台にも工夫をこらして
子どもたちに笑顔と感動を

をしていきたいと思います。

動しています。
長く続けていると、 分たちも楽しみながら作品づくり
メンバーの家庭環境も変化し、参
加できる人数が少ないときもあり
ました。１年以上かかって仕上げ
た作品もあります。メンバー同士
の理解があり、無理をせずできる
人ができることをモットーにやっ
てきたのが、長く続けられたこと
公演は図書館が主でした、幼稚

だと思います。
園、保育園から依頼がくるように
参加していたおかあさんたちがと

校、高齢者施設など、年齢層も広

対象に「おはなしのへや」があり、 なり、人形劇の舞台もコンパクト
「おきゃくがのり
ごと がたごと」

きどき本を読んだり、簡単な人形

11

生で人形劇を見る機会が少ない

夏、夏休み最後の土曜日に開館時

と思います。

り、一部ですが、貸出もしていま

間を延長していただき「ちょっぴ

これからも絵本コーナーから

り怖い話」に挑戦。秋、町の文化

をのばし、
野外おはなし会を実施。 まっています。読み手が心地よい

本コーナーで開いています。

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）

おはなしの会
「さざなみ」
代表者
徳島県海部郡牟岐町
〈推薦〉
徳島県読書振興協議会

祭に参加、昔話をたくさん語る。
手づくりペープサートが活躍、ク

おはなしの会「さざなみ」は、 冬、大型絵本、エプロンシアター、 はじまった、
「なんだか楽しいな」 す。
リスマスを彩ります。

の朝読タイムにあわせて 分間、

さんびきのこぶた

１９９５年４月、牟岐町海の総合

年前から月１回、子育て支援

ちゃん絵本を紹介、また、小学校

「あそびの広場」で乳児対象の赤

良読書グループ表彰をいただきま

各学年の教室まで出かけていくな

清美

文化センターに併設された牟岐町
立図書館の開館にあわせて発足し
年目をむかえた今年、全国優

したことをうれしく思うととも

ど、館内だけでなく機会が増えて
うれしい出会いもありました。

に、今後もがんばるようにとの応
あらためて記録誌『波あと』を

いつものおはなし会終了後、ひと

〈推薦〉
大分県読書推進運動協議会

開いてみますと、第１回目の参加

りの男の子が「読んであげる！」 市立図書館）で、就学前の子ども

という長年の夢がかなった喜びも

劇をして、手伝っていました。そ

がり、大型絵本や紙芝居などを取

ジを繰るタイミングもぴったりで

のなかの有志が「自分たちでやろ

。ペー
ます ぞろぞろ ぞろぞろ」

30

現在の活動内容は、月２回土曜
日、 時 分から 時まで館内絵

す。大好きな絵本をまるごと、そ

含まれていたと思います。

もに、
「私たちの町に図書館を！」 と１冊の本を広げました。
「がた

三重町立図書館（現・豊後大野

人数は 人という記録に驚くとと
50

30

⑼

います。

15

ました。

14

援だと受けとめています。

25
10
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■「日本ＹＡ 作 家 ク ラ ブ 」 が ニ ュ ー ズ レ タ ー 発 行

作家・翻訳家がＹＡのいまを
みずから紹介！

ん
（翻訳家）
が登場。
「ＹＡ読書応

川優子さん（作家）と野沢佳織さ

翻訳家のお気に入り調査隊」に片

今号は、
会員作家による「作家・

ター第４号を８月に発行した。

ＹＡ作家クラブ」がニューズレ

ＰＲする作家と翻訳家の会「日本

をするか、配布ボランティアとし

＋送料込みの個別発送の読者登録

版両面刷りで、購読には、カンパ

関と個人。ニューズレターはＡ３

ど）と、その他購読を希望する機

フ、教育・福祉関係者、書店員な

（公共図書館・学校図書館スタッ

る環境を整備できる立場にいる人

もや若い人たちがＹＡ書籍にふれ

ウェブサイト

●日本ＹＡ作家クラブ

ＰＤＦも閲覧できる。

ニューズレターのバックナンバー

る。また、同サイトでこれまでの

ブサイトで申込詳細が確認でき

る。日本ＹＡ作家クラブのウェ

動の場に配布することが条件とな

地域や団体の３か所以上の読書活

ニューズレターの対象は、子ど

援団！」のコーナーでは、梨屋ア

ヤングアダルト図書（ＹＡ）を

リエさん
（作家）
が、コロナ時代の

て登録し、
代表者として受け取り、

カー、ユゼフ・ヴィルコン、荒井

チョフ、クヴィエタ・パツォウス

による造形作品が、展示される。

た個性的な絵本画家の自由な発想

などとあわせて、
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良二、ビンバ・ランドマンといっ

大が子どもの心に落とす陰も案じ
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収束の見通しがつかない世界的
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ホームページ

●ちひろ美術館・東京

涯願った子どものしあわせと平和

お願いをホームページで公開して

事 務 局 報 告（８月）
☆６日＝機関紙『読書推進運動』 号
入稿
・６日＝「上野の森 親子ブックフェス
タ運営会議」に出席
☆７日＝機関紙『読書推進運動』 号
責了
☆ 日＝機関紙『読書推進運動』 号
出来
・ 日＝新潟日報社と「絵本ワールド
にいがた２０２０」日程について打
ちあわせ
☆ 日＝笠原良郎氏の後任として、全国
学校図書館協議会・黒木義博氏に野
間読書推進賞選考委員を委嘱
☆ 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＝講談社社長室と読書推進運動協
議会運営について打ちあわせ
☆ 日＝講談社社長室にて、野間省伸会
長と読書推進運動協議会運営につい
て打ちあわせ
☆ 日＝野間読書推進賞事業委員へ本年
度の推薦者一覧、資料を送付
・ 日＝「上野の森親子ブックフェスタ
運営会議」に出席
☆ 日＝野間読書推進賞事業委員より採
点を受け取り
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「日本 YA 作家クラブ」
ニューズレター
エフゲーニー・ラチョフ「走る鳥」1965 年
（
「絵本の世界を飛び出して」展示予定）

を、絵とことばから見つめ直す。

ひ・と・こ・と

●編集部＆事務局の

●暑い暑い８月でした。東京では、
まず新型コロナウイルス感染情報、
ついで熱中症で倒れた人のニュース
が報じられる日々が続きました。昨
年も暑かったのですが、それ以上に
熱中症で搬送される方が多いと聞
き、
「これ、コロナのせいで、図書
館に足を運びづらいのも原因なん
じゃないかしら？」
と考えています。
●私の住んでいる自治体の図書館
は「三密」を避けるため、館内で過
ごす時間はひとりあたり２時間が目
安、場合によっては入館人数の制限
あり、閲覧席数もいつもより少なく
なっています。感染症対策が講じら
れている安心感がある一方、時間が
できたからちょっと図書館いってこ
ようという気はなかなかわかず、ど
うしても読みたい資料があれば、取
り置きのリクエストを出してからの
来館ばかり。
こういう人はけっこう、
多いのではないでしょうか。
●熱中症で倒れた方たちの多くが、
エアコンをつけていなかったといい
ます。
「我慢せず、エアコンをつけ
ましょう」と言われても、自分ひと
りのためにつけるのはもったいない
と思う人もまた、
多いと思います
（私
もそのひとりです）
。いつもの夏な
ら、涼を求めて図書館へいき、ゆっ
くり本を読んで心と身体を休めると
いう過ごし方がありますが、今年の
東京ではハードルが高い……。そし
て熱中症を起こしてしまう。そんな
背景もあるのでは？ だれでも自由
に訪れることができ、好きな本を手
に取ったりして自由に過ごせる図書
館は、
大切なライフラインです。（伸）

《ホームページ》http://www.dokusyo.or.jp

ちひろ美術館・東京（東京都練
年１月 日㈰の期間、展示「子ど
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