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「若い人に贈る読書のすすめ」によせて

読書の入り口
株式会社 ＮＨＫ出版
編集者

し ら か わ た か ひ ろ

白川貴浩

名著 』は少

ずはコンパクトな本を読み切

ることで読書に自信がつき、

自分なりの読書を続けていく

自分なりの読書を続けてい

糸口になります。

き、知恵を身につけていくた

めにはまず、興味関心に出会

う必要があります。そのため

に本屋さんに行くのもいい

し、ネット書店で「おすすめ

一方、『 分

本」を買ってみてもいい。尊

るために、若い人をはじめだ

し違った読書体験ができるシ

「本」はその時代ごとの欲求

リーズです。古今東西で読ま

す。それが 『学びのきほん 』 れ続けてきた１冊の名著を、 敬している人の愛読書を読ん

を表す、とよく言われます。 れもが気軽に読書を始めるこ

とＮＨＫテキスト 『 分 名

とは馬があわない人の読んで

年目を迎えました。 いる本を紐解いてみるのもい

解していく本シリーズは、創
番組を観ながら、
わからなかっ

『
学びのきほん』は、
「哲学」 刊から

たところは本を読んで深める。 ても、そこには無限の可能性

著』です。

から「落語」まで、
１冊１テー

い。ひとくちに
「読書」
といっ
マの教養の「入り口」に立つ

を欲しているのではないかと

本シリー
ブックガイドが付いており、 けあわせた学び方は、

で す。 本 の 巻 末 に は 豊 富 な

終えることができるシリーズ

ていく。テレビ番組と本を掛

ことは楽しいし、人生を生き

しないのですから。本を読む

てから番組でその内容を深め 「読書」をしている人は存在

があって、誰一人として同じ

思います。編集の現場にいる

本書を入り口として、学びの

もしくは、先に本で予習をし

と、特に「若い人」がいろん

味のひとつに「１冊の本を読

書が楽しめます。読書の醍醐

ジ程度で、時間をかけずに読

であること。どちらも ペー

通しているのが、コンパクト

このふたつのシリーズで共

の き ほ ん 』や 『 分

読書の入り口として、『学び

せん。そんななかで、まずは

まのところ「本」しかありま

にも手軽で身近な媒体は、い

を手に入れるために、こんな

ていくための
「知恵」
や
「武器」
な「知恵」を欲していること

深い森へ進むための道案内に

れる」があります。既存の知識

生き抜いていくための
「武器」 とつに、「生きた学びを手に入

しっかりと自分なりの人生を

が通用しない時代で、これか

『学びのきほん』の理念のひ

de

起きるかわからない現代で、 もなります。

を手に入れたい。人が本に求

100

100

そ読んでほしいシリーズです。 読書に慣れていなくても、ま

名著』
めるものは、このように変化

み切る」
ことがあるでしょう。 を手に取ってもらえると、う
そんな「武器」を手に入れ

れしいです。

らの社会を担う「若い人」
にこ

ズならではだと思います。
を実感します。いつ、なにが

ま、
人は生きるための「知恵」 ことを目標に、２時間で読み

では、現代ではどうか。い

ロ年代には、
「 情報欲 」によ

でみてもいいし、あえて自分

により文学全集が飛ぶように

計 分の番組とテキストで理

売れ、情報社会が発展したゼ

たとえば、戦後は「 活字欲 」 とのできるシリーズがありま

de

た新書に勢いがありました。

り情報をコンパクトにまとめ

100

してきている気がします。

《ホームページ》http://www.dokusyo.or.jp
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（1）

い人に贈る読書のすすめ」推薦図

議会・事業委員会は、２０２１「若

公益社団法人 読書推進運動協

度は新型コロナウイルス感染症対

い書目などを勘案して検討。本年

そのほか各委員が特別に推薦した

目の検討 ③対象読者向きか ④

２０２１
『若い人に贈る読書のすすめ』実施

書 点を選定しました。

書

名

英

社

価 出 版 社
一五四〇 集

舎

定

「若い人に贈る読書のすすめ」リーフレット掲載書名一覧
著者名
伊坂幸太郎 逆ソクラテス

冬

ひろ イマジン？

一七六〇 幻

有川

館

粟生 ぬいぐるみとしゃべる人はやさしい 一七六〇 河 出 書 房 新 社
学

一七六〇 小 峰 書 店

一六五〇 朝 日 新 聞 出 版

一七六〇 小

大前

ハナコの愛したふたつの国

シンシア・カドハタ
もりうちすみこ
（訳）

一絵 鐘を鳴らす子供たち

一六五〇 学研プラス

五十嵐佳子 金子と裕而
古内

なぜ僕らは働くのか

交換を行い、最終的に委員会全体

策のため、メールでの投票と意見
齋 藤

池 上 彰（ 監 修 ）

今年も例年どおり、道府県読書
決定いたしました。
で 点を確認、

若松

歳の教室

孝 未来の自分に出会える古書店

英輔

潮

社

一四三〇 ＮＨＫ出版
一五九五 新

光丘

真理 赤毛証明

一四三〇 くもん出版

各公共図書館に、日本出版取次協

池上彰（監修）
・佳奈（漫画）
・モ

を予定。成人式での利用のため

リーフレットの出来は 月上旬

ヤマザキマリ たちどまって考える

九二四 中 央 公 論 新 社
パオロ・ジョルダーノ

一四三〇 早 川 書 房

二五三〇 明 石 書 店

社
信子 空気を読む脳

郎の『逆ソクラテス』が４つの読

２０２０年内の受け取りご希望の

談
中野

進協から推薦がありました。榎本

九四六 講

会の協力で取次会社を通じて全国

一三二〇 岩 波 書 店

ドロカ（画）の『なぜ僕らは働く

香歩 ほんとうのリーダーのみつけかた

の書店に配布を行い、有効に活用

梨木

のか』で、７つの読進協から推薦

八三六 筑 摩 書 房

していただく予定です。

博明の『
「さみしさ」の力』
、齋藤

方は、早めにご連絡ください。卒

ＫＡＤＯＫＡＷＡ

一四三〇 家の光協会

孝 何のために本を読むのか
寿一

一五四〇

齋 藤
山極

孝 一 人も街も動かす！ 巻き込み力

人生で大事なことはみんなゴリラから教わった

水野

ダイヤモンド社

社

一九八〇

文

堂

歳からのアート思考

一六五〇 晶

文

幸歩

すごいぞ！ はたらく知財
内田朋子／萩原理史ほか

桑 野 雄 一 郎（ 監 修 ）

新里 卓
（編著）専門学へのいざない

三〇八〇 成

末永

一〇四五 青春出版社

飯田 亮介
（訳） コロナの時代の僕ら

代からの批判的思考

博 明「さみしさ」の力―孤独と自立の心理学

がありました。ついで、伊坂幸太

孝の『未来の自分に出会える古書

業式、読書グループ、学校での読

☎０３ ─ ５２４４ ─５２７０

務局までお問いあわせください。

社団法人 読書推進運動協議会事

があります）
。ご希望の方は公益

ご利用も歓迎です（部数にかぎり

事業委員会の書目選考基準は、 書指導、地域の文化活動などでの

店』も人気を集めました。

12

e-mail info@dokusyo.or.jp

名 嶋 義 直（ 編 著 ）

榎本

あさのあつこ ハリネズミは月を見上げる

一五九五 文 藝 春 秋

推進運動協議会に「若い人にぜひ

レットを 万部製作、道府県の読

本年度も、この推薦図書リーフ

24

佳 奈（漫画）／モドロカ（画）

読んでもらいたい本」の推薦を依
の推薦をいただきました。

81

もっとも推薦が多かったのは、 進協・都道府県立図書館を通じて

21

頼、 の読進協から計 点の書目

日本ペンク
ラブ（編） 泣いたあとは、新しい靴をはこう。 一六五〇 ポ プ ラ 社

24

39

①各出版社１点 ②複数県推薦書

14

10

13

（2）
（第三種郵便物認可） 第 636 号

読 書 推 進 運 動
2020年11月15日

２０２０年度・第

回

読書推進運動協議会のみなさま
推薦された優良読書グループ

に、深く感謝いたします。
には、その業績を讃え、公益社団

全国の読書グループに敬意を表

ています。

──道府県読進協推薦──

全国優良読書グループ表彰
公益社団法人 読書推進運動協
議会では、第 回「読書週間」事
ご推薦の労をとられた、各道府県

各道府県の読書推進運動協議会を
通じて、
「第 回 全国優良読書グ

成強化は、読書推進運動の根幹

した（一部選考中）
。

ループ（下表）
」の表彰を行いま

おはなし会ぶなの実

古典読書会

紙芝居文化の会みやぎ

読書と朗読の集い「本だす会」

おはなし広場

リーディング倶楽部たんぽぽ

福島県東白川郡棚倉町

山形県西村山郡朝日町

秋田県鹿角市

宮城県仙台市

岩手県下閉伊郡普代村

青森県北津軽郡板柳町

北海道紋別郡湧別町

所

芳賀

川端

金子

北畠

小松

牧子

登坂ひかる

大里

武

弘子

英子

美枝

千春

初恵

代表者（世話人）名

地

をなすものとして、公益社団法
おはなし会 キャロット

鈴 木

在

人 読書推進運動協議会は結成以

茨城県取手市

優良読書グループ名

来、活動の第一目標とし、道府

図書館ボランティアとりで

読書グループの結成促進と育

県各読書推進運動協議会と連携

小山子どもの本連絡会

群馬県桐生市

長谷川信子

昌子

川内読書会

作山

して、その育成・発展に努力を

栃木県小山市

重ねています。

杉森

新潟県上越市

千葉県香取郡神崎町

齋藤久美子

千葉貴美子

賢一

埼玉県春日部市

おはなしのとびら

悠遊読書会

上越音声訳マザーテープの会

この事業は、各読書推進運動協
議会の推薦により、一地域一グ

魚津読書会

椎の木読書会

長野県安曇野市

山梨県南アルプス市

福井県坂井市

石川県七尾市

河合

竹内

悦子

平間恵美子

恩地

裕子

川口真紀子

優

ループを表彰するもので、原則と

しびびの会

南アルプス市わかくさ朗読ボランティア
はなしんぼ

岐阜県関市

海 原

して５年以上の活動を続けている

穂高 絵本とお話の会

精一

おはなし広場「どんぐり」

富山県魚津市

グループを推薦・表彰の対象とし
ています。
現在、読書グループの活動は、
読書会、
実演活動、
家庭・地域文庫、
障がいを持つ方への読書支援、図

状および副賞
（図書カード２万円

法人 読書推進運動協議会より賞

となります。

彰グループ数は１８４５グループ

から実施しており、本年までの表

日本図書普及株式会社の協賛によ

分のうち１万円分は、例年同様、

なお、副賞の図書カード２万円

分）
を、各道府県読書推進運動協
各グループの活動状況は、１月

議会を通じて贈呈いたしました。
号以降、本紙上で逐次紹介して

り寄贈されたものです。同社のご

この優良読書グループ表彰は、 協力に厚くお礼申しあげます。

いきます。
１９６８年 第 回「読書週間」

山田悠紀子

代表者（世話人）名

地

所

在

静岡県富士市

恭子

優良読書グループ名

ち代

いずみ読書会

中西

秀子

優美

野田

公香

郁子

兵庫県川西市

早田

篠田

和歌山県日高郡日高町

朋澤

藤内

川西市立中央図書館
おはなしボランティア たんぽぽ

鳥取県西伯郡南部町

足立早百合

京都府長岡京市

ひだかおはなしの会

島根県鹿足郡吉賀町

滋賀県草津市

西伯小学校コミュニティ・スクール どくしょ部

岡山県倉敷市

草津おはなし研究会

蔵木子ども読書会サクラマス教室

宮浦

佳子

道代

広島県

徳島県名西郡石井町

礼子

音訳サークル“こだま〟

千枝

近森佐代子

岡本

西山

中島

高知県高岡郡四万十町

前田美惠子

香川県高松市

佐賀県杵島郡大町町

福岡県糸島市

松井

おはなしひろば「なかよし」

長崎県雲仙市

山口美智子

たけのこ文庫

熊本県玉名市

おはなし宅急便
おはなしの会 くれよん

大分県国東市

おはなしひろば

鳥羽

啓子

鹿児島県鹿児島市

西原美茂子
ストーリーテリングの会 おはなしの森

屋比久澄子

グループ）

沖縄県島尻郡与那原町

（以上

与那原町しまくとぅばボランティアの会
「劇団よなばるおばぁＱ」

野尻町読み聞かせグループ「たんぽぽ」 宮崎県小林市

絹代
読み聞かせボランティア おはなし「くすくす」

本のちょっとの あ・い・だ

（選考中）

倉敷ストーリーテリングを楽しむ会

長岡京おはなしの会 ささぶえ

22

53

業として、 月３日㈷を中心に、 し、数ある読書グループを対象に

74

11

53

書館サポートなど、多岐にわたっ

39
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（第三種郵便物認可）
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■ねりま地域 文 庫 読 書 サ ー ク ル 連 絡 会

周年記念誌発行

50

■高知こどもの図書館 開館

周年記念

年後の未来のために
多彩な平和図書リスト 刊行へ

文庫読書サークル連絡会（東京都

団体の部を受賞した、ねりま地域

２０１８年に野間読書推進賞

読書推進への働きかけの記録にも

り、ボランティアによる自治体の

クコメントなども収録されてお

会として出した陳情書・パブリッ

みと学習会の記録に加え、
「練馬

と～平和のために本ができること

介する冊子『へいわごとじぶんご

て、平和をテーマとした図書を紹

高知市）が、開館 周年を記念し

録」「図書館長との懇談会の記録」
、 人 高知こどもの図書館（高知県

区子どもの読書活動推進会議の記

～』を 月に刊行する。

奨励賞を受賞した、認定ＮＰＯ法

２００６年に野間読書推進賞

おとなになる君たちへ伝えたい」

図書も加えながら選んだ「 年後

の本が語る戦後 年」
をテーマに、

練馬区）が、９月１日㈫、 周年

なっている。

記念講演をまるごと紹介
詳細な年表で読書運動をふり返る

20

記念誌『地域文庫 その広がりと
深まり』を刊行した。
内容は、 周年記念シンポジウ

代から 代までの人たちが新刊

75

冊が、紹介される。
掲載される図書にはまんがも含
まれる。第二次世界大戦や原爆を

庭文庫の現場から～」パネリスト
館のあゆみ、全国の読書運動・社

巻末には、同会と練馬区立図書

機に２０１５年に開催し、その後

この冊子は、同館が戦後 年を

内戦などの関連図書も紹介され

を描いたもの、現在も続くシリア

イラクやアフガニスタンでの戦争

決めたという。

も企画展を開催し、冊子の発行を

は大事に続けたい」と、本年８月

テーマにした作品だけではなく、 かではあるが、
「せめてこれだけ

＝小宮由さん／関日奈子さん／西

も毎年８月に継続して開催してき

月の刊行に向け、同館では現

た企画展
「へいわってすてきだね」 る。また、震災や原発事故、環境
と、その際に選んできた平和関連

を考えるヒントとなる作品も含ま

ページ、価格は税込み４００円の

部の限定発行で、ページ数は

在、
『へいわごとじぶんごと』の

年記念講演会①「
『子どもになぜ
が掲載されている。

み１２００円（送料実費）で購入 「こどもの本が語る戦争」
「こども

れており、多様な「平和」のあり

予定。

周年の記念事業を行いにくいな

同館は、コロナ禍により、開館

いる。

もたちへのアプローチもとられて

載するなど、本と距離のある子ど

争を経験した人によるコラムを掲

記念まんが館の協力や、太平洋戦

高知まんがＢＡＳＥ、横山隆一

期待される。

ちと考えるきっかけとなることが

方、未来へのつなげ方を子どもた

予約を受け付けている。１０００

よい本が必要か』再び」講師＝広

12
の図書リストを発展させたもの。 作品に加え、政治や社会の仕組み

きること」講師＝さくまゆみこさ

可能。同会が 周年を記念して

Ａ４版 ページの本誌は、税込

んの講演録と、昨年秋に練馬区立

作った、大澤正雄さん、鳥越信さ

瀬恒子さん、②「子どもの本にで

図書館を巡回して行った展示「ね

年のあ

ん、関日奈子さんらによる座談会
記録集『ねりまの文庫

e-mail

絡会 事務局

●ねりま地域文庫読書サークル連

事務局まで。

できる。注文・問いあわせは同会

ゆみ』も、税込み３００円で購入

─

りまの文庫 年」の紹介が中心と
なっている。
また、資料として同会のあゆ

40

40

企画展「へいわってすてきだね」
会場の様子

ＦＡＸ
０８８ ─８２０ ─８２５１

kodomonotoshokan.org/
ＴＥＬ
０８８ ─８２０ ─８２５０

https://

問いあわせ先

●高知こどもの図書館

ください。

参照、または、直接お問いあわせ

詳しくは、同館ホームページを

32

142

nerimabunko@yahoo.co.jp
ＦＡＸ ０３ ─３９７７ ─２３８１

20

50

表紙は絵：いわさきちひろ
レイアウト：わかやまけん

問題や多文化共生の観点を描いた

会の動き、その年に出版されたお

ム「子どもに本を手わたそう～家

10

80

もな児童書を掲載した詳細な年表

20

20

94

50

裕子さん／小松原宏子さん、 周

70

『へいわごとじぶんごと』表紙
イラストは檜垣文乃さん

10

12

45

50
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■日本子ども の 本 研 究 会 全 国 大 会 オ ン ラ イ ン 開 催

危機を乗り越え、子どもと
子どもの本の未来をひらくために

図書館・学校図書館の資料費や蔵
書数は、全国平均と比べるとかな
り少ないが、それを補うさまざま
な努力や工夫がなされていると、

■「図書館総合展＿

」
ONLINE

県久米島町の実践例が、訪問調査

岐の島町、鹿児島県与論町、沖縄

営委員会）
」が、新型コロナウイ

館総合展（主催＝図書館総合展運

の場として開催されてきた「図書

図書館界全体の交流・情報交換

講演会、フォーラム、研究発表な

版社・書店、関連企業などによる、

ア 日 」に は Zoom
や YouTube
を活用して、大学・研究機関、出

図書館のすべてを網羅した
オンラインイベントが開催中！

時の写真とともに報告された。児

北海道礼文町、島根県海士町・隠

童サービスを充実させたり、すべ

ルス感染症拡大の影響を受けて、 どが数多く行われた。

のことばで紹介した。

開催を予定していた全国大会を、 町立図書館（埼玉県）のコロナ禍

ての学校に専任の学校司書が配置

今年はオンラインでの開催となっ

一般社団法人 日本子どもの本

感染症対策のため規模を縮小し、 における様子も紹介。緊急事態宣

されるなど、全国的に見ても先進

た。

オンラインで「第 回 日本子ど

福祉法人埼玉福祉会主催のオンラ
とともにすすめる まち・教育・

では、講師の専修大学文学部教

い！ 読書バリアフリー法Ｑ＆Ａ』

インフォーラム『今だから知りた

い」
「文化、教育にどれだけ力を

情報の未来」と題して、 月１日

第 回にあたる今回は「図書館

どを開催している。
「生の声で直

入れられるかが重要」と語った。

代田さんは、自身が勤める三芳

言中は小学生対象にブックトーク

的な実践も多く、野口さんは「地

研究会は、 月 日㈯・ 日㈰に

動画を配信し、再開館後はソー

方の実践をこの研究会で共有した

接本を手渡すことの力強さを実感

者等の読書環境の整備の推進に関

授・野口武悟さんが、
「視覚障害

基調報告「子どもたちに本を手

㈰～ 日㈪の期間に開催されてい
る。

同会では、基調報告・講座の概
要と、
予定されていた５つの講座・

した。すべての子どもの身近な場

する法律」を理解するうえでのポ

所に本を読んでくれる人、楽しん

イントや、成立にいたる経緯など

学び、明日につなげる！」は同会

特設ウェブサイトは「出展団体

５つの読書会・６つの夜のつどい・

を解説したのち、事前に参加者か

でくれる人がいる世の中にした

ページ」
「個別イベント紹介ペー

ら出された質問に、自身の取材し

会長の代田知子さん。１９６０年

分科会での発表内容、各研究部

ジ」
「特集コンテンツ」の３つか

なかでも４日㈬～６日㈮の「コ

ている。

特設サイト

●図書館総合展

https://2020.libraryfair.jp/

_ONLINE

一覧するには、格好の機会となっ

でき、図書館と関連業界の現況を

がらにして最新の情報にアクセス

要だが、自宅や職場、地元にいな

参加にはアカウントの登録が必

とに、ていねいに答えていた。

た現場の事例や最新のデータをも

会の紹介、会員によるコロナ禍の

大会冊子を販売している（税・送

用意されている。

なかでの実践報告と全国大会で話

い」と締めくくった。
続いて、用意されていた の分

料込み５００円）
。オンライン開

科会のうち、
「小学生と読書」
「中

んによる「有三青少年文庫」での

が、取りあげる予定だった実践を

の動機づけの実践・研究を推進し 「地域と読書」の４分科会担当者

催までの流れや検討された点など

高生の読書」
「特別支援と読書」 しあいたかったことが掲載された

てきた同会のあゆみを、熱気あふ

報告。当初の報告内容に加え、コ

実践を前史とし、１９６７年より

れる当時の写真と、古田足日さん

www.jasclhonken.com/

https://

ホームページ

●日本子どもの本研究会

詳細は、
同会ホームページを参照。

録ともなっている。購入方法など

も記されていて、コロナ禍での記

読み聞かせや親子読書会など読書

10

ロナ禍で浮き彫りになった課題に
同会前会長で専修大学教授の野

ついても言及された。
口武悟さんは、２０１９年度に
行った日本の離島の読書環境調査
について、講座「島の読書環境と
子どもたち」で紹介。離島の公共

公共図書館だけではなく大学・高校
などの図書館もオンラインで見学

10

11

ら構成され、多彩なコンテンツが

代からの増村王子さん、代田昇さ

渡すということ 活動の原点から

育むこと、分かちあうこと～」と

たとえば、４日に行われた社会

もの本研究会全国大会 未来をひ
らブックスタート、おはなし会な

らく子どもと本～今、守ること、 シャルディスタンスに配慮しなが

18

して 月 日に開催した。

22

17

52

10

18

ほか中心となって活躍した人たち
報告・講座の概要を
掲載した大会冊子

30

10
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関係について考える図書は、毎

年、２０２０年と『学校に行きた

災関連図書が 冊、選ばれていま

11

か）や、震災と原発事故がもた

大平光代、三浦しをん、

行きたくなる国会の話』
（政野淳

義』
（岩波新書編集部）
、
『投票に

を正面から取りあげた図書が選ば

どまらず、不登校、いじめ、自殺

思春期、青年期の生きづらさにと

（佐々涼子）
、
『デニムさん』
（今関

復興に立ち向かう『紙つなげ！』

について」
（高橋源一郎）
、困難な

からぼくが考えている「正しさ」

、
『持たざる者』
第二次世界大戦を題材とした図 （いとうせいこう）

信子）
、小説では『想像ラジオ』

れたことも気になります。

ベストセラー小説家がずらりと

期を生きるきみたちへ』
（内田樹）

子）
、
『池上彰の君たちと考えるこ

１９９９年にはじまったこの

と、主権者としての自覚をうなが

さまざまな観点から震災をテーマ

並んでいます。これが、２０１１

にした作品を紹介しています。コ

年以降になると、様子がだいぶ変

郎）など、このリーフレットでも

ロナ禍の最中での選定となった

リーフレット、
当初は「成人の日・

書は、
『無言館ノオト』
（窪島誠一 （金原ひとみ）と、約 年の間に
多く取りあげてきました。最近は

新社会人となる日を迎えるフレッ

れからのこと』
（池上彰）
、
『転換

「あの日」
ン』（樹木希林／内田也哉子）
など、 らした不安感をつづる『

子）
、
『９月１日 母からのバト

心に残る 字の物語』
（内藤み

年 掲 載 さ れ て い ま す。と く に、 くない君へ』
（全国不登校新聞）
、 す。直後の被災地を伝える『３・
されたことから、２０１７年（第

２０１６年より 歳選挙権が適用 『死ぬんじゃねーぞ 』
（中川翔
回）には、
『 歳からの民主主

11

（雨宮
書も、このリーフレットでは毎年 『 歳からの戦争のリアル』

すラインナップとなっています。

２０１１年（第 回）～２０２０
６冊 池上彰

（三浦しをん）など、その道のプ

処凜）
、『平和のバトン』（弓狩匡純） ２０２１年（第 回）には、さっ

そく『コロナの時代の僕ら』
（パ

オロ・ジョルダーノ）が入りまし

た、
『翻訳できない世界のことば』 た。来年以降は、コロナ関連の図

編集部）
、 などの若い世代による取り組みを
前は『プロ論。
』
（ B-ing
『ふむふむ ─おしえて、お仕事！』 紹介する図書が注目されます。ま

のように紹介してきました。以

「仕事」
「働くこと」に関する図

シュなあなたに」
との呼びかけで、 わります。
対象年齢も 歳以上としていまし
年（第 回）掲載図書が多い作家

入生に贈りたい」という大学、高
齋藤孝

４冊 朝井リョウ、池井戸潤、

たが、
「卒業式で配布したい」
「新

‼

村上春樹

「若い人に贈る読書のすすめ」
～２０２０年リーフレットまでを
ふり返る～
今年も「若い人に贈る読書のす

18

18

年版までの掲載図書が多い作家は

ＯＭに収録されている、２０１０

が、多く選ばれてきています。村

マが魅力の池井戸潤さんの著作

読み手の判断をうながす池上彰さ

り越えるたくましさを描く本も増

クルール』
（道幸哲也ほか）など、 の違いからくる苦労と、それを乗

レイディみかこ）など国籍や人種

ずに働けますか？』（竹信三恵子）
、 か』
（ナディ）
、
『ぼくはイエロー

ですが、ここ数年は『これを知ら 『ふるさとって呼んでもいいです

ゆみを紹介したものが多かったの

えてきており、若い人たちに国際

リアルに描く朝井リョウさん、逆 『 年後、君に仕事はあるのか？』 でホワイトでちょっとブルー』（ブ

ん、読書やことばの豊かさを紹介

職に就くために考えること、ブ

『 歳から考えるワー
境からたくましく立ち上がるドラ （藤原和博）

する齋藤孝さん、若者たちの姿を

ラック職場から身を守るための知

公開を続けますので、みなさんも

公開してきました。
当面のあいだ、

年からのリーフレットのＰＤＦを

て使っていただこうと、２０１５

生・高校生へのブックガイドとし

大で、長い春休みを過ごした中学

春の新型コロナウイルスの感染拡

× × ×

以下のとおりです。

上春樹さん、吉本ばななさんがこ

的な視野を持ってほしいという期

厳しい現状といえば、２０１９

が伝わります。

活用されてはいかがでしょうか？

わせて、展示やブックトークにご

掲載図書・作家の推移を世相とあ

読書推進運動協議会では、この

１９９９年（第１回）～２０１０

識を扱う図書が目につきます。若

５冊 宮部みゆき

池上さんの著作に代表されるよ

18

当協議会 年史別冊ＣＤ ─Ｒ

年（第 回）掲載図書が多い作家

の 年間、安定して選ばれている

待を感じます。
うに、いまの社会の動きや、国際

のも印象的です。

森絵都、吉本ばなな

４冊 伊坂幸太郎、瀬尾まいこ、

22

50

３冊 石田衣良、上橋菜穂子、

２０１１年以降は、東日本大震

い世代の置かれている厳しい現状

など多文化の豊かさにふれる本、

社会情勢をていねいに解説し、 ロフェッショナルの仕事ぶりやあ （エラ・フランシス・サンダース） 書が増えるのかもしれません。

吉本ばなな

３冊 鎌田實、
、村上春樹、

10

すめ」の季節がやってきました。

19

140

23

13

校が増えてきたため、２００４年
版からは「成人・卒業 ─新たな一
歩を踏み出したフレッシュなあな
たに」をキャッチフレーズにして
います。２０２０年までの掲載図
書数は、 冊となっています。

14

22

20

532

12

10
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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５
～その他部門＋α～

４位は「おひさま」
。次点の「ひ
だまり」や、 グループが使用の

一、ベスト 入りです。擬音語
は子どもの本実演グループの名前

てみました（
「むつき」
「さつき」

などの使用理由には、月名以外の

実演や本を読む場所の心地よいあ

、
「ころころ（どんぐり 「皐月」
〈１〉
む」
〈 〉
〈 〉／「水無月」

、
「よむよ 「弥生」
らきら星は除く）
」
〈 〉
〈６〉／「卯月」
〈１〉

のは、
「にこにこ」
「きらきら（き 「睦月」
〈１〉／「如月」
〈７〉

可能性もあります）
。

たたかさからの連想と、本という

「ぽかぽか・ぽっかぽか」もあり、 に多く、そのほか人気の高かった

太陽を浴びてすくすく健康に過ご

除く）
。図書館の愛称にも使われ

１位は「森」
（森のくまさんは

してほしい願いを感じます。

目は、
ひとつの部門にするには数

○○」という名のグループもあわ

「ひだまり」
次点〈 〉

が少ないジャンルのことばや、
分
ている「森」は、子どもの本・一

せると、 となります。

「夢
とあわせると に。さらに、

。読み聞 「文月」
ころころは除く）
」
〈 〉
〈４〉／「葉月」
〈３〉

位は「いずみ」
。子どもの本、

伝わってくるようです。

ティアの名前に特に多く見られま

一般の本どちらにも人気です。読

読書週間の開催時期である 月、

なんと、
「読書の秋」の中心、

「霜月」
〈０〉／「師走」
〈０〉

〈２〉／「神無月」
〈０〉
５位の「夢」は、
「ドリーム」 かせ会場での子どもたちの様子が 「長月」

類不能なことばを集めた
「その他
般の本グループどちらにも人気が

〉
、
「絵本の森」 体は です。学校図書館ボラン

月が０！ と、当協議会として
んと湧きだす、満たされる様子が

たいへんショックな結果となりま

ループがあるのに……。７月は

した。暑い７月、８月でさえ、グ
惜しくも 位〈 〉となったの

圏外ですが、
「そよかぜ」に加

「玉手箱」
３位〈 〉

「虹」
２位〈 〉

「森」
１位〈 〉

す。また、未来への希望、自由や

願いが込められての命名と思いま

と本のかけはしになりたいという

援グループにも人気です。子ども

の本実演グループのほか、読書支

ます。

に「にこにこ」
〈 〉も入ってい

本語の「笑顔」は９でした。 位

たい思いがあるのでしょうか。日

りしながら連携の輪を広げていき

用が目立ちます。たがいににっこ

も見受けられ、１冊の本を中心に

な広がりがイメージできることば

の輪」など、静かだけれども確実

ありました。また、
「円」や「水

８位は「なかよし」
。子どもの

進運動協議会では
「神無月読書会」

リー」
はあわせて と大所帯です。 グループ調査」にむけて、読書推

「おひさま」
４位〈 〉

多様性の象徴として、虹が用いら

書会にぴったりだと、
感じました。

よい」など旧暦の月名も見受けら
れましたので、１月から順に調べ

発表です！

次回、いよいよ総合ベスト の

かけたいと思います。

、
「せせらぎ」 「霜月読書会」の設立を強く呼び
え、
「さざなみ」
〈 〉

「夢」
５位〈 〉

９位「わくわく」
。擬音語で唯

庫ならではと思います。

意見や感想がつぎつぎ生まれる読

「ママ」
６位〈 〉

14

でしょうか？ 次回の「全国読書

、 「文」の字が読書を連想させるの
は「風」
。でも、「そよかぜ」
〈 〉
す。今回の調査では「パパ」
「と
つきました。次回調査でどれだけ

〈６〉など「風ファミ
うさん」はあわせて５と、大差が 「しおかぜ」

からでしょう。読書週間のシンボ

除いて集計しています。「虹」
と
「レ
など、日本語と英語は区別して集

差が縮まるか、注目です。

庫に加え、環境整備や連絡会の使 〈 〉は、一般の読書会に人気が

７位は「スマイル」
。実演・文

ル「ふくろう」も森にたたずんで
２位は「虹」
。
「レインボー」と

いるイメージですね。

計しています。
上位は以下のとおりです。
以下、

30

さて、集計をしていると、一般

〈 〉内はグループ数となります。 あわせると となります。子ども

94

20

の読書会を中心に「きさらぎ」
「や

19

れることも、
背景にありそうです。 本グループの文庫に多く使われて
３位は「玉手箱」
。おはなしや

15

泉と重なるのでしょう。

、 書により、好奇心や興味がこんこ
６位は
「ママ」
。「かあさん」〈 〉

〈 〉ほか、お母さん全
れることが多く、なかでも「お 「マザー」

ありました。
「○○の森」と使わ

部門」
。 のことばが対象です。
都道府県名、市区町村名、地域
名、施設名をそのまま使ったもの
はなしの森」
〈

にこ幼稚園ボランティアなど）は 〈 〉が目立ちます。森の生態系

（例えば、虹が丘町読書会、にこ

19

「スマイル」
７位〈 〉
「なかよし」
８位〈 〉

届けるイメージでしょうか

本を大事に入れて、子どもたちに

位〈 〉
「いずみ」

29

10

「読書グループお名前調査」
５回

21

95

13

インボー」
、「笑顔」と「スマイル」 場としての魅力が、読書と通じる

の豊かさ、静けさ、探険や遊びの

22

29

18

37

93

います。子どもたちが集う場、文

124

11

110

10

41

10

12

48

100

42 44 48 62 66 71 74 78 110 135

「わくわく」
９位〈 〉
10

10

18
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ＩＧＡスクール構想の実現と学校
図書館」を 月５日・６日に、図

事 務 局 報 告（ 月）
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■全国ＳＬＡ オ ン ラ イ ン プ ロ グ ラ ム 配 信

学校図書館をテーマとした
各種研修講座の配信 はじまる
に向けてプログラムを配信してい
く。
月 日の第１回目「学校教育
に関わるすべての人に！ みんな
で学ぼう 学校教育と著作権」で
は、学校図書館における著作権の
基本的な知識が解説された。
第２回目は「学校図書館セミ
ナー２０２０」
。第１部「ＧＩＧ
Ａスクール構想の推進による学び
の充実を目指して」
、第２部「Ｇ

10

☆１日＝「野間読書推進賞贈呈式」につ
書館総合展の一部として開催し
いて文部科学省総合教育政策局に祝
た。
辞依頼
参加費は無料（通信費は参加者 ・２日＝「上野の森 親子ブックフェス
タ」運営委員会に出席
負担）だが、一度に視聴できる人
☆５日＝「第 回 読書週間」事業につ
いて日本図書普及株式会社と打ちあ
数にかぎりがあるため、事前の申
わせ
し込みが必要。
プログラムは後日、 ☆６日＝機関紙『読書推進運動』 号別
冊 入稿
アーカイブ録画で視聴できる。
☆７日＝機関紙『読書推進運動』 号別
全国ＳＬＡでは、第３回以降の
冊 責了
☆８日＝「野間読書推進賞贈呈式」につ
プログラムも企画しており、内容
いて出版クラブと打ちあわせ
が決まりしだい、Ｗｅｂサイトで
☆８日＝機関紙『読書推進運動』 号
入稿
紹介される。申し込み方法など詳
☆ 日＝機関紙『読書推進運動』 号
細はＷｅｂサイトまで。
責了
●全国ＳＬＡ Ｗｅｂサイト
☆ 日＝機関紙『読書推進運動』 号・
別冊 出来
https://www.j-sla.or.jp/
☆ 日＝野間読書推進賞 要項 入稿
・ 日＝「上野の森 親子ブックフェス
タ」運営委員会に出席
635

635

635

635

635

12

15

19 15

かなか知りにくい各店舗の紹介な
☆ 日＝野間読書推進賞 要項 責了
ども掲載されているので、古書店 ・ 日＝とよたかずひこさんより「子ど
も読書の日ポスター」イラストラフ
めぐりの気分も味わえる。また、
受け取り
公式 Twitter
、 YouTube
も用意
☆ 日＝野間読書推進賞 要項 出来
☆ 日＝「若い人に贈る読書のすすめ」書
されていて、各店舗のおすすめ本
目投票を集計・確認ののち、選定結
や最新情報が随時更新される。
果を各委員へ通知
☆ 日＝「２０２０年度 第３回 常務理
●２０２０神田古本まつり
事会」開催
『バーチャル特選古書即売展』
☆ 日～ 月９日＝「２０２０年 第
回 読書週間」
関連ＵＲＬ
・サイト

ひ・と・こ・と

●編集部＆事務局の

●最近、オンラインでの講演会や研
究会への参加が続いています。オ
ンラインだから内容が薄いなどと
いうことはなく、録画配信ですと
「あ、いま聞き損なった」
「メモ取る
前にスライドが進んじゃった」場合
は、
一時停止→ちょっと巻き戻しで、
じっくり聴講できる利点もあります
し、適度な休憩やチャット機能をつ
かった質疑応答など、主催者側の工
夫も充分感じられ、これはこれでよ
いかもと思いつつ、
毎回、「やっぱり、
会場で聞きたかったな」という感想
になります。
●たとえば、先月ご紹介した赤羽茂
乃さんの講演会。
『かさじぞう』の
解説で、一場面ずつに込められた赤
羽末吉さんの思いや工夫が紹介され
るたび、私はひとり、パソコンの前
で「おおー」
「あ、ほんとだ」とつ
ぶやいていました。リアルな会場で
ならば、きっと会場中に、参加者た
ちの声にならない驚きや感動が広
がっていたはずです。そのあたたか
い空気がないのが、
さびしいのです。
●本年の野間読書推進賞贈呈式を前
に、これまでの受賞者の方々から、
メッセージと近況報告をいただきま
した。手探りで活動を再開した方、
活動自粛で実演活動が自分にとって
どれだけ大きなものであったか再認
識された方、久しぶりのおはなし会
での子どもたちの歓迎に胸を打たれ
た方……。いまできる範囲で、読書
会を開く楽しさ、子どもたちや読書
支援を必要とする方たちと本を共有
する責任と喜びが伝わってきまし
た。
来月号でご紹介いたします。（伸）

《ホームページ》http://www.dokusyo.or.jp

公益社団法人 全国学校図書館
協議会（全国ＳＬＡ）は、 月よ
りオンラインイベントプログラム
「ＳＬＡ情報局 online
」をはじ
めた。
コロナ禍により、全国ＳＬＡ主
催の「全国学校図書館研究大会」
「学校図書館実践講座」などがこ
とごとく中止と、一堂に会しての
研修会が行えないいま、ひとり職
場になりがちな学校図書館担当者

15

11

https://tokusen-kosho.jp/
・
Twitter
https://twitter.com/
RarebooksKanda
・
YouTube
https://bit.ly/2SEtLs7

74

■神田古本ま つ り バ ー チ ャ ル 開 催

ト上で展開している。
これは、古本まつりでも特に人
気の高い、東京古書会館で開催さ
れる貴重古書の展示・販売会『特
選古書即売展』
に代わり、
参加古書
店が目録を特設サイトに公開し、
古書を販売するもので、
専門性が
高い品揃えの の古書店が参加。
目録をゆっくりと見ながら、貴重
資料を探すチャンスでもある。
サイトには、実際の会場ではな

11

10

バーチャルで古書店めぐり？
掘り出しものにも期待
11

21 20

10

本の街・神保町（東京都千代田
区）で 月末～ 月頭に毎年開催
される「神保町ブックフェスティ
バル」
「東京名物 神田古本まつり」
は、本年は新型コロナウイルス感
染症拡大の影響を受けて、残念な
がら中止となった。
会場での販売はできないが、神
田古本まつりは、今年から新たに
「２０２０ 神田古本まつり『バー
チャル特選古書即売展』
」をネッ
10

23 22

26

27

10

（8）
（第三種郵便物認可） 第 636 号

読 書 推 進 運 動
2020年11月15日

