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☆受賞者

団体の部

野間読書推進賞は、永年にわ

たって読書の普及に力を尽くし、

読書推進運動に貢献された団体・

個人を、全国からよせられる推薦

のなかから選び顕彰するもので、

毎年、
「読書週間」の期間中に贈

×

×

×

呈式が行われています。

本年の贈呈式は、 月６日㈮午

（宮崎県） 前 時から、東京都千代田区の出

（東京都）

・世田谷親子読書会

・おはなしの木

特別賞

版クラブビルにおいて、受賞団体

の代表者２名と推薦者など受賞者

関係者、読書運動関係者の出席の

野間省伸 公益社団法人読書推

もとに開催されました。

進運動協議会会長のあいさつ、つ

ぎに選考委員会を代表し、野上暁

などへの、出席者のみなさまのご

検温とマスクの着用、手指の消毒

贈呈式のみの開催となりました。

症対策のため、規模を縮小して、

本年は新型コロナウイルス感染

があいさつに立ちました。

祝辞が代読されたあと、各受賞者

学習推進課 課長 横井理夫さんの

文部科学省総合教育政策局 地域

館長のお祝いのことばに続いて、

した。国立国会図書館の吉永元信

者へ野間会長より賞が贈呈されま

（愛媛県） さんが選考経過報告を行い、受賞

・ 三島読書グループ
連絡協議会

☆賞

賞状および賞牌

金 十万円（特別賞）

金三十万円（団体の部）

☆副賞

11

協力とご理解に感謝申しあげま

す。

《ホームページ》http://www.dokusyo.or.jp
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受賞者とその推薦者・関係者と、野間省伸会長、選考委員のみなさん

2020 年（令和 2 年）

野間読書推進賞受賞者表彰（第50回）

受

《団体の部》

世田谷親子 読 書 会

者

業

績
た近年では会員以外にも参加を募

《団体の部》

所

土田 さゆき

宮崎県宮崎市

おはなしの木
住

表

さん

数は 名で、入れ替わりはありま

すが、人数はほぼ変わらず活動が

続いています。これは、自分たち

で絵本の読み聞かせ講座などを開

講し、新しい会員を募ってきた成

果といえます。

また、おはなしの木は、宮崎県

リーテリングを通じて、子どもた

楽しさを伝えてきました。

催し、闘病中の子どもたちに本の

賞
各例会では読み聞かせ、読書会

代

間、毎週金曜日におはなし会を開

立宮崎病院小児病棟でも、 年

ちに本を読む楽しさを伝えるため

ほんの郷のイベント運営の協力、

り開催しています。
「勉強会」は
おはなしの木は１９８６年（昭

世田谷親子読書会はまた、世田

に、宮崎県立図書館「ボランティ

などに加え、講師を招いての講演

和 年）に、読み聞かせやストー

谷区立砧図書館利用者懇談会に所

ア養成講座」の参加者が中心とな

社会福祉法人施設、
県内の幼稚園・

外部から講師を招き、親会員の学

の豊かな感性や創意工夫を育てる

属しており、地域が求める図書館

保育園・小学校・中学校などでも

びの場となっています。

多彩な要素が盛り込まれていま

像について、図書館職員、その他

り、設立されました。当時、宮崎

おはなし会を行っており、活動の

会やワークショップ、ビブリオバ

す。また、世田谷美術館・世田谷

利用団体と意見交換を行っていま

県内では子どもたちへの実演活動

トル、創作活動など、子どもたち

文学館や、遠方の図書館訪問、伝

す。この働きは、地域図書館の振

１回の世話人会で運営について話

砧図書館へは、幼児対象のおは

るものです。

と冬に親子で楽しめる特別なおは

を派遣し、
「砧としょかんまつり」 である県立図書館では年２回、夏

なし会に例会からボランティア

なし会も企画・運営し、冬には大

く評価されています。活動の拠点

しの木は、県内の先駆けとして高

のおはなし会を重ねてきたおはな

以来、宮崎県立図書館での週１回

「宮崎県読書フォーラ
成 年度）

ています。また、
２０１５年度
（平

して「読み聞かせ講座」を開催し

験が少ない保護者を対象に、継続

熱心に取り組み、読み聞かせの経

ンティアおよび指導者の育成にも

県内の読書活動推進、読書ボラ

道にかつ確実に多岐にわたる活動
を続けてきました。

実演。県子ども政策課が主催する

ム」では、ストーリーテリングを

成されており、例会ごとに原則月

絵本やおはなしの楽しさを知って
薦図書の紹介などが掲載されてい

り、評価すべき点です。

１回の活動をしています。各例会

幼稚園・保育園職員対象の読み聞

て、会の活動をふり返るよい記録 【推薦者】

もらうなど、活動の対象を広げて

は所属する子どもたちの個性や希

設立以来、おはなしの木は月１

かせ講座へは、毎年依頼を受け、
代表 原 良子

親子読書地域文庫全国連絡会

います。
となっています。

会員を講師として派遣していま

崎県の読書活動の先導役として、

おはなしの木はこれまで、宮

回、定期的な勉強会を重ね、実演
た。とくに、ストーリーテリング

ども対象の「子どもフェスティ

例会は小学校入学で卒業し、新例

に力を入れています。現在の会員

す。
それぞれ年１回開催。
「子ども～」

技能の維持・向上を図ってきまし
は他学年との交流の場として、ま

会を立ち上げ、
その他の例会同様、 バル」
、一般対象の「勉強会」を
同じ学年の子どもたちの集団で続
けられていきます。

全体でのイベントとして、子

望にあわせ、親会員たちが取組内

広がりは県内随一です。

しあいと事務連絡、各例会の活動

に積極的に協力しています。砧図

人のためのおはなし会で大人にも

そのほかにも、木城町・木城え

統文化鑑賞などを取り入れる例会

興を地域の利用者として支える、 はほとんど行われておらず、設立

報告で情報を共有しています。会

書館との根強い連携協力も、世田

さん

世田谷親子読書会は、東京都世
もあり、本を「読む」だけでなく

地域での読書活動推進の基礎とな

報誌『しおり』を、各例会のしお

谷親子読書会の大きな特徴であ

知子

田谷区砧の幼稚園保護者の「これ
本を通した体験も大切にしてきま

現在は、幼児１例会、小学生５

り当番が集まり、年６回作成。例

50

13

各例会の世話人と事務局は、月

例会、中学生３例会、高校生２例

会の活動紹介、イベント報告、推

43

容の企画運営をしています。幼児

27

和 年）に発足。以来 余年、地

会、それ以上２例会の 例会で構

代 表 工藤

までになかった日本の現代児童文
した。

32

学作品を子どもたちに出会わせた

住 所 東京 都 世 田 谷 区

46

い」との願いから、
１９６８年（昭

61
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結成を呼びかけ、これまで以上に

多大な貢献をされてきました。 館館長が市内各種団体に読書会の
の後、 月にビブリオバトルを主

介展示、
ビブリオバトルの紹介
（そ

ています。

催）
、郷土民話の語りなどを行っ

２０１７年（平成 年）の「子ど
もの読書活動優秀実践団体に対す

多彩な読書会が誕生したことによ

る文部科学大臣表彰」をはじめ、 り、協議会の活動は大きく広がり

12

★受賞決定までの経過

した。

も展示され、研鑽と交流を深めま

各読書会の活動写真や文集、記録

はじめて、市内すべての小中学校

した。その２年後には愛媛県内で

ＰＴＡなどに研修の場を提供しま

内小中学校の校長・図書主任教諭・

感想文発表、講演会などに加え、 奨する林公さんを講師に招き、市

活動研究大会を主催し、
事例発表、 の読書講演会では、朝の読書を推

ます。翌年には、伊予三島市読書

で朝の読書が実施されるようにな

●２０２０年
（令和２年）
７月 日

推薦を依頼しました。

日本民間放送連盟などに候補者

日本新聞協会、日本放送協会、

書館および読書推進運動協議会

全国
 都道府県教育委員会委員長
および教育長、都道府県中央図

公益社団法人 全国学校図書館

連合会、
日本ＰＴＡ全国協議会、 黒木義博

のほか、全国市町村教育委員会

協議会 総務部部長代理 読書

図書紹介事業委員会 委員長

公益社団法人 日本図書館協会

☆選考委員

同時期より、市文化祭への積極

りました。これをきっかけに、会

候補者推薦締切。推薦数は 団

●２０２０年
（令和２年）
５月 日

的な参加、市内・愛媛県内各機関

員の有志が学校での読み聞かせ活

《特別賞》

三島読書グ ル ー プ
連絡協議会

的とした研修旅行など、現在の活

はなし会を開催し、家庭での読書

市内保育園保護者を対象としたお

員会を書面にて開催。委員に

感染症対策のため、選考準備委

ベントを行い、幅広い世代に読書

ら」をテーマに継続的な展示やイ

に市町村合併にともない、 は、
「言葉の楽しさ、言葉のちか
成 年）

して事例発表も多く行っており、

書活動研究大会へも積極的に参加

愛媛県読書推進大会、愛媛県読

選考委員会に提出しました。

実情調査などの結果をまとめ、

を選出。これについてさらに

意見を仰ぎ、最終的に９団体

事務局でまとめ、再度委員の

の結果、２団体の野間読書推
進賞、１団体の野間読書推進
賞特別賞受賞を決めました。

評議会 副会長

（五十音順）

一般社団法人 日本国際児童図書

児童文学・文化評論家

野上 暁

活動振興プロジェクト担当

秋本 敏

受賞歴も多く、これからますます

での講演活動、さまざまな分野か

動を開始しています。

動の中心となっている行事・取組

資料を送付、各候補者への評

現在の名称に改名。四国中央市三

各読書会の自主性を重んじなが

価・その理由を回答いただき

島図書館を拠点に、３読書会 名

ら、ともに高めあい、地域の読書

選考委員会を開催。慎重な審査

●２０２０年
（令和２年）
９月 日
ます。
【推薦者】
館長 願成寺優

愛媛県立図書館

推進に尽力する姿は、県内の読書

や地域文化の魅力を伝えてきまし

トーに地道な活動を重ねて、今年
創立 周年を迎えます。
伊予三島市内では１９６２年

（昭和 年）より読書グループが
結成されてきました。１９７７

グループへ大きな刺激となってい

た。これまでには、市内史跡の紹

めています。

う、地域の読書活動への貢献に努

普及にも尽力をするなど、いっそ

とくに、毎年 月に開催され

がはじまっています。

８月 日～９月３日

（令和２年）
２００６年（平成 年）からは、 ●２０２０年

また、１９９８年（平成 年）

の活躍が期待されます。

ら講師を招いての読書講演会の開
啓子

に伊予三島市読書グループ連絡協

24 31

の会員が「お互いに学び合い、磨

る四国中央市文化協会文化祭で

25

き合い、共に向上したい」をモッ

議会として発足し、
２００４年
（平

18

【推薦者】
会長 中原光晴

宮崎県読書推進運動協議会

催、会員との親睦や他県読書グ

会 長 森川
三島読書グループ連絡協議会
は、１９６４年（昭和 年） 月
39

体、個人なし。

住 所 愛媛 県 四 国 中 央 市

ループとの交流を深めることを目

10

さん

15

29

年（昭和 年）に当時の三島図書
52

14

16

56

37

選考経過報告をする
野上暁さん

11

11

22
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主催者挨拶

挨拶と祝辞

贈呈式

野間

省伸

公益社団法人 読書推進運動協議会
会長

国会図書館館長の吉永元信さまは
じめ、ご列席のみなさまに、厚く
お礼を申しあげます。
「野間読書推進賞」は、長く読書

祝

辞

横井

理夫

文部科学省 総合教育政策局
地域学習推進課
課長

本日受賞されたみなさまは、各

の普及に力を尽くし、読書推進運
動に貢献してこられたみなさまに

地域などにおいて長年読書活動の

をより深く生きる力を身につける
うえで欠かせないものです。
子ど
もたちが読書を通して心豊かにた

お祝いのことば

国立国会図書館

今回受賞されたみなさまが、長

元信

年、読書の普及にご尽力され、本

吉永
体で積極的に読書環境の整備を

館長

推進することがきわめて重要で

を読むことの楽しさを伝えてこら

くましく成長するために、
社会全

す。

供の読書活動の推進に関する基本

４月に、
閣議決定された第四次
「子

やオンライン化が急速に進んでい

ルス感染症の影響で、デジタル化

また 月 日にはじまった第

個人の方々を数えます。

ティ 」の到来など、社会が大き

ましたが、このようなときだから

きかどうか慎重に検討してまいり

症の流行もあり、贈呈式を行うべ

今年は新型コロナウイルス感染

ありがとうございました。

た黒木義博さまのお三方、本当に

来年こそは感染症が終息して、受

を読むことの楽しさ、すばらしさ

方で、巣ごもり生活のなかで、本

とっては試練の年でした。その一

止になるなど、読書推進運動に

余儀なくされ、各種イベントも中

から図書館の休館、学校の休校を

今年は感染症対策のため、春先

ることのできる環境がいっそう重

生涯にわたって主体的に学び続け

社会をつくるには、すべての人が

生を送ることのできる持続可能な

いながら、一人ひとりが豊かな人

多様で複雑化する課題と向かいあ

ＥＢページを設けました。

きみの一冊を探そう～」の特設Ｗ

に、
「子供の読書キャンペーン～

子どもの読書活動を推進するため

の臨時休業期間における児童生徒

は、上野にある国立国会図書館国

子どもの読書活動推進に関して

の学習支援方策のひとつとして、 を願っております。

く変化するなかにあって、今後、 コロナウイルス感染症対策のため

際子ども図書館が、国立の児童書

動が地域の中で持続していくこと

ことと思いますが、みなさまの活

はさまざまな制約に直面している

こそ、永年、読書の楽しさを伝え

考委員をお引き受けいただきまし

も増加し、読書の重要性がさらに

が再認識された年でもあります。 宅で過ごす時間が長くなる子ども

ウイルス感染症の影響により、自

要となります。また、新型コロナ

て専門性を生かし、引き続き読書

め、これまでの知見や経験、そし

おける豊かな読書環境の実現のた

みなさまにおかれては、わが国に

読書推進運動に貢献されている

携協力を推進していきたいと考え

するため、外部とのいっそうの連

後も子どもの読書活動推進を支援

今年開館 周年を迎えました。今

ります。
その国際子ども図書館は、

連携や調査研究等に取り組んでお

うお願い申しあげます

高まっています。

め、
創造力を豊かなものにし、
人生

活動の推進にご尽力を賜りますよ

れるものとなっております。

る活動を続けてこられたみなさま

賞者のみなさま、読書推進運動に

読書は子どもにとって、ことば

ま、秋本敏さま、今回あらたに選

を顕彰し、直接、賞状をお渡しし

たずさわる方々が安心してご活躍

を学び、感性を磨き、表現力を高

専門図書館として、関係機関との

たく、参加者を限定して開催する

でき、贈呈式が盛大に開催できま

を推進しております。また、新型

えるなど工夫し本に親しむ取組」 在、読み聞かせやおはなし会など

今年に入って、新型コロナウイ

における読書活動の普及に大きく

ます。しかし、このような時代だ

れたことに、
深く敬意を表します。

貢献されてこられました。本日の

的な計画」に基づき、読書習慣が

からこそ、実物の本のページをめ

文部科学省としても、平成 年

受賞について、心からお祝いを申

身についていない子どもがいると

推進に精力的に取り組まれ、地域

対して贈られ、今回、第 回を迎
えました。本日は本賞２団体、第
たします。本日受賞されるみなさ

しあげるとともに、みなさまの読

くり、想像力を働かせることが大

回記念の特別賞１団体を顕彰い

まを含めて、受賞者は の団体・

書普及への熱意ある取組に対し、 いう課題に対しては、幼少期から

事なのではないかと思います。現

は
「ラストページまで駆け抜けて」 は、
「人生 年時代」や「ソサエ

今日、われわれを取り巻く環境

です。
今年のポスターも標語にふ

100

すよう、祈念いたします。

5.0

ことといたしました。お忙しいな

さわしい、
楽しく躍動感の感じら

されるみなさま、本当に、おめで

９日までつづきます。
今年の標語

深く敬意を表します。

の絵本の読み聞かせなど「発達段

74

11

か、お越しくださいました、国立

い申しあげます。

ております。どうぞよろしくお願

20

ご選考にあたられた野上暁さ

30
階に応じて本の内容や読み方を変

27

回読書週間は、
来週月曜日の 月

10

とうございます。

本日「野間読書推進賞」を受賞

50
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冊の本を囲んでそれぞれの意見の

は学校とは違う居場所づくりや１

また、
いまの世田谷親子読書会

た読書会のすばらしさを再認識す

により、先輩方が守りつないでき

を感じていましたが、今回の受賞

減少し読書会の活動にむずかしさ

くさんの方々からいままでの多様

イルでした。現在は各例会内の母

違いや発見を親子で楽しむことを

ることができました。

な活動についてお褒めのことばを

たちで選書から例会の進行を行っ

大切にしています。
自粛期間中に

機会がないため、いつもより反応

ており、工作やお出かけ、ゲーム

オンラインで読み聞かせやトーク

ていただいた宮崎のおはなしの木

がよく、子どもたちの印象に残る

など、読書だけではなく本や本に

さんをはじめ、これまでの受賞団

いただきました。会員数が徐々に

まつわるさまざまなことに興味を

ゲームをした例会もあり、
新しい

ようです。

持てるようなきっかけをつくるこ

活動の一歩であると思います。

ただいたことからも勇気をいただ

体のみなさまからメッセージをい

いまも昔も子どもたちに自由に

このように試行錯誤を続けなが

本を読んでもらいたい、本のおも

ら活動を続けてきたことで賞をい

年の活動報告やそれぞれの子ども

しろさを感じてもらいたい、そこ

す。実際、母たちは自分の子の年

たちが興味を持っていることをヒ

から広がる新しい世界に期待する

代にあわせた選書や企画など毎月

また、今回贈呈式をご一緒させ

とを、積極的に取り入れていま

野間読書推進賞を受けて

本から広が る 新 し い 世 界 を
子どもたち に

ントに活動を企画したり、子ども

き、ありがたく感じております。

たちのやってみたいことを取り入

考えは変わりません。

ただくことになり、贈呈式ではた

世田谷親子読書会の設立は

れて本に繋げていくようにしてい

苦労しています。しかし、上の学

１９６８年の９月。世田谷区砧で

ます。
たとえば味噌を作る会では、

でまた仲間と本を楽しむ環境を続

世田谷親子 読 書 会

子育てをする保護者の、これまで

けていきたいと思います。

代表 工藤 知 子 （ 東 京 都 ）

になかった日本の現代児童文学作

大豆や食べものの絵本を導入とし

会ったり、おたがいの好きな本を
紹介しあう読書会での機会は貴重
です。小さい子から大きい子まで

【上】コロナ禍のなか、
広い公園での「青
空読み聞かせ」では季節も感じて
【右】２０１６年の「こどもフェスティ
バル」では、新聞紙ドームを作り、遊び
ました

世田谷親子読書会は今後も親子

品を子どもたちに出会わせたいと

本との運命の出会いをはたすこと

減少により、本を直接手に取り、

現在は電子書籍の拡大や書店の

噌を作りました。

いう願いから発足いたしました。 て読み聞かせてから、みんなで味
現在も世田谷区立砧図書館を拠点
とし、おもに成城・砧地域の親子
幼稚園生の例会がひとつと小学

で活動をしています。

発足当時から 年 年くらいま
では、司会者を立てて毎月１冊の

紙芝居や大型絵本はなかなか見る

30

課題本を読んできて話しあうスタ

20

めに読み聞かせで新しい本に出

生以降は学年ごとの例会となり、 が減っていると思います。そのた
現在 例会、会員数が親子あわせ
て 名ほどとなっております。

13
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⇧笑顔であいさつする
工藤さん

⇧開式前の会場での工藤さんと
副代表の橋谷さん

郷」のボランティアスタッフとし

私たちの役目であり、喜びです。

はなしを心をこめて届けることが、
このように、ひとつひとつの企

て、絵本の原画や絵本と出会うこ
とは、活動の原動力ともなってい

強会
「おはなしの木」
を発足するこ

知った仲間たちで、おはなしの勉

それを聞いた子どもたちの反応を

そして、
「おはなしの木」には

広がって樹を太くしてきました。

になり、おはなしの世界がさらに

み、土地ことばでも語られるよう

地元のおはなしの再話にも取り組

が、こんなときこそ絵本や物語を

で活動もままならぬこのごろです

あい、励みとなりました。コロナ

たいへんうれしく、みんなで喜び

できた結果のこのたびの受賞は、

ます。
「昔話の再話研究会」では、 画をていねいに、真摯に取り組ん

とができました。 年前に蒔いた

野間読書推進賞を受けて

子どもに語 り 継 ぐ
おはなしの 世 界

おはなしを覚えて語るのは、た

しや絵本を通じて出会った仲間た

新芽もたくさん出てきて、おはな

＊贈呈式には副代表の前野麻美子

動をしていきたいと思います。

通して、子どもたちの心を育む活

種は大きく元気に育っています。
いへんな努力と時間がかかります

ち（ 名）と、いまも元気に成長

を子どもたちに届けたいと思いま

自分も語り手となってこの楽しさ

レイルームと病室で 年以上続け

し会、県病院小児病棟では毎週プ

日、小さい子と大きい子のおはな

は、県立図書館の児童室で毎土曜

ました。『かしこいモリー』『ちい

手を招いて「おはなし会」を開き

いなかったころです。そこで語り

会、大人のためのおはなし会、絵

講演会、子どものためのおはなし

ども園、
小中学校でのおはなし会、

ています。このほか、定期的にこ

を続けています。

45

赤ちゃんから大人まで絵本やお

【上】設立以来、 年間続けている、宮
崎県立図書館 児童室での「小さい子の
おはなし会」
【右】次代の語り手を育てる「読みきか
せ講座」

真は前野さん）

さんが出席されました（顔写

が、語り手の温かい声を通したお
はなしの世界に、聞き手の子ども
たちが身を乗り出して入りこんで
くるとき、テレビやビデオには代
えがたいものが子どもたちに届い

した。まだ宮崎ではストーリーテ

ちゃいちいちゃい』や日本の昔話

自然の中にある「木城えほんの

また、宮崎の山あいの美しい

画してきました。

に、
大人も子どもも大喜びでした。 本講座、おはなし交流会などを企
これが「おはなしの木」の種ま
きでした。
こうして、おはなしの楽しさや

35

おはなしの 木
代表 土田 さ ゆ き
（宮崎県）
ています。
でおはなしを語りあい、学びあっ

リングということばさえ知られて

の世界が広がりました。そして、 てきました。定例の活動として

物語が頭の中で映像となり。想像

うかたちではじめて聞いたとき、 「おはなしの木」は月１回の例会

昔話や物語を「おはなし」とい

35
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⇧贈呈式には副代表の前野さんと
宮崎県立図書館 坂尾さんが出席

⇧野間会長から賞状を受ける
前野さん

育てたい、読書の大切さを伝えた

しさにふれ、そして感動する心を

わってからも子どもたちを交えて

せておはなしにひたり、会が終

聞き、会場のみなさんは顔を綻ば

会話が弾みます。その様子を見て

いと切に願ってきました。

いると、みんなの心をひとつにす
そして、ことばのかけ橋によっ

市文化祭で開催しております

て、子どもたちの世界を少し広く

る、
ことばのちからを実感します。

聞かせてもらいたい。そんな会話

ありませんが、郷土に伝わるおは

する活動といえるようなものでは

のなかに、
生きるヒント、
子育ての

する手助けができたのではないか
とうれしくなりました。

なしを子どもたちと一緒に楽しむ
いる町に愛着や誇りを持ってもら

れからも輝く出会いを大切にして

ことによって、自分たちの住んで
えたら、本を読むことがより好き

読書活動を続けてまいりたいと思

そして、琴線にふれるたくさん
のことばに出会え、それがなにご

になってもらえたらとの思いでは

３グループで構成される三島読

のは、活動をご支援いただいた四

賞」を受賞することができました

動を続けてきて、このたび「特別

ぜだろう」と疑問に思う文章に出

たが、読書によって多大な恩恵を

員の多くは高齢者世代となりまし

【上】みんなで読んだ作品の背景にふれ
て読みを深める研修旅行は、会員の交流
も深める
【右】子どもたちに郷土の民話をつなぎ、
読書へ誘う「民話を語る」会

います。

今回の受賞の喜びを励みに、こ

とかを決断するときの指針となっ

じめました。

なにより、自分には難解な本と
思いながら、２年かけて読み通し
た森信三著『修身教授録』は、読
書会ならではの深い読みができた

続けると ほんものになる」を指

「ほんものは続く にせものでも

書グループ連絡協議会は、講演会

国中央市三島図書館、愛媛県立図

会ったとき、みんなで話しあうこ

受けてきた私たちは、ひとりでも

子どもたちや会員が語る民話を

たことも、たびたびありました。

ヒントが散りばめられています。

ます。感動を聞いてもらいたい。 「民話を語る」会は、地域に貢献

野間読書推進賞を受けて

読みを深め 、 こ と ば の
ちからを地 域 へ
三島読書グ ル ー プ
連絡協議会
会長 森川 啓 子
（愛媛県）
「野間読書推進賞 第 回特別賞」 と思います。
という思いもかけない身にあまる

針に、おたがい学びあい、磨きあ

や研修旅行、市文化祭などで交流

書館のおかげと心より感謝いたし

い、ともに向上しながら読書会活

を行うとともに、それぞれが毎月

連絡協議会が発足して 年。会

ております。

とによって、読みが深まり、考え

多くの子どもたちがおはなしの楽

本はひとりでも読めるけど、「な

る力が磨かれてきたような気がし

56

まいりました。

読書会で研鑽し活動記録を残して

ております。

がらも光栄なこととうれしく思っ

賞に、会員一同とまどい恐縮しな

50
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⇧国立国会図書館 吉永館長
からのお祝いのことば

⇧会場内に飾られた賞牌

★野間読書推進賞について

野間読書推進賞賞牌

公益社団法人 読書推進運動協議
会は、出版界と読書界との協調をは
かり、広く国民各層に対し、読書の
普及を促進し、もってわが国の文化
と社会の進展に寄与することを目的
として、１９５９年（昭和 年）に
創立。以来、
「読書週間」をはじめ
多くの事業を行っております。
「野間読書推進賞」は、
「読書週間」
の関連事業として１９７１年（昭和
年）に創設したもので、地域・職
域などにおいて、永年にわたって読
書の普及に力を尽くし、読書推進運
動に貢献された団体・個人を顕彰し
てまいりました。
、
この賞は１９６９年（昭和 年）
講談社社長・野間省一氏（当時・故
人）から、読書推進運動協議会が社
団法人となったことを機に、基本財
産として金１千万円、その後、講談
社創業 周年、 周年を記念して計
３千万円の寄付を受け、その基金を
中心に贈呈しています。
第１回から第 回までを「読書推
か
進賞」
と称し、
１９８５年
（第 回）
ら、故人の遺徳を偲んで「野間読書
推進賞」と改称しました。

46
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式の前後はなごやかに……

贈呈式のみの開催となった今回ですが、開
式前の控え室では受賞者・推薦者同士でおた
がいの活動を紹介しあいました。また、会長、
選考委員も控え室で歓談。「例年よりも受賞
者とお話しできてよかった」との声も。
閉式後は出版クラブビルライブラリーで図
書展「となりの国への扉――日中韓共同プロ
ジェクトと絵本作家からのメッセージ（企画
＝ JBBY）」 を、JBBY 副 会 長 で も あ る 野 上
選考委員の案内で楽しみました。

会場内の座席は充分な間隔をとって配置（左は開式前）

野間読書推進賞
これまでの受賞者からの近況報告
まざまな制約があるなか、試行錯
稿文も掲載しています。

作家や紙芝居の会主宰者からの寄

受賞者へのメッセージとともに
いただいた、これまでの野間読
書推進賞受賞者からの近況報告
を ご 紹 介 し ま す（ 文 章 を 一 部、
割愛しています）。

誤ではありますが、活動を続けて
第 回 ２００２年

第 回 １９９１年
個人 小林静子さん（栃木子ども
います。

もの本研究会（平良京子さん）

団体 一般社団法人 沖縄県子ど

団体 石川こども文庫連絡会（臼
沖縄県

第 回 １９９９年

の本連絡会） 栃木県
＊「野間読書推進賞」も 回目の
井ゆかりさん） 石川県

＊例年、開催している「子ども

年を、
「図書館法」は施行 年目
を迎えました。子どもと本の繋ぎ

の本の学校」
「読書まつり」が今
年は中止になりました。そんなな

＊今年度は新型コロナウイルス感
例会は持たず、会報を通して会員

染防止のため、一堂に会しての定

たいと思います。
第 回 １９９４年
わらべうた、詩、
“リレーエッセ

第 回 ２００５年
団体 大欠なかよしバス図書館
（虎渡進さん） 秋田県
＊ 年目をむかえましたが、地元

めの一冊〉という特集を組みまし

た。心をつなぐ本の力で、新しい

形の交流ができればと思っていま

す。

奨励賞 岩本紘一さん（院内石橋

ゆめ本の蔵）大分県

＊当方、超過疎地で平家物語朗読

会８年目、その輪を年々拡大して

います。今年は 月１日の古典の

日記念イベントとして、県立図書

館で「あなたの知らない『平家物

語』の世界」のタイトルで、若き

髙倉天皇の悲恋物語『葵前』の講

演を予定しています。

第 回 ２００８年

団体 十勝子どもの本連絡会（沼

ます。そんなときこそ、本に親し

が家庭にいる時間が長くなってい

り続けるつもりです。いま、社会

になりました。子どもがいるかぎ

り、いまは地域の小学生数名だけ

め、授業や行事で来館されなくな

ています。

て、いまできることを慎重にやっ

しでたくさん語りあいたいと思っ

をつないでいます。早くマスクな

とばを大切に、仲間とのつながり

できませんが、こんなときこそこ

＊コロナのため思うように活動は

田陽子さん） 北海道

川賀代さん） 大阪府県

む時間に充ててほしいものです。

す。画面ではなく、対面の大事さ

をとって再開した文庫もありま

を聞き、公園で青空文庫という形

てたよ！」という子どもたちの声

動を再開いたしました。「文庫まっ

ショップなどは、すべて中止と

＊予定していた講演会やワーク

県

すめる会（足立茂美さん） 鳥取

団体 「本の学校」生涯読書をす

本好きのメンバーが多く集まりま

月の読書会『銀河鉄道の父』は、

＊世相により集まりも少なく、先

子さん） 大阪府

団体 美原読書友の会（奥田歌世

座りましたが、活発な意見で盛り

して盛況でした。少し間を置いて
に、あらためて気づかされており
ます。

＆
なりましたが、会報の「 Book
」を活用して、
〈私のおすす
Life

団体 堺市子ども文庫連絡会（藤

第 回 ２００４年

＊コロナにより自粛期間中は活動

第 回 ２００９年

を休止しておりましたが、解除と

クトーク」を計画中です。また、 の小学校が統合で廃校になったた

月に来年の「干支人形製作とブッ

個人 清水達也さん（
「遊本館」 同士のつながりを深めています。 か、ステイホーム研修として、
継承者 清水喜久栄さん） 静岡県

大阪府子ども文庫連絡会＝大子連は毎月
「大子連ニュース」発行

第 回 ２００７年

での配信をはじめまし
て、コロナ禍での近況報告、また、
YouTube
た。

」 イ～みんなどうしてる～〟と称し
＊ 月に『遊本館だより 号』

35
ともに三密など気をつけつつ、活

34

を刊行します。いま（編集部注＝

12

11

32

手として、この活動を続けていき

29

月初旬）印刷中です。 年前に “特集〟として県在住の児童文学

遊本館が開館したとき、ロンドン
の漱石記念館の恒松郁生さんから
祝電をいただいたことを書いてあ
ります。漱石記念館が昨年再開館
したこともあり、発行したら送ろ
うと思っています。
第 回 １９９７年
団体 大阪府子ども文庫連絡会

（森本典子さん） 大阪府
＊今年度、大阪府子ども文庫連絡
会は、新型コロナウイルス感染拡
大のため、
３か月遅れの９月より、
児童文化講座を再開しました。さ

清水喜久栄さんからは『遊本館だより』
100 号もいただきました

38

39

50

70

100

25

45

37

21

24

10

10
27
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いてくる子や、読んでいただいた

しておりました。感想を日記に書

毎回、読み聞かせの日を楽しみに

とうございました。子どもたちは

ら、
「１年間読み聞かせをありが

第 回 ２０１２年

た。

ライン配信もチャレンジしまし

歴史、
文化を学びます。島へオン

ダー〟
を感じること」
など。数々の

り手自身の
“センス・オブ・ワン

止める」
「一期一会を大切に」「語

た。
「目の前の子どもの心を受け

たちと一緒に、島の昔話や自然、 員はたくさんのことを学びまし

いします」とのおたよりをいただ

いました。来年度もよろしくお願

した。ほんとうにありがとうござ

本を図書館で探す子がいるほどで

グループ中、視覚障がいの方に

＊コロナ禍で３月～８月まで、５

野いと子さん） 岐阜県

団体 関音訳の会 しおん（波多

ます。

くことを願って、
例会を続けてい

られる状況が、
少しでも増えてい

しょう。
生の声でおはなしを届け

会員にも受けつがれていくことで

教え ─ 語り手としての心構えは、

介助人も自粛となり、外出できな

とって情報源である広報のみの活

い視覚障がいの方々は、交流会な （奥平久乃さん） 沖縄県

き、ほっと胸をなでおろし、４月
コロナ禍で読み聞かせはお休みと

部屋いっぱいになる日を待ってい
個人 境ツヤ子さん 佐賀県

できない分、この要望に呼応し喜

多くいただき、各グループが活動

ておりましたが、リクエスト本を

どもすべて中止となり、落胆され

子どもたちも楽しみにしてくれて

ベントに企画を立ちあげ開催し、

グループと、社協や文化協会のイ

＊毎年、地域のおはなし会などの

います。今年度はコロナ禍の影響

＊入院中、
『読書推進運動』を楽

れしいです。

んでいただけました。

トを作成しました。青森市内の全

るかわりに、こそあどブックリス

で、小学校へ本とおはなしを届け

おはなし会」ができません。そこ

＊この秋は恒例の「風のはこんだ

青森県

）
村惠美子さん〈第 回 個人〉

団体 青森市読書団体連絡会（西

青年会館 艸舎（松下育郎さん）

奨励賞 一般財団法人 鹿児島県

す。

す。実現できる日が待ち遠しいで

したが、この状況下で延びていま

の講演会を図書館と企画していま

＊会の発足 年を迎え、絵本作家

（西尾美智子さん） 兵庫県

団体 みきおはなし会＊絵本の森

グの会（村本佐知子さん） 広島

団体 ひろしまストーリーテリン

ています。

音、ＣＤ発送をし、声をお届けし

三密を避け、活動を再開。音訳録

ました。現在は、各グループとも

人寄付金を盲導犬協会へお贈りし

があり、会費のなかからと会員個

犬協会から、はじめて寄付金願い

また、街頭募金のできない盲導

え、プライベート依頼で、小学校

ます。これまでどおりの製本に加

＊弱視者用の大活字本を作ってい

の会
「どんぐり」
・麦の会） 栃木県

（大平町点字
奨励賞 清水泰子さん

て希望をつないでいます。

と状況確認しながら、来年に向け

ていません。しかし、各グループ

中止・自粛で、ほとんど活動でき

で、地域イベントや普段の活動も

島をさがして ─島のくらしに学

井悦子さんが逝去されました。会

指導、
支えてくださった岡山の筒

＊９月初め、
会の設立以来長年ご

ラーコピー多用、ほとんど手作業

く原本どおりにとのご要望で、カ

写真、地図、さし絵など、なるべ

社会科の副読本を作っています。

」
。青年
ぶ トカラ列島（十島村）

年目です。今年のテーマは「宝

＊地域再発見のための読書活動、 県

30

読書の会） 長野県

個人 上石嘉代子さん（塩尻市民

45

＊令和元年度の学年末に小学校か

20

すね。

鹿児島県

41

小学生に配布します。このような

第 回 ２０１０年

第 回 ２０１１年

しみに読んでいます。

団体 人形劇団んまだいしょう

なってしまい、いまは再開を待っ

からを楽しみにしていたところ、 動となりました。身体を密着する

42

ます。図書館は賑わっていて、う

喜んでおりました。平常に戻り、 ているところです。

上がり、ひさしぶりのお顔に一同

いただいたメッセージは冊子にして
受賞者へお渡ししました

ときだからこそ、本は大切な薬で

40
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です。弱視者は一人ひとり、読め
お休みすることになりました。４
ンティア向けの内容のほかに、家

絵本の選び方や読み方など、ボラ

かせ講座』
」というタイトルです。 美しい湖、嵐にあったりキツネに

コロナのせいではじめて３か月、 進『ボランティアのための読み聞

情のなかで成長していくニルスと

襲われたり…… 知恵と勇気と友

なしを伝達できたことはとても幸

で目の前近くで、本を読み、おは

機会がめぐってきました。いまま

また、プライベート依頼がくるま
と思っています。

少しずつ、前に進んでいけたらな

おはなしをいたしました。動画投

庭での読み聞かせにも役立つよう

伝説や地理もおもしろくて。子ど

の本当に楽しい冒険旅行でした。 せなことだったのだと、しみじみ

南から北への空の旅。大きな森、 と高齢者サークルに訪問公演する

る条件が異なり、それにあわせた
ですが、それも６月に。少しずつ

本作りの必要を痛感しています。 月に例年なら年間計画を立てるの
でに活動が知れ渡ったことに、大

＊保育園・幼稚園・小学校・児童

五三子さん）青森県

団体 語りの会 はまなす（吉村

ます。サピエ図書館からのダウン

な方々へのサポートを続けており

＊視覚障がい者など、読書に困難

北海道

た、記念事業の一環として『宮沢

念して記念誌を発刊しました。ま

＊昨年は 月の会創立 周年を記

点訳の会（横澤忠さん） 岩手県

団体 特定非営利活動法人 岩手

視覚障害者図書館
（森田直子さん） です。

いましたが、会員の声がけで紙芝

で活動もなくなり、さびしくして

す。この４月からコロナ感染対策

と共存しているグループわらべで

＊遠野民話のふるさと、精霊たち

子さん） 岩手県

団体 グループわらべ（佐々木文

を

して、自作の『うずらかあさん』

＊沖縄県子どもの本研究会活動と

どもの本研究会） 沖縄県

個人 平田恵美子さん（沖縄県子

思っています。これからもできる

きなやりがいと責任を感じていま

館、そして介護施設など「出前お
ロード数も数多く、デイジー図書

賢治コレクション』全 冊の分担

かぎりの準備をして、活動に取り

はなし会」が多くなりました。子
の製作にも１冊でも多くと取り組

り組みました。今年は、毎月の例 『遠野物語』第２話『とおの三山』 ＊新型コロナの終息がみられない

点訳や、点訳絵本の作成などに取

におります。本の宅配は希望者が

…… 三人姉妹の女神の話です。 現在、介護施設への訪問ができず

組もうと、気持ちを新たにしてお

第 回 ２０１４年

どもたちに読み聞かせをしている
んでおります。

遠野盆地を囲む山々には神さまが

もの本の世界が作ってくれたかけ

す。

うちに、自分たちも新しい本と出
個人 寺澤敬子さん 群馬県

会を同じ内容で前後２回にわけて

ります。

会ったり、感激したり…… 仲間

＊９月に群馬県教育委員会からの

行うなど、三密回避を工夫しなが

がえのない時間でした。

も年をとってきましたが、新しい

依頼で、読み聞かせ講座の動画を

多く、感染に注意しながら続けて

第 回 ２０１６年

」の県公式
稿サイト「 YouTube
チャンネル「ツルノス」で配信中

人も少しずつ加わって、たのしく

収録いたしました。コロナ禍で研

おります。音読講座も回数を重ね

団体 特定非営利活動法人 函館

活動を続けています。

住んでいる…… 早池峰山、六角

第 回 ２０１５年

団体 絵本読み聞かせの会 おむ

ら開催しております。一堂に会し

ロナ禍のなかで再開しています。 団体 村山朗読会（大場ひろみさ

＊９月から、さまざまな活動がコ

もの本連絡会） 大阪府

個人 野々上律子さん（吹田子ど

ます。

さんの実家の目前の山です。

とりでいぐも』作者、若竹千佐子

です。六角牛山は『おらおらでひ

まの話です。 月いっぱいで完成

東京都

もの本研究会（水越規容子さん）

特別賞 一般社団法人 日本子ど

きません。

てまいりましたが、現在は開催で

居（大型）づくりをはじめました。 ア（御子柴啓子さん） 長野県

奨励賞 富士見町宅配ボランティ

で発信しています。
YouTube
どうぞご覧になってください。

すびころりん（白内恵美子さん） 修会が開催されず企画されたもの

牛山、石上山のみっつの山の神さ

46

巻（菱木晃子訳・福音館書店）を

ヴ作『ニルスのふしぎな旅』上下

自粛の間、セルマ・ラーゲルレー

ります。ようやく 月に、小学校

イスシールドをつけ、はじめてお

の活動は６月より、マスク、フェ

＊コロナ禍のなかなので、図書館

ん） 山形県

き、リアルとオンラインのふたつ

したが、なんとか終えることがで

に無事終了しました。初の試みで

オンライン開催となり、 月 日

＊秋に予定していた全国大会は、

10

宮城県
＊ 年ぶりに記録集を作成しまし
た。
「おむすびころりんの この
年」
（２０１０年４月～２０２０
年３月）です。激動の 年間の記
録となりました。

60

10

10

読みました。小人にされたニルス

18

団体 しらはま子どもの本の会

（坂本美枝子さん） 和歌山県
＊１９８６年（昭和 年）２月の

52

45

とがんの群れとのスウェーデンの

10

10

発足以来、休会のときがなかっ

11

10

61

た（毎年８月はお休み）のですが、

群馬県教育委員会「読みきかせ講座」
動画のチラシとツルノス QR コード

て開催できる日を待ち望んでおり

第 回 ２０１３年

44

です。動画は約 分で「読書推

43

25
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ただきました。音訳図書は、図書
冊完成。図書の音訳に取り組む人

続き模索しながら、子どもと読書

ンラインや誌面でつながりたいで

と思います。全国のみなさんとオ

く、手帳の白いページを見つめな

＊今年は会合の中止が続き、例

知らされ、とてもつらい自粛期間

生命の源になっていたことを思い

域を越えて、自分自身を型づくる

事 務 局 報 告（ 月）
☆ 月 日～ 月９日＝第 回 読書週
間」
・ １ 日 ～ 日 ＝「 図 書 館 総 合 展 ＿
」参加
ONLINE
☆６日＝「第 回 野間読書推進賞 贈呈
式」を、新型コロナウイルス感染症
対策のため参加者を限定して開催。
祝賀会は中止
☆９日＝機関紙『読書推進運動』 号入
稿
・９日＝「上野の森 親子ブックフェス
タ」運営委員会に出席
☆ 日＝機関紙『読書推進運動』 号責
了
☆ 日＝「２０２０年度 全体事業委員
会」および「第 回 こどもの読書
週間標語選定事業委員会」
「第 回
読書週間標語選定事業委員会」の開
催案内を事業委員に送付
☆ 日＝機関紙『読書推進運動』 号出
来
・ 日＝日本児童文学学会 研究大会の
野上暁さんオンライン講演会に参加
☆ 日＝「若い人に贈る読書のすすめ』
リーフレット入稿
・ 日＝「大震災出版対策本部運営委員
会」に出席
☆ 日＝「若い人に贈る読書のすすめ』
リーフレット責了
・ 日＝伊藤忠記念財団「子ども文庫助
成」贈呈先選考会に参加
・ 日＝会員社の秋田書店最高顧問・故
秋田貞美氏「お別れの会」に出席
・ 日～ 日＝「全国図書館大会 和歌
山大会」オンライン参加
・ 日＝「上野の森 親子ブックフェス
タ」運営委員会・分科会に出席
74

館蔵書 冊、プライベート図書５
が増えています。

のことを考え、活動していきたい

てきた日でした。この記念誌に

＊ゆめくらぶは、みなさまと同様

思います。

会・勉強会は９月から再開、リス

でした。読み聞かせの形も変わっ

63

は、主要事業として「子どもの本
てきました。本年はコロナの影響
個人 村上招子さん（家庭文庫ぽ

くなりました。奇しくもこの日

の可能性を手に、これからもさま
は、昨年行った 周年記念の講演

個人 今井登美子さん（読み聞か

にコロナで半年近く、活動の場が

第 回 ２０１９年

がら、ため息ばかり……。自分に

ナーさんとの交流会に替えて“交

てゆくのかと、心配しています。

27

の専門家養成講座」を 回継続し
で中止しましたが、２０２１年度
ます。

ウィルス感染防止のため新しい

＊いろいろな活動に、新型コロナ

てと） 広島県

は 期として開催する予定でおり
第 回 ２０１８年

できることに、喜びを感じていま

ルールが加わりました。それでも
す。いまだからできることを引き

団体 ねりま地域文庫読書サーク
都

ル連絡会（田倉京子さん） 東京
＊９月 日に代表の関日奈子が亡
は、『 周年記念誌』が刷りあがっ

ざまな事業に取り組みたいと考え

会や「ねりまの文庫 年展」の記
録を掲載。また、巻末の年表には

せグループ「ゆめくらぶ」
） 大分

ゆみ、全国の読書運動・社会の動

ありませんでした。
とにかく、
じっ

県

１９４７年～２０１９年までのね

すね。

ています。今後もよろしくお願い
します。
第 回 ２０１７年
宮城県

き、おもな児童書作品を掲載しま

個人 川端英子さん
（のぞみ文庫） りま文庫連や練馬区立図書館のあ
＊自宅の「のぞみ文庫」は 周年
こさんをお迎えする予定です。無

団体 諫早コスモス音声訳の会

と、家の中で本を手にするしかな

した。ぜひお読みいただければと

になります。 月にとよたかずひ
事に行われるかドキドキしなが
ら、
「 年記念誌」を世話人たち

染症拡大を受け、残念ながら行事

流会ＣＤ〟を制作・配布。
“一枚

とって、この活動が単なる趣味の

は中止にしましたとのご報告をい

で全会員の声を聴けたことがうれ

で手作りしている最中です。
（編 （中路美知子さん） 長崎県

ただきました）

集部注＝後日、 月中旬以降の感

個人 浅川玲子さん （山梨県）

75
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しい〟など、多くのおたよりをい
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10

10
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50

50
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14

＊ＮＰＯ法人山梨子ども図書館で

ひ・と・こ・と

●編集部＆事務局の

●野間読書推進賞の贈呈式が終わ
り、はやひと月。宮崎のおはなしの
木さんから、
「例会を開催しました」
とのご報告をいただき、ご参加いた
だいた方々からの特別なご連絡もな
く、
事務局一同ほっとしております。
●贈呈式はできないかもしれない
が、全国各地で読書推進に尽力され
る方々を顕彰する機会を延期・中止
する理由はないと、各方面への受賞
候補者推薦をお願いしたのは、緊急
事態宣言下の５月。
野間会長から
「状
況しだいだが、できる範囲での贈呈
式開催をめざそう」
との指示があり、
感染状況をうかがいながら、会場が
密にならないよう参加者の上限を決
め、マスク着用や手指消毒をお願い
する方向で準備。受賞者２組からご
出席の返事をいただいたことで、最
終的に開催を決定しました。
●会場にお迎えできる人数は例年の
半分以下のため、ご案内を遠慮させ
ていただいた方が多数いらっしゃい
ます。これまでの受賞者のみなさん
からは、お祝いのメッセージと、コ
ロナ禍での近況報告を多数いただき
ました。リーフレットでは収まりき
らず、急遽冊子を作成、なんとか贈
呈式当日に間に合わせました。来年
は、会場でお祝いとおたがいの活動
の紹介が交わされますように。
●受賞者のみなさま、贈呈式にご参
加いただいたみなさま、ご案内を遠
慮させていただいたみなさまに、感
謝申しあげます。また、この状況で
日々、利用者・お客さんを迎えてい
る図書館・書店のご苦労を、あらた
めてお察し申しあげます。 （伸）

《ホームページ》http://www.dokusyo.or.jp
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川端英子さん「のぞみ文庫 50 年」は文庫で育った
みんなの「いちばん好きだった本」が勢ぞろい！
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