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「こどもの読書週間」によせて

テントの中から
㈱大日本絵画 常務取締役
「上野の森 親子ブックフェスタ」運営委員

お

が わ だ い す け

小川大輔

方々からご賛同をいただき、

５月３日～５日の３日間、合

計で６コマの講演会を配信す

る運びとなりました。
内容は、

大 友 剛 さ ん の「 読 み 聞 か せ

＆ マ ジ ッ ク シ ョ ー」
、い
live
とうみくさん＆工藤順子さん

の「 対談 」
、たかまつななさ

んの「笑って学ぶＳＤＧｓ」
、

読んでほしい絵本大賞発表」
、

野の森に関わってきた方々が

深谷圭助さんの「辞書引き学

楽しんでいました。
最近では、出版社テントの

本年度も残念ながら開催の

私がイメージする「上野の

中で、著者の方々もイベント

見あわせとなりましたが、上

ＪＰＩＣ読書アドバイザーク

やサイン会などをしているの

ラブ（ＪＲＡＣ）の「親子で

ゴールデンウィークの五月晴

森 親子ブックフェスタ」は、

をお見かけします。なかには

ツイッターでいろいろな絵本

れの下、出版社テントに並ん

を紹介しました。

だ絵本を選ぶ親子連れのお客

習イベント」
、あ ん び る や す

とっておきのはなし」の講演

こ さ ん の「 あ ん び る や す こ

ンラインイベントは、場所の

を通して
「生きるすばらしさ」 会を予定しています。このオ

難な状況下だからこそ、読書

制限がないところが魅力で、

運営委員会は、このような困
名な～さんがいたよ」なんて

を恒常的に伝えていかなけれ

いままで上野に行きたくても

野の森 親子ブックフェスタ

会話をしています。

ばならないと考え、今後の新

行けなかった方々が「上野の

たいへん有名な方も来てい

て参加したのは、まだ入社間

「上 野 の 森 親 子 ブ ッ ク フ ェ

たな読書推進運動の在り方と

て、弊社のテント内では「有

しかけ絵本『
あかまるちゃん』 スタ」には著者、出版社、読

もないころで、とっておきの

者の方々すべてが揃ってい

野の森 親子ブックフェスタ」 森 親子ブックフェスタ 」に

て、そこで新しい出会いや、 し て オ ン ラ イ ン 上 で の「 上

さまで会場が埋めつくされ

を弊社のテントに訪れるお客

いままでの親交を深めてくれ

る、そんな光景です。

さまに紹介していました。こ

私がこのイベントにはじめ

の し か け 絵 本 は、 赤 い 丸 が

て「上野の森 親子ブックフェ

オンラインイベントを通じ

スタ」の新たな魅力を知って

ふれられる絶好の機会です。
は、コロナ禍で絵本の展示販

もらい、また以前のようにテ

このオンラインイベント
売はむずかしいけれども、以

ントの中からみなさまとのふ

を開催することとしました。
そんなイベントが昨年の新

前から行っていた東京都美術

る、すばらしいイベントだと

型コロナウィルス感染拡大の

館での講演会をライブで配信

感じています。
ですが、最初のページは見つ

影響で、中止を余儀なくされ

ページごとにひとつ隠されて

けるのがなかなかむずかし

ま し た。 そ こ で 緊 急 事 態 宣

いて、それを見つけていくの

く、 見 つ か る と「 お ー！ な

おります。

るほど」とか、
「あー！ あっ

営委員会の呼びかけに多くの

れあいができることを願って
というテーマで、いままで上

た！」
など驚きの声が上がる、 言の中、
「＃ＧＷは本の隣で」 するものとしました。この運
そんなやり取りをお客さまと

《ホームページ》http://www.dokusyo.or.jp

会員の購読料は
会費の中に含まれる

定価 60 円
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★「上野の森 親子ブックフェスタ」
詳細
（２頁）
★東京子ども図書館 コロナ禍の一年（5 頁）
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講演会は会場開催とオンライン配信で行います。どちらも参加費は無料です。
（新型コロナウイルス感染症の状況によっては、オンライン配信のみとなります）
公式サイト https://ueno-bookfesta.jp/

■「第

回 読書感想画中央コンクール」

32

応募作品は 万３８０７点。中央
審査会では各都道府県代表の 点

61

（福音館書店）
の一生 新版』
・作画感想
わたしは、とんぼがすきなので

「太陽からのメッセージ」
門馬 幸さん

○小学校高学年の部
「太陽からのメッセージ」門馬

にがんばってかいてみようと思い

くりしました。そこでそれを中心

から、文部科学大臣賞４名、優秀

ぼになったと思います。まわりに

い色でぬったので、きれいなとん

たらすことをまとめた物です。「太

この絵は、
「太陽」が地球にも

く残りました。彼らは本能的に本

というアナスの言葉は私の心に深

に、魂には本が必要なんです。
」

「体が食べものを必要とするよう

感想」も選考対象として重要視さ

はなく、同時に提出される「作画

て知れるというところを読んだ

コア、オーロラから太陽につい

す。初めてこの本の縄文杉や氷の

もできました。この絵の階段は地

を読める喜びを改めて感じること

で学びました。私たちが身近に本

の人に平等だということもこの本

です。

重なる感じを表すのが難しかった

グラデーションやオーロラの折り

は、太陽とオーロラです。太陽の

「紅型に染まる」佐野美奈未さん

○高等学校の部

のおかげだと思いませんか。

なのに図書館が色鮮やかなのは本

道でもあります。周りがモノクロ

教育文化学部附属中学校１年）

・対象図書『よみがえった奇跡の

「希望」長濱 渚さん（秋田大学 （香川県立高松工芸高等学校２年）

○中学校の部

‼

紅型』
（あすなろ書房）

戦争など過酷な状況の中でも、

・作画感想

紅型に魅せられ復活させようとす

る人々にとても心をうたれまし

た。この本に興味を持ち、この絵

を描いた私も、紅型そして沖縄に

魅せられた一人なのだと思いま

す。紙に描くのは私がこの本を読

んだ感動が伝わりづらく無機質な

「紅型に染まる」
佐野美奈未さん

jp/kansouga/index.html

https://www.dokusyokansoubun.

ホームページ

●読書感想画中央コンクール公式

想とともに掲載されています。

クール公式ホームページに作画感

入賞作は読書感想画中央コン

しています）

（作画感想の表記は原文のままと

幸さん（福島県二本松市立旭小学
感じがしたので、
布に描きました。
校６年）
また、紅型復活までの歴史を一筆
・対象図書『太陽ってどんな星？』 ・対象図書『戦場の秘密図書館： 描きで、全てが繋がって紅型があ
シリアに残された希望』
（文溪堂） るということを表現しました。

ました。一まいの羽の中をくぎっ （新日本出版社）

２月下旬に予定されていた表彰

がドッとでる先に、
オー
自分やこん虫をいっぱいかいて、 陽フレア」

を求めているのだと。本はすべて

・作画感想

式は、新型コロナウイルス感染拡

ロラや縄文杉など、太陽を知る物

・作画感想

大のため中止となった。賞状・副

がある、ということを表していま

れている。今回の文部科学大臣賞

時、太陽と研究者の人ってすごい

・対象図書『とんぼ：ぎんやんま

校３年）

（愛媛県喜多郡内子町立内子小学

「きらきらトンボ」沖永真央さん

○小学校低学年の部

】
ル 文部科学大臣賞（４名）

【第 回 読書感想画中央コンクー

受賞作と作画感想を紹介します。

下室への階段でもあり、明日への

「きらきらトンボ」沖永真央さん

と思いました。難しかったの

このコンクールでは、絵だけで

さらに楽しい絵になったと思いま

て、色を分けてぬりました。明る

「希望」長濱 渚さん

す。

16

賞は受賞者在籍校へ送付された。

選ばれた。

賞８名、優良賞 名、佳作４名が

539

や顔のもようが細かいので、びっ

今回の参加校数は５８８９校、 とんでいる時の羽のあみ目もよう

か）
」の中央審査会が開催された。 この本をえらびました。とんぼが

校図書館協議会／毎日新聞社ほ

画中央コンクール（主催＝全国学

「第 回 読書感想
１月 日㈮、

読んだ感想を絵にするまでの
「作画感想」がさらに読書を深める

32
29

32
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■「絵本ワー ル ド に い が た 」 開 催

んの講演会「絵本のたのしみ・言

安心のコロナ対策で
会場には笑顔がいっぱい！
３月 日㈯新潟県新潟市の朱鷺

■「国際子どもの本の日」記念

４月２日
「国際子どもの本の日」

オンラインで作家・
翻訳家と交流！
工作ワークショップ
も実施
を記念して、日本国際児童図書評

葉のたのしみ」が行われた。

議会（ＪＢＢＹ）は「子どもの本

メッセで「絵本ワールド にいが
く、詩の朗読やお客さんからお題

「ことばの魔術師」石津さんらし

の日フェスティバル」を、３月

た」
（主催＝新潟日報社）が開催
を募集して瞬時に回文を作ったり

会場も密を感じさせない。同時に

とばにふれて元気になれる」と締 「つながる・ひろがる 子どもの

とばに救われることも多い」
「こ

メロさんも参加した。

アンデルセン賞画家のホジェル・

トークを展開。ブラジルから国際

んは大好きな作家。
『ステゴザウ

荒井良二さんも登場し、
「岩瀬さ

デルセン賞候補に推薦されている

インで開催した。今年のテーマは

本読み聞かせの会ほんぽとり、新

屋」では新潟市立中央図書館、絵

他会場の「読み聞かせのお部

スを取って長い行列をつくった。

生を対象とした「
『ほんとうの願

けた。また、小学校高学年・中学

まともこさんからアドバイスを受

題文の訳を事前提出、講師のこだ

は、参加する中学生・高校生が課

プ「絵本を翻訳してみよう」で

演会『ずっと子どもを書いてきま

ク」と、一般対象の「岩瀬成子講

みよう＋児童文学作家のミニトー

ワークショップ「お話をつくって

野万理子さんがコメントをする

東みきえさん、山本悦子さん、吉

テーマにした短いおはなしに、安

加者が事前に提出した「変身」を

また、
『ぞろりぞろりとやさいが

が各自用意し、
講師の指導で工作。

象。紙コップなどの材料を参加者

楽しもう！」は４歳～小学生が対

プのマリオネットを作って絵本を

緊張した」と裏話も披露した。

本当にぼくでいいんですか？ と

題のように抱えこんでいる。だか

もてあましていたものを、私は宿

「子どものとき、ことばにならず、

が、講師の話を参考に、コピー用

は？」
。小学生以上の子どもたち

レ ン ジ！ 紙 の 橋 を 強 く す る に

最終日の 日は科学遊び「チャ

日の翻訳体験ワークショッ

潟県立図書館による絵本の読み聞

いがかなうとき』読書会 翻訳家

ね』の読み聞かせを、音楽とあわ

本の世界」
。

かせ、新潟かみしばいクラブに

した』
」
。岩瀬さんは、子ども時代

ルス』
の仕事をいただいたときは、

子育てイベント「ａｓｓｈ ママ

めくくった。講演後のサイン会で

よる紙芝居、新潟県立図書館によ

と話してみよう」では、課題本の

や児童文学との出会いを紹介し、 せて楽しんだ。

日のワークショップ「紙コッ

メイン会場のスノーホールでは

るペープサートなどが一日を通じ

感想や、翻訳者の中野怜奈さんへ

ら、子どもを書かざるを得ないん

日の「オンラインリレー★絵
本作家とあそぼう！」では、田島

なさん、角野栄子さんが自由な

岩瀬さんとともに本年の国際アン

て、
丈夫な形の橋作りに挑戦した。

です」と、創作の原点を語った。 紙やティッシュボックスを使っ

29

が安心して訪れていた。
絵本作家・翻訳家の石津ちひろさ

て行われた。また「ワークショッ

のコーナーが設けられた。

28
征三さん、田中清代さん、垂石眞

21

の展示販売「子どもの本大展示」 子さん、長野ヒデ子さん、降矢な

このほか、会場の一角には絵本

ショップが開催された。

学の先生や学生による工作ワーク

の質問で、読書を深めた。

27

29

プのお部屋」では、新潟県立大

詩や絵本、ことば遊びが楽しい
石津ちひろさんの講演会

20

日は、小学校３～６年生の参

は、読者がソーシャルディスタン

日㈪と５日間にわたり、オンラ

28

された。
と、ことばの魅力あふれる講演と

20

日 、 日㈰、 日㈯、 日㈰、
27

＆ベビーフェスタ２０２１」が開

てことばの力について語り、
「こ

なった。最後は自作の詩を朗読し

コロナ下とあって、今回は来場
が必要。受付での検温・消毒、マ

21

催されたこともあって、家族連れ

スクの着用なども徹底され、広い

（土祝）

今年の「国際子どもの本の日」ポスターは
ホジェル・メロさんのイラスト

in

にはウェブサイトから事前の予約

in

27
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■公益財団法 人 東 京 子 ど も 図 書 館 コ ロ ナ 禍 の 一 年

をみて、なにもしないわけにはい

ならない子どもたちやその保護者
◆

真理

での情報発信
Instagram

どの感想が寄せられました。

吉田

離れていても本とおはなしの温もりを
東京子ども図書館は、子どもと
かないと、手探りでできることを

公益財団法人 東京子ども図書館

本の幸せな出会いを願って活動し

３月末に当館も全面休館。緊急
事態宣言発令後の４月８日より、

によ
Zoom
るライブ配信で開催しました。初め

「ブックトーク祭り」を

てのライブ配信で、ネット環境や機

材の制約もあるなか、担当者はリ

モートの打ちあわせも交え、準備

に多くの時間と労力を注ぎました。

参加者からは、実演者や本が目

の前に見え特等席のような満足感

があった、
親密な気持ちで聞いた、

その後２０２０年度は、ライブ

との感想をいただきました。

配信で 件の催しを行いました。

めの児童書をひとり１冊ずつ、リ

児中の世代が多いＳＮＳでおすす

ころ、常連の子をはじめ、当館に

う企画。近隣の学校に広報したと

書館の人と文通しましょう」とい

そこで考えたのが「東京子ども図

式で行っていましたが、感染者数

少人数制で再開。少人数の来場形

からの参加もありました。

講師が海外から行う講演や、海外

在宅勤務でもできることをと、育

レー形式で紹介しました。子ども

来たことのなかった子が、本や生

享子名誉理事長と職員の手作り品

大人のためのお話会は９月より
と読んでみたい、職員を身近に感

昨年２月 日より、緊急の試み

◆よみきかせ動画配信

始めました。

ている私立図書館です。
ふだんは、児童室に来る子ど
もに職員が読み聞かせをし、
「お
はなしのじかん」
「わらべうたの
会」も設けています。大人向けに
資料室の運営や講座の開催なども

動画「東京子ど
として YouTube
も図書館 おはなし配信」を始め

じられたなどのコメントをいただ

行ってきましたが、昨年２月下旬

ました。読み聞かせの作品は、当

以降、このような人と直接関わる

館の出版物『愛蔵版おはなしのろ

活動が不可能となったのは、私た

してくれたこともありました。

また活動資金を得るため、松岡

うそく』収録の世界の昔話と、絵

◆子どもたちへの「おたより」と、

増加で、
２回のみで中断しました。

ちにとって大変つらいことでし

です。ブックトークは、各出版社

本『うれしいさん かなしいさん』

は初めて。読み手にとっては、見

職員が動画を撮って公開するの

法でアプローチしたいと考え、休

には、手の温もりを感じられる方

一方、直接関わってきた子ども

ある共通点をもつ３冊を袋に入れ

の「読書キャンペーン」を展開。

よう！〇〇〇」と題した福袋形式

は〇〇〇の本？―― よんであて

く本と出会えるよう「ふくろの中

本のおもしろさを伝えることを大

もとていねいに接し、おはなしや

私たちは、ひとりひとりの子ど

多くのご支援をいただきました。

には期間限定の寄付サイトも設け、

施。財政状況が厳しくなった年末

販売をカタログやオンラインで実

えない相手を想像して話す緊張感

館中の４月中旬、児童室と分室の

て用意し、子どもに選んで借りて

「文通」
企画、「読書キャンペーン」

もありましたが、読んでもらって

かつら文庫に通ってくれていた子

また 月より、短時間でも楽し

いる雰囲気が伝わるよう心がけま

から許諾を得てお届けしました。

した。 本の動画を撮影し投稿。 に、おたよりを郵送しました。ス

11

た。しかし、全国の学校が休校と

活のことなどについて手紙をく

11

きました。

視聴者の反応を画面越しに感じ
ながらのブックトーク

れ、やりとりのあと、実際に来館

29

なり、毎日自宅で過ごさなければ

YouTube 動画の配信には全国から
大きな反響があった

コミ取材を多数受けました。視聴

共図書館からのリンク依頼、マス

反響は大きく、全国の休館中の公

め、
ゆっくり子どもと話せません。 「ブックトーク・ワークショップ」 ていきたいと考えています。

を始めましたが、短時間滞在のた

７月からは制限を設けつつ開館

家でできる遊びを紹介しました。

タッフのメッセージとおすすめ本、 もらい、
共通点を当てる趣向です。 切にしています。日々成長する子

大人向けの講座などは、８月に

るように、よりよい方法を模索し

う手伝いを、どんな状況でもでき

どもが、楽しみのうちに本と出会
者から、気持ちを落ち着かせてく

◆ライブ配信での催し

れる、毎回家族で楽しんでいるな

10
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■ちひろ美術 館 展 覧 会

赤羽末吉、田畑精一の原画から
絵本への思いを感じる展覧会

優良読書グループの歩み

２０２０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）

でした。所属会によっては遠隔会

議で会員の交流を維持している団

今年はコロナ禍で研修会は実施

体もあります。

できていませんが、より直接的に

図書館主催「令和２年度『子ど

子どもたちに本を渡すため、中央
絵本読もうかな」や公共図書館関

いわさきちひろ記念事業団は、 研究者の赤羽茂乃さんの講演会

セット』
」事業に共催として参加

もの本の福袋 わくわく貸し出し

小山子どもの本連絡会

係者や学校図書館司書を講師に迎
昌子

えての「学校図書館についての勉
作山

これらの研修会は一般にも公開し

して再開したおはなし会では、身

マスクやフェイスガードを着用

書館とふたつの分館での月例おは

また、当会と所属会では中央図

が手を取りあい、本を読む喜びや

めて感じました。これからも会員

もたちの姿に活動の喜びをあらた

を乗り出しておはなしを聞く子ど

ており、毎回市内外からの参加が

なし会（協力含む）のほか、小学

あります。
当会は１９９５年、小山市とそ

、中学校４校、 おはなしの楽しさを子どもたちに
校 校（協力含む）

〈推薦〉
栃木県読書推進運動協議会

栃木県小山市

代表者

雪国」も開催。この講演は後日オ

ホの草原にかける虹」
（共催＝教
文館）も開催。
『スーホの白い馬』
の全場面などが高精度な複製画

の周辺地域で子どもと本の「つな

イルス感染症拡大の影響で延期と

位一体となった絵本づくりについ

とともに作家・画家・編集者が三

作『おしいれのぼうけん』の原画

よりよい文化環境をつくることを

はなし会は、当会と所属各会の年

なし会を行っています。学校のお

の本に関する活動をさかんにし、 り、会全体で年間 回前後のおは

相互の交流と研修を深め、子ども

間計画に基づいて、会員おのおの

が、
小山市立中央図書館と連携し、 義務教育学校１校、学童保育クラ

ます。会は役員会、運営会義（役

校ごとのまとめ役が調整を行ない

者などをお招きしての講演会やお

回）を発行しています。これはコ

通信紙（月１回）と会報誌（年２

営し、会員の情報共有手段として

勉強会「どの絵本読もうかな」は
会員外でも参加可能

伝えていきたいと思います。

ぎ手」として活動する団体や個人

なり、安曇野館からのスタートと

て紹介。４月 日㈰には同書の編

目的として発足。２０２０年現在

ができる範囲で協力を申し出、各
連携することで単独では実現のむ

員と各会代表が参加）など必要時

くり」も開催される。

ずかしい研修会の実施が可能にな

詳細な内容、講演会の申し込み

ほかに、長い年月読み継がれて

ロナ禍にも対応しやすい運営方法

はなし会を随時開催しています。
●ちひろ美術館ホームページ
https://chihiro.jp/

きた絵本を読みあう勉強会「どの

や配信状況はちひろ美術館まで。

へのとびら」が、開催される。

111

東京館ではこのあと、６月 日

より安曇野館とテーマを変えた

に小規模な打ちあわせを開いて運

130

り、長年おはなし会を実践されて

60

きた方、子どもの本の作家、編集

19

25

「生誕 年 赤羽末吉展 日本美術

【左】赤羽末吉『かさじぞう』
（福音館書店）より 1961年（部分）
【右】田畑精一『おしいれのぼうけん』
（童心社）より 1974 年

ブなどでもおはなし会を行ってお

なった。４月 日には、赤羽末吉

集者、酒井京子さんのオンライン

は５団体と７名の個人が加盟して

東京館の田畑精一展では、代表

ピエゾグラフで展示される。

強会」も継続的に行っています。 し、好評を得ています。

ンライン配信が予定されている。
また、５月 日～６月 日に

安曇野ちひろ美術館（長野県松川 「赤羽末吉の人生と絵本 ─ 大陸と
村）で展覧会「生誕 年 赤羽末
まで）を、
ちひろ美術館・東京（東

⑷

各会が
おり、
会員数は約 名です。

れる予定だったが、新型コロナウ

２０２０年に東京館で先に開催さ

安曇野の赤羽末吉展は、本来は

いる。

展」
（６月 日まで）を開催して

田畑精一『おしいれのぼうけん』 ル（東京都中央区）で展示「スー

は銀座教文館ウェンライトホー

30

（５月 日
吉展 絵本への一本道」
30

京都練馬区）で展覧会「没後１年

29

111

講演会「田畑精一さんとの絵本づ

10

13

11
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町内外のさまざまな立場の
人たちが参加！

語りを年間 回前後、１年生のお

はなし会・６年生のおはなし会を

ですが、一冊の本と深く関わるこ

年１回ずつ、メンバーとの情報交

より大切です。時間のかかる活動

で、会長・副会長・庶務部・研修
とができ、読むことは楽しく、や

現在会員は 代から 代の 名
部・会計といった役割を決め、全

換会を年に２回です。

日常活動は自宅でパソコンに向

施しています。いつも和やかな雰

月１回、会員が集まる定例会を実

個人での作業が中心ですが、毎

を心がけています。現在の窓口は

ションを取り、必要とされる活動

ん。つねに学校とコミュニケー

必要とされなければ活動できませ

私たちはボランティアなので、

りがいのあるボランティア活動だ

かっての個人作業になります。具

囲気で近況を話したり、質問し

と感じています。

体的には、担当する本について語

います。

句を調べたり、図・絵・写真・表

当会は、１９７８年に、朗読講

大町ひじり学園の副校長先生で

がらの「録音」になります。その

区切り方、アクセントに配慮しな

て、子どもたちが本を好きになっ

座受講者の方々が、
「朗読奉仕の
にあった盲学校の生徒さんへの対

顔を思い浮かべながら、地道に活
ンバーが減って活動が危ぶまれる

てくれたら、たくさんの作品や作

イルス感染症のこともありました

面朗読や録音図書をお届けする活
後、会員相互の「校正」を経て完

動を継続していきたいと思いま

こともありましたが、活動の仕方

中島

おはなし宅急便
代表者

佐賀県杵島郡大町町

千枝

ある私たちとの絆を深めてくれた

家と出会ってくれたら、読み手で

私たちの活動がきっかけとなっ

活動を再開いたしました。

校の先生方や、たくさんの方のご

昨年度、子どもたちからお手紙

ら……と思っています。

をいただきました。
「いつも読み

協力を得て、現在まで続けること
今年度のメンバーは、町内・町

ができました。
外のボランティアのみなさん、Ｐ

「本
ＴＡ学年部員、人権擁護委員会、 語りを楽しみにしています」
地域おこし協力隊の方も参加して

など、たくさんの思いの詰まっ

気をつけてがんばってください」

「体に
大町町教育長、
大町町教育委員会、 を読むようになりました」
大町町には義務教育学校「大町

いただいています。例年 人前後
加でもいいし、お仕事が休みのと

での活動です。年に１回だけの参

てもうれしかったし、活動してき

た、心のこもった手紙でした。と

した。これからも、たくさんの仲

生徒がいます。この大町ひじり学

間と楽しみながら活動をしていき

きだけの参加でもかまいません。 てよかったという気持ちになりま
できるだけたくさんの人に参加し

たいと思います。

「おはなし宅急便」です。

活動内容は、木曜日の朝の読み

てもらいたいと思っています。
たのは１９９８年です。途中、メ

「おはなし宅急便」が立ちあがっ

園で読み語り活動をしているのが

９年生まであわせて 名くらいの

ひじり学園」があり、１年生から

〈推薦〉
佐賀県読書推進運動協議会

ので、
対策なども何度も話しあい、

動からスタート。その後さまざま
成となります。この活動は、視覚

や学校との関わり方を見直し、学

しく伝わるように読むことがなに

仲間との情報交換、交流が
個人での作業を支える

今後も、聞いてくださる方の笑

な変遷を経ながら、録音図書作成

す。

テープを含めると約１８００タイ
トルが貸し出し可能です。

り」ですから、責任をもって、正

に不自由のある方々の「目のかわ

づくりをめざしています。

す。特に今年度は、新型コロナウ

斎藤久美子

上越音声訳
マザーテープの会
代表者

25

員が協力して会の運営にあたって

23

の読み方を考えたりする「調査」 あって情報交換し、毎回テーマを

新潟県上越市

80

会」を結成し、
当時上越市（高田） から開始。
つぎは、
読む速さ、
高さ、 決めて研修し、質のよい録音図書

〈推薦〉
新潟県読書推進運動協議会

40

を中心に活動して 年目になりま
す。
盲学校閉校後１９９２年から
は、それまで作成した録音図書は
高田図書館に移管され、その後作
成した録音図書も含め、保管、貸
し出しなど、さまざまな面で高田
図書館さまのご支援のもと活動を
継続できています。
ここ 数年は、カセットテープ
レコーダーからパソコンでの録音
となり、ＣＤとして作成する録
音図書を年間約 タイトル作成。
２０２０年 月現在、ＣＤが約

950

25

42

50

タイトル、それ以前のカセット

11

400

10
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秋の
「読書週間」
のシンボル、ポ

半立体、写真、コピーは不可
可だが、応募はひとり１点

スターのイラストを募集します。 ⑥応募資格＝高校生以上。合作は
⑦ハガキ大の用紙に以下を明記
し、作品の裏面に添付のこと

ポスターイラストを使ったＰＲ広

氏名、郵便番号、住所、電話番号、

１万円

〒 101-0051東京都千代田区
神田神保町１ ─  出版クラブ
ビル６階

⑨送り先・問いあわせ先

事 務 局 報 告（３月）

63

in

ひ・と・こ・と

●編集部＆事務局の

500

640

640

640

告も、各種雑誌に掲載予定です。
○賞

年齢、
職業、
メールアドレス
（任意）
⑧応募締切＝６月 日㈮必着

・入選（ 名前後）……記念品（図

公益社団法人読書推進運動協議会

・３日＝「上野の森 親子ブックフェス
タ オンライン」開催挨拶のため、
台東区役所、東京都美術館を訪問
・５日＝「上野の森 親子ブックフェス
タ オンライン」開催挨拶・協賛依
頼のため、一般財団法人 日本児童
教育振興財団を訪問
☆８日＝「大震災出版対策本部 運営委
員会」に出席
☆８日＝機関紙『読書推進運動』 号
入稿
☆９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＝「第 回 こどもの読書週間」
ポスター出来、順次発送開始
・ 日＝「上野の森 親子ブックフェス
タ」運営委員会に出席（ビデオ会議）
・ 日＝とよたかずひこさんと「子ども
読書の日」ポスターについて打ちあ
わせ
・ 日＝文部科学省に令和３年度『
「新
しい生活様式」などを踏まえた読書
活動の推進』事業審査表を提出
☆ 日＝内閣府より公益目的事業の「大
震災出版復興基金の口座管理」廃止
の変更認定を受ける
☆ 日＝大震災出版復興基金の残金を公
益社団法人 全国学校図書館協議会
募集の使途特定寄付金に寄付
・ 日＝ＪＢＢＹ 岩瀬成子講演会
「ずっ
と子どもの本を書いてきました」に
オンライン参加
・ 日＝「絵本ワールド にいがた」に
出席
15

15

・大賞（１名）……賞状と賞金
万円

・優秀賞（３名）……賞状と賞金

○応募要項

書カード）
①標語「最後の頁を閉じた 違う

⑩発表＝８月上旬、入賞者に通知

℡＝０３ ─５２４４ ─５２７０

私がいた」をイメージした未発表 「読書週間ポスターイラスト」係
の創作原画 ＊
「読書週間」など

⑪入賞作の二次使用権は公益社団

の文字情報は作品に入れないこと

法人 読書推進運動協議会に帰属

②サイズ＝Ｂ４判、タテ
③用紙・画材＝自由

⑫作品は返却しません。返却希望
の方はその旨を明記し、手数料と

④ＣＧ作品はプリントアウトした
もの

●講演会での「子ども時代のことば
にならなかった思い、怒りを書かざ
るを得ない」という岩瀬成子さんの
話を聞いて、思い出したことがあり
ます。
●昨年の夏、緊急事態宣言が解除さ
れてから、３か月ぶりに両親、弟
一家と実家で食事をしました（実
家、弟宅、私の家は半径 メートル
以内にあり、集まるのが日常）
。５
歳の姪は久しぶりに大勢の大人に囲
まれ、ごきげんで過ごしていたので
すが、興奮して少々動作が大きくな
り、手をふった拍子におばあちゃん
を軽くたたいてしまうアクシデント
発生。
「あっ、
おばあちゃんぶった！
ごめんなさいは？」
と言われた途端、
わーっと泣き出してしまいました。
●大人たちも、決してわざとではな
いとわかっているので、強い調子で
注意したのではありません。失敗を
恥ずかしがる子なので、間違いを指
摘されると泣き出すことが多い姪で
すが、
この日の泣き方は違いました。
わざとではなかったこと、今日みん
なで集まれることを楽しみにしてい
たことをつたないながらも説明し、
「○○ちゃんだって、いろいろガマ
ンばっかりだったんだよ！」と言っ
たあとは、ただ大泣きするだけでし
た。コロナ禍の中、ことばにならな
い思いが、姪のなかにパンパンにふ
くらんでいたんでしょう。
●姪が岩瀬さんのように、自分の思
いを突きつめて表現する大人になる
とは思えませんが、いつか、あのと
きの「いろいろガマン」の中身を聞
いてみたいと思います。
（伸）

《ホームページ》http://www.dokusyo.or.jp

32

17

23

25

2019 年
富山涼太さん
2020 年
なかいかおりさん

26

10

⑤カラー、
モノクロとも可。立体、 して切手 円分を同封のすること
500

26

2017 年
有賀千華さん
2018 年
さとうみすずさん

27

27

25

10
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2021・第 75 回 読書週間
ポスターイラスト募集

標語は「最後の頁を閉じた 違う私がいた」

