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☆受賞者
団体の部
・木刈親子読書会

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、全国から寄せられる推薦

のなかから選び、
顕彰するもので、

×

×

本年の贈呈式は、 月５日㈮

×

呈式が行われています。

「読書週間」の期間中に贈
（千葉県） 毎年、

・石垣市文庫連絡協議会
（沖縄県）

午前 時から、東京都千代田区の

体の代表者および受賞者５名と推

出版クラブビルにおいて、受賞団

（鹿児島県）

会長より受賞者へ賞が贈呈されま

さんが選考経過報告を行い、野間

に、選考委員会を代表し、秋本敏

推進運動協議会会長の挨拶。つぎ

野間省伸・公益社団法人 読書

した。

関係者の出席のもとに開催されま

薦者など受賞者関係者、読書運動

個人の部

奨励賞

・鳥羽 啓子さん

・ 吉井 久子さん
（佐賀県）

11

あげます。

さまのご協力とご理解に感謝申し

手指の消毒などへの、出席者みな

りました。検温とマスクの着用、

縮小して、贈呈式のみの開催とな

イルス感染症対策のため、規模を

本年も昨年同様、新型コロナウ

た。

あと、各受賞者が挨拶に立ちまし

根本幸枝さんの祝辞が代読された

教育政策局 社会教育振興総括官

（滋賀県） した。続いて、文部科学省 総合

・草津点字グループあゆみ会
☆賞
賞状および賞牌
☆副賞
金三十万円（団体の部）
金二十万円（個人の部）
金 五万円（奨励賞）

《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

2021 年（令和３ 年）

野間読書推進賞受賞者表彰（第51回）

受

《団体の部》

木刈親子読 書 会

賞

者

業

績

《団体の部》

所

沖縄県石垣市

石垣市文庫連絡協議会
住

にも取り組んでいます。また、野

鳥観察会、自然観察会も実施し、

石垣市文庫連絡協議会では、絵

自然体験も取り入れています。

本の読み聞かせや製本教室を開

石垣市文庫連絡協議会は

く市民を対象とした活動も展開し

庫にくる子どもたちに限らず、広

き、市教育委員会へ移動図書館車

営に関する話しあい・例会の報告
、石垣市
１９８４年（昭和 年）

協力参加し、以来市立図書館の

石垣市立図書館開館セレモニーへ

１９８９年（平成元年）には

てきました

運行の陳情をするなど、会員、文

をし、定例会に参加できない会員

が、毎月開かれる定例会です。運

新城由利子

読書会活動を通じて図書館の必

との情報共有として広報紙を発行

連携して歩んできました。

長

要性を実感し、近隣の読み聞かせ

さん

会

グループと「印西町の図書館を考
える会」を発足、行政への働きか

内各地域でそれぞれ活動していた

住 所 千葉 県 印 西 市

た。地域の子どもたちがよい本に

２０１１年（平成 年）からは、

現在まで継続しています。また、

出会い、豊かな読書の世界とふれ

発足翌年の１９８５年（昭和

年度の本を選ぶ「選書会」につな

各会 ～ 冊の本を回覧して、翌

けを行い、
１９９４年（平成６年） の会」をそれぞれ年４回開催し、 ９つの文庫が集まり、発足しまし
の町立大森図書館開館へとつなげ
ました。現在は、図書館や地域交

近年は、
地域向けのＳＮＳに
「科

年）には、赤羽末吉さんを講師に

る機会を増やそうを目的として、 週末読み聞かせボランティアを
学遊び」
の記事を投稿したり、
ホー

げています。

く、図書館などの主催イベントで

ムページ作成を視野にいれるな

おもな活動は、３ 歳 以 上 の 未

も活躍しています。

に向けた読み聞かせのクラスを今

ています。また、乳幼児・保護者

ど、新たな層へのアピールを始め

しています。１９８６年（昭和

活動、読書に関する講演会を実施

回の児童文学と子どもの本や文庫

作を語る」を開催。その後も、

招き、第１回 児童文化講演会「自

那国町へも足を運び、保育園、幼

にとどまらず、近隣の竹富町・与

事業にも協力しています。年平均

市立図書館主催のブックスタート

１９８４年（昭和 年）に開校

就 学 児 、小 学 校 低 学 年・中 学

年度より試験的に開始、親子読書

稚園、小・中・高校で実施されて

６回行うおはなしの出前は、市内

で開かれた親子読書会が好評だっ

の豊かさをより広げていきます。

います。

表。２０００年（平成 年）から
昔話にこだわった「民話の里めぐ

されており、第３回からは地元の

として開講し、２００３年（平成

重山昔ばなしセミナー」を事務局

２０１９年（令和元年）まで「八

す。こちらもこれまでに 回開催

あり、毎回多数の親子が参加しま 「文庫活動と子どもの発達」を発

１９９４年（平成６年）には「文

おはなしを、親子で泊まりがけで

年）からは、絵本の読み聞かせや
親子読書地域文庫全国連絡会

以下のクラスでは、月食観察や各

会を開いています。特に、小学生 【推薦者】

庫活動を通して子どもの健全育成

読書会用図書の確保、会場の設定

を図る沖縄におけるアジア国際会

などに苦慮し、千葉県立中央図書

楽しむ「文庫まつり」の開催も始
種実験などを行い、子どもたちの

代表 原 良子

館、印西町教育委員会・公民館と

議」に参加し、ローカルリポート

新たな発見や驚きへつなげる「科

たちは、１冊の本を通し、たがい

まりました。講演会や絵本の展

の折衝を重ね、継続開催の態勢を

学遊び」
、「戦争と平和を考える会」

以来、わが子のため、地域の子ど

にさまざまな感想を交わし、自然

り」を取り入れ、口承文芸の継承

12

読書会」
と名付けて発足しました。 を毎年実施。通常の例会で子ども
もたちのために、豊かな読書環境

例会や科学遊びなどを支えるの

に受け入れ、認めあっています。

28

61
示、おすすめ絵本リストの配布も

整えてこの年の 月に「木刈親子

と文化を育み、子どもたちの健や

28

11

かな成長を見守る活動を、行政と

木刈親子読書会の
例会風景

した印西町立（当時）木刈小学校
たことから、
「継続した親子読書

年・高 学 年 、中 学 生 以 上 の ５つ

60

会を」の声が高まりました。しか

精力的に活動してきました。

地縁もない地域で、ゼロから始め

の実演活動、協力しての講演会開

タウンの誕生とともに、
図書館も、 流館などで読書会を開くだけでな

木刈親子読書会は、千葉ニュー

代 表 長尾 さ お り さ ん

しています。また、「絵本の会」「本

59

催をし、地域住民への読書推進に

20

た親子読書会です。
59

し、町に図書館がなかったため、 のクラスで、月１回の読書会＝例

23
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第一集・第二集を「昔ばなしセミ

代表を務めています。２０２０年

年）には『八重山の昔ばなし』 賀県親と子の読書会協議会」の副
ています。

員および会員外へも情報を発信し

井さん自らが編集、発行して、会

な読書活動を展開しました。地域

文庫を立ちあげ、本格的かつ多彩

子読書会、子育てグループで地域

ごしま文庫の会」に入会し、各種

動に関する学びの場を求めて「か

つけました。また、さらに読書活

文庫「星ヶ峯地域文庫」は、鹿児

部の集まり「昔話を楽しむ九州沖

学習会の運営に参加。九州の語り

これらのグループも各方面より

ナー」
事務局として発行するなど、 （令和２年）には劇団を招致して
その活動の広がりは沖縄県内でも 『泥かぶら』の神埼市・佐賀市で

に絵本棚を設置してもらい、市立

さまざまな表彰を受けています。 島市に交渉して建設予定の福祉館

２００９年（平成 年）からは、 その中心となる吉井さんのリー

の公演を実現しました。

縄交流会」の世話人として 年間

沖縄出版協会
りを行うグループ「ゆめどん」の

育て支援、市内図書館での読み語

神埼市内の老健施設、保育園、子

本と人の架け橋として大きく活躍

きく評価されており、
これからも、 １回のおはなし会と図書の貸出を

ダーシップ、実践の確かさも、大

運営に携わり、他県の読書グルー

されることが、
期待されています。 その後市内で建設された福祉館に

は、交通費以外は受け取らないと

ボランティアとして参加する際に

神の追求も、
鳥羽さんの特徴です。

また、徹底したボランティア精

プとの交流を深めてきました。

代表に。さらに２０１２年（平成

は絵本棚が設置されるようにな

年）からは家庭での親子読書を 【推薦者】

いう信念で、幼稚園・保育園など

実施。この実践は高く評価され、

図書館からの団体貸出を受け、週

会長 大城佐和子

高く評価されています。

【推薦者】

《個人の部》

さん

り、新たな地域文庫が鹿児島市内

でのおはなし会の謝金はすべて絵

に次々と誕生しました。１９９５

本購入に充て、その絵本を園に寄

神埼市立図書館

年（平成７年）からは、市内のホ

鳥羽さんは自分が学んできたこ

付しています。東日本大震災被災

と、ボランティア活動の意義や意

スピス内に「ひだまり文庫」を開

伴い、今年、
「ひだまり文庫」は

味の追求への意志を後進へつな

地支援も続けています。
新興住宅地内のこども園・保育園

き、患者とその家族、市民に開放

館長 松永武宏

啓子

に併設された絵本館として再出発

してきました。ホスピスの改装に

推進する「家読姉」の代表も務め

活躍しています。

鳥羽

さん

ており、神埼市内、佐賀県内の読

「みんなに読書の楽しみ、喜びを

「家読姉」では、読み語りだけで

子育て、仕事で時間に追われて、 ことで、地区の中での本を通じて

鳥羽啓子さんの読書活動の原点

鹿児島県鹿児島市

交流が生まれるきっかけを作って

所

います。その中から、地区在住の

住

なかなか本にふれる時間がとれな

んを中心に結成された県立図書館

かったそうです。しかし、孫に絵

読み聞かせグループ「さざなみ」

げることにも力を入れています。
プと連携する新しい形の地域文庫

は、短期大学在学時に師事した椋

として、これからが期待されてい

ベトナム人技能実習生との国際交

本を読むようになった１９９４年

流も始まり、近年では技能実習生

まえ、おはなしを聞かせてくれた

を招待して「文化交流会」を開催、 たら、子どもに本を読んでくれた

２０００年（平成 年）に鳥羽さ

（平成６年）から、それまでを取

簡単なベトナム語教室や民族舞踊

しました。園の保護者と読書グ

り戻すかのように活発な読書活動

は、県内各地のおはなし会にボラ

ループが、
地域の施設・読書グルー

を実践し、今日まで継続していま

ます。
七夕飾り工作をするなどの成果に

和 年）の長男誕生を機に、実践

にあります。１９７７年
（昭
と歌を披露してもらい、
「家読姉」 まえ」

１９９４年（平成６年）の「おは

た研修会でも、鳥羽さんは講師と

ンティアとして参加し、各地域で

して活躍し、
「鳥羽さんに学びた

の読書活動の核となっています。
「おはなし会ケムケム」
「家読姉」 の地に転居してからは、地域の子

多くの絵本作家、児童文学者、読

い」という思いで参加する人も多

鳥羽さんの実践の特徴は、学び

育てグループ「のびっこ」を仲間

書活動実践家と縁を結び、鹿児島

また、公共図書館・学校図書館職

神埼市内の３つの小学校、神埼市

では、おはなし会の様子やおすす

と立ちあげ、読み聞かせなどの学

への姿勢にあります。東京子ども

内図書館での読み語りを継続して

めの本の紹介をたくさんの写真と

２００８年（平成 年）には「佐
20

演会・学習会に積極的に参加し、 員、地域ボランティアを対象とし

います。

での講演会・講座の開催へと結び

図書館や全国各地の読書推進の講

12
習会を開始。さらに、小学校の親

１９８１年（昭和 年）に現在

が始まりました。

52
ともに手書きで紹介する通信を吉

なし会ケムケム」への入会です。 つながっています。

56

ス タ ー ト と な っ た の は、 からは日本の昔話紙芝居の実演と

す。

鳩十さんの教え「子どもが生まれ

を推進してきた、吉井久子さん。 はなく、多読者の表彰なども行う

伝えたい」の意気込みで読書活動

住 所 佐賀 県 神 埼 市

30

15

吉井 久子

21

書グループの中心人物として広く 《個人の部》

24
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（3） 第 649 号

（4）
へ引き継がれています。

く、その活動と精神は確実に次代
活に欠かせない点訳物を提供して

祉関係の書類など、趣味・市民生

11

★受賞決定までの経過

選考経過報告をする
秋本敏さん

祉法人 草津市社会福祉協議会と

中心となる点訳活動は、社会福

まざまな活動を展開しています。

書館のすべての利用者の読書を支

らなる拡充が求められる現在、図

館における障がい者サービスのさ

選考委員会をオンライン形式で

●２０２１年
（令和３年）
９月 日

員会に提出しました。

などの結果をまとめ、選考委

開催。慎重な審査の結果、２
草津市立図書館

賞受賞を決めました。

１団体の野間読書推進賞奨励

団体２個人の野間読書推進賞、
館長 武村 彰

を年 回、市社協広報紙『社協く 【推薦者】

います。市広報紙『広報くさつ』 敬されるべきものです。

えるあゆみ会の活動は、貴重で尊

16

さつ』を年４回点訳し、利用者へ

★野間読書推進賞について

34

44

15

14

27 31

26

13

80

14

41

10

草津市立図書館の会議室で行って

55

発送しています。そのほか、市立

12

図書館資料、選挙関係の書類、福

野間読書推進賞賞牌

公益社団法人 読書推進運動協議
【推薦者】
きました。選挙時には、点字投票
会は、出版界と読書界との協調をは
（令和３年）
５月 日 ☆選考委員
鹿児島県読書推進運動協議会 の判読もするなど、視覚障がい者 ●２０２１年
かり、広く国民各層に対し、読書の
全国都道府県教育委員会委員長
会長 古川仲二 の権利を支援しています。

普及を促進し、もってわが国の文化
および教育長、都道府県中央図 秋本 敏
あゆみ会では、点訳の啓発にも
《奨励賞》
と社会の進展に寄与することを目的
公益社団法人 日本図書館協会 として、１９５９年（昭和 年）に
書館および読書推進運動協議会
取り組んでおり、草津市内の小学
草津点字グ ル ー プ
創立。以来、
「読書週間」をはじめ
図書紹介事業委員会 委員長
のほか、全国市町村教育委員会
校・中学校や、地域での点字体験
多くの事業を行っております。
あゆみ会
連合会、
日本ＰＴＡ全国協議会、 黒木義博
教室での指導・協力にも参加して
「野間読書推進賞」は、
「読書週間」
公益社団法人 全国学校図書館
日本新聞協会、日本放送協会、
います。教室に参加した子どもた
の関連事業として１９７１年（昭和
協議会 総務部部長代理 読書
日本民間放送連盟などに候補者
ちが、視覚障がい者へ向けて自ら
住 所 滋賀 県 草 津 市
年）に創設したもので、地域・職
活動振興プロジェクト担当
推薦を依頼しました。
点字の手紙を書いたこともあり、
域などにおいて、永年にわたって読
代 表 山田 元 茂 さ ん
書の普及に力を尽くし、読書推進運
（令和３年）
７月 日 野上 暁
点訳の意義と魅力を地域へ確実に ●２０２１年
動に貢献された団体・個人を顕彰し
候補者推薦締切。推薦数は 団
児童文学・文化評論家
草津点字グループあゆみ会は、 広げてきました。
てまいりました。
体、２個人。
一般社団法人 日本国際児童図書
１９８０年（昭和 年） 月に発
地道にコツコツと続けてきた活
、
この賞は１９６９年（昭和 年）
（令和３年）
８月 日
評議会 副会長
足しました。
「ひとりでも点訳物 動は、会員同士の絆を強くしてき ●２０２１年
講談社社長・野間省一氏（当時・故
感染症対策のため、選考準備委
（五十音順） 人）から、読書推進運動協議会が社
が必要な方のために」を活動方針 ました。そして、点訳資料が市立
団法人となったことを機に、基本財
員会をオンライン形式にて開
に、活動がきわめて困難な時期も 図書館の書架に配置され、点訳資
産として金１千万円、その後、講談
催。委員より提出された各候
ありましたが、会員がともに励ま 料を必要とする人が日常的に図書
社創業 周年、 周年を記念して計
補者への評価・その理由を事
しあいながら、今日まで 年間、 館を利用することは、すべての図
３千万円の寄付を受け、その基金を
務局でまとめた資料をもとに
たゆむことなく点訳物を提供して 書館利用者が点訳の必要性・重要
中心に贈呈しています。
討議し、 団体２個人を選出。
きました。現在の会員は 名と少 性を理解し、共感を深める地域の
第１回から第 回までを「読書推
か
進賞」
と称し、
１９８５年
（第 回）
これについてさらに実情調査
ないですが、まさに少数精鋭、さ 絆へつながっています。公共図書
ら、故人の遺徳を偲んで「野間読書
推進賞」と改称しました。
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挨拶と祝辞

始まり、今回、第 回を迎えまし
た。本日は本賞２団体・２個人、

読書推進運動協議会が主催す

てきております。

奨励賞１団体を顕彰いたします。 る、春の「こどもの読書週間」に

げるとともに、熱意ある取組に対

えて、来年度策定予定の次期「子

推進することとしております。加

供の読書活動の推進に関する基本

し深く敬意を表します。
本年は「子どもの読書活動の推

進に関する法律」
施行 周年です。 的な計画」の準備を進めており、

したが、２０２１年は１７００件

主催者数が８２０件まで減少しま

り、読書は、子どもが、ことばを

法第二条にも規定されているとお

動をいっそう推進するよう努めて

この計画を基に、子どもの読書活

おきましても、２０２０年は行事

て、受賞者は２３７の団体・個人

いくこととしています。

本日受賞されるみなさまを含め
の方々を数えます。

学び、感性を磨き、表現力を高

がいた」
です。今年のポスターは、

月９日まで続きます。今年の標

回 読書週間は、来週火曜日の

推進運動にたずさわるみなさま

せませんが、受賞者をはじめ読書

コロナ禍の終息はまだまだ見通

ます。

ご協力にあらためて感謝申しあげ

て自主的に読書活動を行うことが

らゆる機会とあらゆる場所におい

ものであり、すべての子どもがあ

ていくうえで欠くことのできない

生をより深く生きる力を身に付け

した。
関係者のみなさまのご努力、 め、創造力を豊かなものにし、人

願い申しあげます。

の推進にご尽力を賜りますようお

門性を生かし、引き続き読書活動

これまでの知見や経験、そして専

の豊かな読書環境の実現のため、

なさまにおかれては、子どもたち

読書推進運動に携わっているみ

と、ほぼ例年並みに回復いたしま

また先月 月 日に始まった第

澄んだ青空が印象的で、特に若い

できるよう、積極的にその環境整

会長

野間

省伸

語は「最後の頁を閉じた 違う私

方に人気が高いようです。

が、これからも健康で安全に活動

備を推進することが求められてい

主催者挨拶

昨年は新型コロナウイルス感染

を続けられますよう、祈念いたし

公益社団法人 読書推進運動協議会

症の流行により、読書推進運動も

ます。

結びに、本年で第 回を迎えら

本日「野間読書推進賞」を受賞

まして、ご挨拶といたします。

を積み、工夫を凝らすことによっ

辞

大きな制約を受けてしまいまし

ご選考にあたられた秋本敏さ

て、各地で活動が力強く再開され

じめとする読書活動の推進に、長

意を表するとともに、ご参集のみ

このため、文部科学省では、コ

なさまのますますのご活躍とご健

年にわたり取り組まれている公益

み聞かせ会などを奨励するととも

勝を祈念申しあげ、私のお祝いの

ロナ禍が長期化する中、各地で創

に、
昨年開設した
「子供の読書キャ

ことばといたします。

よび関係者のみなさまに心から敬

ンペーン～ もっとひろがれ！ 本

社団法人 読書推進運動協議会お

の森～」に、児童生徒や保護者

意工夫して行われているオンライ

への文部科学大臣メッセージや、

幸枝
本日「野間読書推進賞」を受賞

著名人のお勧め本の追加など内容

について、心からお祝いを申しあ

献してこられました。本日の受賞

おける読書活動の普及に大きく貢

進に精力的に取り組まれ、地域に

各地域などにおいて読書活動の推

が連携して、読書活動を総合的に

間団体など幅広い関係者・機関等

業」を要求し、図書館や学校、民

は、新たに「読書活動総合推進事

また、令和４年度概算要求で

受賞されたみなさまは、長年、 の充実を図りました。

根本

されたみなさま、まことにおめで

ンを活用したビブリオバトルや読

れました「野間読書推進賞」をは

51
とうございます。

文部科学省 総合教育政策局
社会教育振興総括官

祝

た。しかしながら、その後、知見

贈呈式

20

51

27

されるみなさま、本当に、おめで

10

とうございます。

11 75
ま、黒木義博さま、野上暁さまの
お三方、本当にありがとうござい
ました。
おかげさまで東京都の緊急事態
宣言も解除され、本日無事に贈呈
式を迎えることができました。昨
年同様、人数を限定しての開催と
なりましたが、お忙しいなか、ご
列席くださいましたみなさまに厚
く御礼申しあげます。
「野間読書推進賞」は、長く読書
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
対して贈られます。１９７１年に

開式の挨拶をする
野間会長
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り両方の接点から人びとが繋が

長していきます。

もたちとともに読書を楽しみ、成

本を手配するか、活動場所はどこ

会員がありません。ひとりでも読

もありたいへん困難になり、新入

動を進めていくことがコロナ禍で

本を自分で用意できないとは、と

員に、わが子の子育てに使用する

タウンの街開きとともに、図書館

木刈親子読書会は、千葉ニュー

け入れ、その一人ひとりが自信を

尊重し、ありのままの子どもを受

く子どもを愛し、子どもの人格を

で大切にしてきたことは、こよな

周年を迎えます。これからも子ど

します。

どうか今後ともよろしくお願い

り、人と人とが支えあい思考の幅
を広げられる環境にあります。近
ごろよく話題になる多様性につい

にするかと、山積みの課題を抱え

書会の趣旨を理解して入会する人

ています。近年、親子で集まり活

ての見切り発車でした。それはひ

を発掘することが、当面の課題で

ても 柔軟で素晴らしい意見がで

とえにわが子のため、地域の子ど

ない地で本を媒介とする活動の厳

もたちのために豊かな読書環境を

受賞の知らせを受けたとき、私

いったような辛辣な批評、意見を

も、地縁もない地で始めた親子読

持ち、考え、行動することです。

間もなく木刈親子読書会は、

す。

まりでした。

を引き受けてなんとか始まりまし

たちは子どもたちと読書会の最中

浴びたこともありましたが、いま

書会です。けして順風満帆な歩み

【上】毎年行われる読書会「戦争と平和
を考える会」
。今年は丸木俊・位里さん
の『おきなわ島のこえ』を読みあいまし
た
【右】
自然観察、
野外でのおはなし会など、
地域の環境を活かした、のびのびとした
活動も、木刈親子読書会の特徴です

40

整え、健やかな成長を切望するあ

しさ、特に子どもたち各自にどう

野間読書推進賞を受けて

子どもたち と と も に
歩み続けて 年
県立中央図書館に働きかけた結
果、印西町立中央公民館図書室が

たが、予期せぬことが多々ありま

相互貸借サービスのステーション

このたびは栄誉ある野間読書推

した。想像を絶することですが、

隆子
（千葉県）

進賞を受賞でき、たいへんうれし

で、会員一同歓喜して躍りあがり

図書館を利用したことがない町職

ました。それ以来、愉快で満足な

を続けてきた訳ではありません。

幸い、読書会には縦割りと横割

いままで活動を続けていくうえ

では、苦い思い出です。

当初の大きな問題は、図書館が

す。

すがすがしい日々を送っていま

います。

く思っています。ありがとうござ

顧問 中村

木刈親子読 書 会
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⇧賞状・賞牌を受け取ったのは
代表の長尾さおりさん

⇧木刈親子読書会のみなさんで
記念写真！

保育園、幼稚園、小中学校での読

以来、児童室での読み聞かせ ③

市立図書館が開館した１９９０年

会文庫まつりを毎年開催 ②石垣

２０２１年「第 回野間読書推進

活動優秀実践団体」文部科学省、

プ」
、２００４年「子どもの読書

２ ０ ０ ２ 年「 優 良 読 書 グ ル ー

くもりを子ども心に灯し続けてま

も」
を結ぶ種子が蒔かれ、
絵本のぬ

育て情報、交流の場に「本とこど

い母親の学習会の一環として、子

１９７５年６月、平得婦人会の若

校、
「八重山昔ばなし再話集」第

２０００年から２０１９年まで開

ばなし大学（小澤俊夫主宰）を

み聞かせ ④地域情報月刊誌「や

に留め、出会う子どもたちに、絵

義や目的をしっかりと会員一同心

連おすすめの一冊」掲載 ⑤昔 「八重山昔ばなし再話集」第三集

いま」に１９９０年以来「文庫

本の世界の豊かさ、楽しさ、美し

賞」を受賞しています。

いりました。絵本の読み聞かせや

一・二集発刊 ⑥市立図書館主催

さを創造する力をしっかりとつな

話が鳴り、読書推進協議会事務局

話の里めぐりなどを開催していま

児童文化講演会や文庫まつり、民

童文学、絵本作家の先生方による

先生方へ感謝の気持ちでいっぱい

いた沖縄出版協会、
選考委員会の

て感無量になり、
推薦していただ

ます」とのこと。
その朗報を受け

定されました、
おめでとうござい

した。しかし、残念なことに分館

もに図書館の行事にも協力できま

アドバイザーも取得し、仲間とと

分館長を勤めていたおかげで読書

した。私は沖縄県立図書館八重山

石垣市文庫連絡協議会の 年の
あゆみをつづってみます。

と。そのために ①講演会、学習

大人にも子どもにも育ち広がるこ

高め、読書を楽しむ豊かな感性が

目的は子どもの読書への関心を

37

【上】
「文庫まつり」では、イベントだけ
ではなく、沖縄昔話の絵本がずらりと並
べられる
【右】文庫連のみなさん。
「ばがなつ」は
八重山のことばで「若夏」のこと

１９９５年「青少年優良団体」
、 げるよう、がんばっていきます。

これからも野間読書推進賞の意

の発行を予定しています。

現在は、
活動のあゆみの記念誌、

地域行事にも参加してきました。

り参加、と活動してきました。

そんな折り、１９８４年 月

「選考委員会に
長 小塚さんより、

での体験・経験を会員に広め、児

東京都多摩市での「子ども文庫」

文庫連では、潮平俊 前会長が

連絡協議会が結成されました。

日に市内９つの文庫で石垣市文庫

12

は２０１２年３月閉館です。

てくださったことに「ありがとう
ございます」と深々と頭を下げた
ものです。
絵本の出会いと文庫活動を振り
返ってみます。
私の住む石垣市平得地域に

51

「ブックスタート」２０１１年よ

野間読書推進賞を受けて

子どもたち の 豊 か な 心 と
想像力を育 む た め に
石垣市文庫 連 絡 協 議 会
会長 新城 由 利 子
（沖縄県）
２０２１年９月 日、手元の電

11

て第 回野間読書推進賞受賞が決

13

になり、
これまでの活動を評価し

51
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⇧文庫連の一員「ひまわり文庫」の
子どもたち

⇧ 挨 拶 で 沖 縄 民 謡『 て ぃ ん さ ぐ
ぬ花』を披露する新城さん

齢者で
「読書が楽しくなった」
と喜

くしてほしいとの思いから七夕や

アハウスがあり、住民ともなかよ

たがいの文化にふれあいました。

ばれ、私もうれしくなります。当

します。
脳を活性化するため、
ふた

このところのコロナ禍で、行事の

クリスマスなどに交流会を開き、

つの絵の間違い探しやクロスワー

中止を余儀なくされ残念です。

ベトナムの舞踏や歌の披露、ベト

講座なども実施しています。児童

ドパズルにも挑戦、その後「いき

を願いつつ、今回の受賞を励みと

日、
おはなし会も開いています。
絵

センター、保育園、小学校、高齢

いき百歳体操」
をスタートします。

して読書の輪をもっと広げ、たく

ナム語教室、
しめ縄づくりなど、
お

者施設、図書館、書店などで活動

日ごろ考えているのは、読書活

さんの人に本の楽しさ、すばらし

本と紙芝居の読み語りをし、
参加

しながら、たくさんの本と人との

動をきっかけに地域の連帯感、助

さを伝えたいという気持ちを強く

ウハウや教材、
小道具作りの指導、 者と早口ことばなどで発声練習を

出会いがあり、
「本っていいなあ」

けあいの心が育つことにつながれ

んでいます。私が住んでいる千代

読」を始めた翌年スタート。市立

出を行っています。毎月発行する

にも本を持参。利用者の多くは高

月１回は近くの市営住宅集会所

催しています。

の代表として
「零歳から百歳まで」 クリスマスのおはなし会などを開
をモットーに、読み語りを続けて
きました。佐賀県まなび課の依頼
を受け、いろんな場所で活動のノ

しています。

【上】みどり保育園での読み聞かせ講座。
保育士さんはみな、熱心に取り組んでく
れます
【右】姉集落センターでのおはなし会は
さまざまな年齢の人が集まります

にはベトナムの技能実習生のシェ

早く従来の日常生活が戻ること

といつも感じています。夫も退職

ばいいな、
ということです。
地区内

ニケーションを図る「家読（うち

お年寄りまで家族が一緒にコミュ

地元の神埼市では、子どもから

はよき理解者です。

後に活動に加わって 年。いまで

野間読書推進賞を受けて

出会いがつ な が り 広 が る
「本っていい な あ 」

吉井 久 子 （ 佐 賀 県 ）

どく）
」事業に 年前から取り組

でいいのだろうか」という思いが

いと、みんなが歩いて行ける集落

田町姉地区にも読書の輪を広げた

図書館、
県立図書館からの貸与に、

手作りの「うちどく姉だより」で

代田お話し会「ケムケム」のメン

26

バーに加わり、
その後「ゆめどん」 また、年間多読賞表彰や夏休み、

は地区内のトピックなども紹介。

親と子の読書会協議会で副会長を

わが家の本も加え、毎月２回の貸

ありがたく光栄なことだと深く感
現在、発足 年を迎える佐賀県

謝しております。

とを評価していただいたことに、 センターを拠点として、市が「家

あね

ありましたが、地域のみなさんと

受賞のお話を受けたときに「私

15

の交流、一緒に取り組んできたこ

11

務めておりますが、 年前から千

45
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⇧読み語り仲間のお連れあい・
英隆さんと一緒に

⇧アオザイ姿で踊る、ベトナムの
技能実習生たち

2021年1 2月1 5日

読 書 推 進 運 動
（第三種郵便物認可）
（9） 第 649 号

多くの方々が、つぎの世代に本の

ちの役割かと思います。そういう

本を結びつける読書ボランティア

ンティアの役割と、子どもたちと

と利用者の方と繋げる図書館ボラ

どいただきふたつの役割、図書館

と、図書館の方々の支援や連携な

図書館が好き、人が好き〟な方々

今回、受賞の帰りを待ってい

動を続けていきたいと思います。

ら皆と無理せず、
楽しみながら、
活

る全国の方々との交流も続けなが

講座修了生の方々など、ご縁のあ

語り手仲間や東京子ども図書館の

し輪を広げています。九州各県の

の闘病生活の中で、いつか子ども

たかのように、ともに活動をして

たちの現場に帰りたいと申してお

の役割を担い、長年、子どもたち

す。また、ストーリーテリングの

りました。彼女の想いとともに、

楽しさを繋げていってくださって
私自身の読書歴を考えてみます

会「おはなしの森」は、
「自分た

これからも皆と歩いてまいりたい

いた友人が旅立ちました。２年半

と、
眠る前に母がおはなしを聞か

ちでできることは」
と学びあいな

の現場で絵本やおはなしを届ける

せてくれたこと、
小学３、
４年生の

がら講師を招いての児童文学やお

幸せな時間をいただいておりま

担任が毎日国語の時間に宮沢賢治

と思います。

いると思います。

を
「今日はここまで」
と読んでくだ

はなし会、おはなしの講座を開催

書館に走ったこと、
それから図書
室の片隅で多くの本と出会い、
本

幼いころより本が好きで、出

子や地域で同じ想いの方々との地

さった椋鳩十先生、
母となり、
わが

くれたまえ」
ということばをくだ

【上】
「ストーリーテリングの会『おはな
しの森』
」では、２年半かけて『おはな
しのろうそく』全収録作品を語り、収益
を東日本大震災被災地へ寄付
【右】鹿児島県内各地で講師を務める

さって、
その先が気になり学校図

野間読書推進賞を受けて

導いてくれ た 人 、 と も に 学
んだ人の想 い と 歩 み 続 け る

鳥羽啓 子 （ 鹿 児 島 県 ）

会ってくださった方々から多くの

域文庫活動、
松岡享子先生との出

を開く幸せな時間を過ごしてきま

ものをいただき、いまも多くの

会いで耳で聴く読書、
おはなしの

このたびは日々重ねてきたこと

方々に支えられ今日があると感謝

世界の楽しさも知りました。
同時

した。
学生時代
「君たちがお母さん

しております。この賞は今回ひと

に、
ホスピス病院内に
「ひだまり文

になったときに子どもに本を読ん

りがいただいたものでなく同じよ

庫」
を作り、
どんな場所にも本のあ

が、思いがけずに大きな賞をいた

うに地道に活動をされている多く

でくれたまえ、
おはなしを語って

の読書ボランティアの方々に贈ら

る生活をということが、
学びの会

だくことになり戸惑っておりまし

れたものと思っております。野の

県立図書館ボランティアグルー

に繋がっていったかと思います。

た。

花のように小さな花が咲き実を結

プ「さざなみ」は “本が好き。

び風に吹かれて種が飛び、また、
花を咲かせて広げていくのが私た

⇧東京子ども図書館でともに学ん
だ全国の仲間とおはなし会を開催

⇧賞状・副賞贈呈後には
壇上で記念撮影

子どもたちが、楽しそうに学んで

動を長く継続していきたいと思っ

す。これを糧にして、今後も、活

コロナのために中断しています。 いただいたものと、感謝していま
いる姿を、とてもうれしく見てい

ています。
点字文書は、視覚障がい者のみ

ます。興味を持ってもらえて、将

なさんにとっては、重要な情報源
です。なんとかうまく、世代交代

来、点訳活動への参加につながる

ができないものかと悩む日々で

と幸いだと思っています。
現在、会員の多くが高齢者で

す。今回の受賞が、会の拡大のひ

と、
『藤子・Ｆ・不二雄 ─「ドラ
くま評伝シリーズ／筑摩書房）の

す。目が見えにくくなったり、集

張って作業に精を出しています。 います。

中力がなくなってきたりしていま

今回の受賞は、われわれの先輩の

２冊に取組中です。 ひとつの本

いろいろな意味で、いい勉強にな

方々をはじめ、関わったすべての

をゆっくりと吟味しながら読む機

ります。

とつのきっかけになればと願って

「広報くさつ」は、毎月、月初に

人たちの、永年の努力を評価して

ります。点訳作業は、各自が自宅

こともあります。特に、広報は、

の打ちあわせを行っていました

書館点訳の打ちあわせと、計３回

「広報くさつ」の打ちあわせ、図

報が重なる月は、たいへんな忙し

を行っています。このふたつの広

され、これも点訳し、印刷、発送

福祉協議会の広報が、年４回発行

【上右】広報、雑誌の点訳を製本して、
視覚障がい者へ郵送
【上左】点訳はパソコンに入力、打点機
より点字で出力されます
【右】学びあいながらの点訳作業

発行されます。 日過ぎに原稿を

会は、なかなかありませんので、 すが、それでも、全員元気で、頑

えもん」はこうして生まれた』
（ち

野間読書推進賞を受けて

点訳の大切 さ 、 楽 し さ を
つぎの世代 へ
草津点字グ ル ー プ あ ゆ み 会
入手し、打ちあわせで内容を確認

で行い、メールのやり取りで、校

し、分担を決めて点訳に取りかか

このたびは、奨励賞受賞の栄に

正や編集を行います。完成した点

間違った情報をお伝えすることの

現在会員は 名で、主に、図書
館の蔵書の点訳と、草津市の「広

が、コロナ下の現在は、毎月２回

このほかに、例年は、小中学校

さになります。

『強父論』（阿川佐和子／文藝春秋） に数回行っていましたが、
現在は、

図書館蔵書の点訳は、本年は、 からの依頼による点字教室を、年

ながら活動しています。

に減らして、感染対策に気をつけ

毎月、例会（情報交換と勉強会）
、 正を行っています。また、市社会

取り組んでいます。コロナ前は、 ないよう、綿密に打ちあわせや校

報くさつ」の点訳と印刷・発送に

訳冊子は、１００ページを超える

浴し、一同、たいへん喜んでいま

代表 山田 元 茂
（滋賀県）

20

す。
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⇧控え室で野間会長と談笑する
山田さん

⇧図書館まつりの点訳しおり作りで
子どもたちの講師を務めています

野間読書推進賞
これまでの受賞者からの近況報告
第 回 １９９１年

本年の贈呈式にあわせていただ
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）。

個人 前田敏子さん（八戸市読書

第 回 ２０１１年

新鮮に蘇らせた作業でした。

この試みは「書く、語る」記憶を

びを、
おのおのが書き送りました。

団体連合会） 青森県

第 回 ２００６年

＊コロナ禍で今年の計画はほとん
どできずにおります。
総会を開催

団体 みきおはなし会＊絵本の森

しましたが、ブックスタートでの （西尾美智子さん） 兵庫県

＊「０歳から１００歳まで読書を
小栗和子さん、イラストは地元の

』が で き
mound(Nezumizuka)
ました。訳は達也の教え子である

つくることが大事だと思っていま

人は養い、子どもに本の出会いを

ている本を見極める眼を私たち大

ん。そのために子どもが必要とし

に親しむ環境づくりが欠かせませ

ザー養成講座」
の開催予定です。

事業
「親子ふれあい読書アドバイ

書会」を開催。 月には県の委託

呉勝浩氏の作品をテーマ本に「読

直木賞候補になった郷土の作家

ひとときでした。

実り、愉しく熱いあっという間の

万全の対策に地域の方々の協力も

･ 谷川義史絵本ライブ』を、みなさ
んの協力で無事開催できました。

ろいろな行事が中止になるなか、 と共催で、コロナの状況の中『長

＊三木市立図書館〈青山図書館〉

楽しみましょう」の合言葉で、コ
中学生・高校生が担当です。

す。全国で同じ歩みをしておられ

読み聞かせは昨年度より中止。
い

ロナ禍の中でも県内を５グループ
第 回 １９９５年

こ塚ねずみ塚』の英訳本『 A cat う。デジタル化のネット社会が進
mound(Nekozuka),A mouse むいまこそ、子どもの時期には本

41

ばっています。

い会にしようと、幹事一同、がん

菜を種から育てようと…… 楽し

し会を計画、絵本を通してミニ野

今年は食育をテーマにしたおはな

が出たりと、普段の読書会とは異

会場へ外出することをためらう方

会の会場が使用禁止になったり、

書時間を多く持てましたが、読書

強く受けました。個人としては読

＊この一年間はコロナ禍の影響を

さん）徳島県

自がそれぞれの場所で自主練に励

の活動はむずかしいのですが、各

＊続くコロナ禍により、参集して

田陽子さん） 北海道

団体 十勝子どもの本連絡会（沼

介添人もお願いできず、外出もま

え、相変わらず視覚障がいの方は

＊規制が幾分緩和されたとはい

野いと子さん） 岐阜県

団体 関音訳の会 しおん（波多

第 回 ２０１２年

県大会も県立図書館のみなさま

第 回 ２００８年

と力をあわせて無事、表彰式のみ

なったものとなりました。それで

子連れや、小学生のお子さんたち

図書館などの活動も始められ、親

へ、心からお喜び申しあげます。

＊野間読書推進賞受賞のみなさま

斐栄さん） 大分県

団体 大分子どもの本研究会（甲

きにわたる活動によって、どれだ

らの普及活動に期待いたします。

開催することができました。

も少しずつ読書会を開いていま

との再会を喜んでいます。

け多くの子どもたちの心に、本の

吉井久子さん手作りの「うちどく姉だより」
本の情報、参加者の反応が満載です

り組んでいます。

選びに悩みながらも、前向きに取

くよう、工夫と知恵を絞って作品

もたちの心に少しでも寄りそい届

マスク越しの読み聞かせ、子ど

ました。レパートリーが多岐にお

エスト本がまたまた増えてまいり

たちの音訳本が楽しみだと、リク

になっておられます。なので、私

オケ禁止が続き、閉じこもり状態

出かけられていた施設では、カラ

まならない。カラオケを楽しみに

42
第 回 ２０１０年

んでいます。

個人 小林静子さん（栃木子ども

第 回 １９９４年
継承者 清水喜久栄さん） 静岡県

たのしさが刻まれたことでしょ

個人 清水達也さん（
「遊本館」 みなさまの四半世紀以前からの永
＊清水達也再話で『静岡県昔ばな

）
村惠美子さん〈第 回 個人〉

団体 青森市読書団体連絡会（西

時代もの、有名作家全集、宗教本、

よび、
ミステリー・推理もの、
偉人・

で、毎月の学習会で行っていた学

で、意欲は増しています。そこ

＊事業活動が中止になった一方

青森県

ける姿をとがんばり、お礼や感想

作製、発送と、早く喜んでいただ

を手分けして、録音、校正、ＣＤ

古代遺跡本、マニア本など、会員

45

31

し』
（静岡新聞社）に収録の『ね

40

＊コロナの感染状況も一段落し、 第 回 ２００１年

す。

るみなさまに敬意を表し、これか

11

の本連絡会） 栃木県

集まり、
計画を話しあっています。 奨励賞 板野町読書会（橋本雅公

25

会（光岡澄子さん） 佐賀県

36

38

に分けて地区別の幹事が月に１回

団体 佐賀県親と子の読書会協議

21

24

2021年1 2月1 5日
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（11） 第 649 号

いています。また、国会図書館に

の電話にこちらも喜ばせていただ
たり、小学校の出前おはなし会や

館訪問の際に読み聞かせを担当し
第 回 ２０１４年

と思っています。

反映できるよう取り組んでおりま

に学び、
自宅での点訳活動などに

ターより出演依頼があり、 月３

施設です。同館のミニツアーシア

点字本、弱視者用大活字本の製作

＊コロナ禍で制限はあるものの、 ためままならない状況ですが、手

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

も数冊、あげていただきました。

づくり作品の制作や補修など、い

年度・今年度はコロナウイルスの

ど年間１００回近くの活動も、去

高齢者施設などへの毎月の訪問な

さんとお母さん５組の参加でし

ちゃんから２歳ぐらいまでのお子

とができました。生後５か月の赤

て」講座を 月 日に開催するこ

た児童センターでの「絵本と子育

＊コロナで１年近く延期されてい

個人 寺澤敬子さん 群馬県

＊新型コロナ感染症がいまだ収ま

もの本連絡会） 大阪府

個人 野々上律子さん（吹田子ど

ことを願っております。

も中止）
を開催できる状況に戻る

突きあわせた例会や新年会
（今度

す。
以前のように、
机を囲んで顔を

で参加してくれました。

紙芝居またはお手玉あそびに喜ん

親子連れの市外の方が多く、大型

た。対象者は図書館の見学者で、

など活動の場を設けてもらいまし

日、久しぶりに紙芝居、昔あそび

月例会は人形劇の着物づく

までないとできないことをメン

た。手遊びやわらべ唄、絵本の読

らないなか、さまざまな講演会、 り。 月、 月は語り部の練習です。

れないほどのたくさんの本を、届

の充実が必要と思います。読みき

本の周知と、なおいっそうの図書

も、会員は、会に集まると楽しく

休会を余儀なくされました。で

め、４月と５月、今年度も９月は

新型コロナウィルス感染防止のた

ひとときでした。

して読む喜びを味わえた、楽しい

して私自身も、久しぶりに声に出

方もリラックスしている様子。そ

た。赤ちゃんの笑顔に、お母さん

＊会は、去年度、発足以来初めて、 聞かせの大切さをお話ししまし

すよね。本来の豊かで温もりを感

り対面でのコミュニケーションで

らしに大事な「文化」は、やっぱ

すれていると思います。人間の暮

来の「五感」を通しての交流はう

での参加
研究大会などが Zoom
となっている日々です。人間の本

月）
。
タブレットでの参加に初挑戦

イン講座で開催中です
（９月～

＊沖縄県子どもの本研究会の「第

どもの本研究会） 沖縄県

期 子どもの本の学校」
がオンラ

えてもらい、地元のしろませいゆ

で悪戦苦闘。小学生の孫たちに教

団体 図書館ボランティアサーク

う先生の講座を無事受講すること

交わします。ときには脱線をした

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

じる日々をとり戻したいです。

りしますが、これからもぼちぼち

第 回 ２０１５年

ル かやのみ会（東谷恵子さん）

と子どもの本に関わっていきたい

12

45
第 回 ２０１６年

山形県

個人 平田恵美子さん（沖縄県子

けたいのです。

テキストについていろんな意見を

12

第 回 ２０１３年

団体 しらはま子どもの本の会

13

視の児童・生徒はおり、とても困

11 10

10

み聞かせをしながら家庭での読み

盲学校以外の普通学級でも、弱

バー 人でやっております。

10

はほぼ順調に進んでいます。

44

難な読書環境にあります。大活字 （坂本美枝子さん） 和歌山県

10

＊各小学校の校外学習として図書

ロゴがステキな木刈親子読書会の参加案内。
SNS だけに頼らず、従来同様、手作りのチ
ラシで、子どもたち、大人たちに呼びかけて
います

ができました。 歳の手習いです。
の発行に続き、昨年は『会報第

遠野」が設立されました。建築

＊民話のふるさと・遠野に、子ど

め、
感染警戒レベル平常時となり、

＊県内の発症者数が抑えられはじ

柴啓子さん） 長野県

きました。介護施設への訪問は、

家・安藤忠雄さんが、
『遠野物語』 各公共施設の利用も可能になって

もたちの図書館「こども本の森
すことができました。昨年春から

持続しております。活動の準備を

まだできません。本の宅配はます
毎月の例会などを中止にした時期

まりました。どんな活動ができる

れました。素晴らしい図書館で、 始めるため、久々にメンバーが集

います」と、設計し、寄付してく

か、模索中です。

通して「本の森 遠野から豊かな

もありました。現在は、三密に配

明治期の町家の形式をいまに伝え

のコロナ禍の影響で、県独自の緊

慮しながら、少しでも多くの会員

る木造で、本が森のように広がる

ます必要度が高くなり、なんとか

が参加できるように椅子席だけと

羽ばたいてくれることを期待して

して、
点字・点訳のあれこれをとも

急事態宣言が発出されたりして、 感性を持った子どもたちが世界に

六百号記念文集』を発行し、２年

82
連続して過去を振り返る記録を残

60

団体 グループわらべ（佐々木文

奨励賞 宅配ボランティア（御子

45

＊一昨年の
『会創立 周年記念誌』 子さん） 岩手県

46

43
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第 回 ２０１７年

第 回 ２０１９年

きます。
「新人さんも参加するら

「第 回 優良読書グループ
表彰」追加のお知らせ

＊コロナ禍の中でも、小さなのぞ

宮城県

は休止、リスナーさんの声も収録

ますが、リスナーさんとの交流会

＊今年は、月例の活動はできてい

（中路美知子さん） 長崎県

団体 世田谷親子読書会（鈴木万

第 回 ２０２０年

えて、うれしくなります。

の樹が大きくなっているように思

プ一覧」に、２０２１年 月９日

ました「第 回 優良読書グルー

年 月 日発行号）に掲載いたし

『読書推進運動』 号（２０２１

しい 」との噂に、ネットワーク

み文庫は月１回開き続けておりま

由子さん） 東京都

個人 川端英子さん
（のぞみ文庫） 団体 諫早コスモス音声訳の会

す。工夫してできることを世話人
した“交流会ＣＤ〟を制作中です。

芝居で学ぶ戦争と平和」を 月

子読書をすすめる会」
「紙芝居文

日に Zoom
配信もして実施いた
します。のぞみ文庫と「みやぎ親
基本を見直そう」と取り組んでい

月末）
。勉強会では「読みの基礎・

プライベート図書は４冊完成（９

て開講。みなさん、熱心に取り組

化の会みやぎ」のメンバーで行い
るところです。

まれています。
図書館蔵書は 冊、

ます。 月 日には宮城の新規感

648

たグループを追加いたします。

ロナ禍で孤独な子育てをしている

め絵本展示も開催できました。コ

者で１時間共有し、同時におすす

団体 おはなしの木（土田さゆき

どもたちと考えていきたいです。

一緒になにかできる楽しさを、子

きました。
本を通して再び仲間と

ります。でも、仲間とのつながり

の活動に戻るにはまだ時間がかか

ずつ落ち着いてきましたが、本来

学校でのおはなし会も再開されま

る会となっています。 月からは

新入会員も７名と増え、活気のあ

れるおはなしの数も多く、今年は

より毎回、参加人数も増え、語ら

す。本音を言いあえる仲間との時

はなしネットワーク」を開きま

で、
楽しみにしているところです。

念の企画を来年こそはと検討中

も取り組み、いただいた副賞で記

さを感じています。昔話の再話に

代表者名

前原 寿子

（敬称略）

広島県神石郡神石高原町

グループ所在地

絵本の会「ゆきんこ」

活動が困難な状況が続いていま

＊昨年度からのコロナ禍の中で、 付で広島県より推薦いただきまし

15

表彰グループ名

お母さんに集う場所を提供したい

さん） 宮崎県

た。家庭文庫ぽてとにも、子ども

を少しずつ取り戻すために、
「オ

会（語りの勉強会）は、これまで

ススメの本の紹介」
「現状の活動

間は、心地よいものです。どんな

の温かみのある生のことばの大切

は？」など情報交換をしようと、 した。こんな時代だからこそ、人
２０２１年 月 日に「なかつお

11

54

11
す。
オンラインでの例会を行った
りもしていましたが、
最近、
徐々に
公園などに集まって、読み聞かせ

てと） 広島県

と思っています。

ロナで活動が制限されるなか、例

＊今年で 周年を迎えました。コ

や遊ぶ活動ができるようになって

＊ 月から少しずつ動き始めまし

個人 今井登美子さん（読み聞か

染者がひとりになりましたので、 個人 村上招子さん（家庭文庫ぽ
いろいろ行事ができるようになり
ました。
第 回 ２０１８年
団体 ねりま地域文庫読書サーク

て、 組の０歳～未就園児と保護

ル連絡会（木村典子さん） 東京都 「ほっとできるおはなし会」とし

昨年秋、前代表 関日奈子が逝去

＊ 月に入り、コロナ感染も少し

の笑い声が久々に聞かれました。 せグループ「ゆめくらぶ」
） 大分県

28

控え室での木刈親子読書会の
みなさんと鳥羽啓子さん

＊ねりま地域文庫読書サークル連
絡会は、
活動 年目を迎えました。
し、この秋、追悼集『種をまいた
人 関日奈子に捧ぐ』を発行しま
した。ねりま文庫連絡会は前代表
の思いを大切にしつつ、子どもた
ちに本を手渡す活動、公共図書館
ならびに学校図書館の充実を目指

11

10

30

35

10

50

話が出てくるのか、ワクワクして

29

10

す活動を続けてまいります。

10

10

52

10

30

会のプレ企画として、
「絵本と紙 （７回）
〟は、９人の受講者を迎え

３人、協力して楽しくやっており

鳥羽啓子さんの「ひだまり文
庫」はホスピスで 25 年以上
活動ののち、建物改修のため
今年５月にこども園内の絵本
館に移転して、８月より月 1
回開放されています

一年延期した“音声訳者養成講座

54

49

ます。特に今年は、宮城県母親大

⁈

47

48
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（敬称略、団体名は受賞時のもの）

受賞者一覧

宮田 静子（岐阜県）

野間読書推進賞
第１回 １９７１年

福井県読書会連絡協議会

第 回 １９８３年
（福井県）
我妻 玲子（栃木県）

第 回 １９８８年

長者読書会（青森県）

国田 太郎（石川県）

（静岡県）

静岡子どもの本を読む会

陶山 高度（福岡県）

（沖縄県）
大岡 下枝（福岡県）

そばの実会（山口県）

北谷 幸冊（奈良県）

岩谷 貞三（秋田県）

成田 久江（千葉県）

橋本 ヒサ（岩手県）

愛媛県読書グループ連絡協議会

仙台手をつなぐ文庫の会
（宮城県）
石岡市読書会連合会（茨城県）
柴田 貞夫（北海道）
佐野 茂雄（静岡県）

（北海道）

若松子どもの本を読む会

（富山県）

富山県読書会連絡協議会

（長崎県）

長崎県読書グループ連絡協議会

第 回 １９９１年

敦賀市立図書館友の会
（福井県）

（福島県）

郡山子どもの本をひろめる会

〈奨励賞〉

江坂 利志子（大分県）

岡谷市ＰＴＡ母親文庫
（長野県）

鷹巣町読書会（秋田県）

（愛媛県） 第 回 １９９０年
福島子どもの本をひろめる会
（福島県）
穂岐山 禮（高知県）

第 回 １９８７年

第 回 １９８９年

徳田

第 回 １９８４年

宮崎 慶一郎（茨城県）

（山口県）

防府市読書グループ連絡協議会

井出 きぬゑ（山梨県）
千田 善八（岩手県）

（石川県）

石川県読書会連絡協議会

佐藤 峻（宮城県）

佐々木 悦（山形県）

第 回 １９８５年

白岩 よし（岡山県）

華浦地区婦人会読書会
（山口県）

第９回 １９７９年

瀬林 杏子（高知県）

近江八幡読書グループ

第８回 １９７７年

藤本 庄治（大阪府）

広島県地域婦人団体連絡協議会

第２回 １９７２年
（広島県）

竹中 千秋（富山県）

殿村読書会（京都府）

加須市民読書会（埼玉県）

連絡協議会（滋賀県）
石田 博子（千葉県）

金森 好子（福島県）
塩見 俊二・和子（東京都）

第 回 １９８６年

大阪府読書団体友の会
（大阪府）

（福岡県）

福岡県母と子の読書会協議会
小原 与三郎（岩手県）

市川市読書会連絡協議会
（千葉県）
牛島 国枝（佐賀県）

豊増 幸子（佐賀県）

常田 黎子（鳥取県）
第 回 １９８１年

彌永 専一（福岡県）

大川 淳（茨城県）

河鹿の会（栃木県）

第 回 １９８０年

永田 英顕（東京都）
第３回 １９７３年
（岐阜県）

岐阜県読書サークル協議会
井田 秀子（島根県）
大泉 俊（岩手県）
水島 弥右衛門（福井県）
第４回 １９７４年
本庄市読書会（埼玉県）
犬井 春子（滋賀県）

芝尾 悦子（島根県）
第 回 １９８２年
中田町読書団体連絡協議会
（宮城県）
山本 弘子（石川県）
山田 光之助（岐阜県）

18

19

20

長野市ＰＴＡ母親文庫
（長野県） 第７回 １９７６年

13

14

15

16

17

第 回 １９９２年

小林 静子（栃木県）

藤井 いづみ（茨城県）

（佐賀県）

佐賀県母と子の読書会協議会

盛岡児童文学研究会（岩手県）

21

丹下 操（岐阜県）

佐藤 賢一（福島県）

松本 トモエ（岩手県）

とよ読書会（大阪府）

22

10

11

12

浪江 虔（東京都）
細川 明（香川県）
第５回 １９７５年
地域文庫 親星子ぼし
（大阪府）
木内 敏夫（北海道）
中島 美代子（群馬県）

第 1 回の贈呈式。左上より時計回りに、長野市 PTA 母親文庫、
井出きぬゑさん、白岩よしさん、佐藤峻さん
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子ぐま絵本の会（広島県）

第 回 １９９３年
原 豊一郎（新潟県）
角 秋義（島根県）
喜納 勝代（沖縄県）
第 回 １９９４年
平賀町読書運動推進協議会
（青森県）
小林 茂利（群馬県）
清水 達也（静岡県）
田中 美光（大分県）
第 回 １９９５年
名寄声の図書会（北海道）
波崎町読書グループ連合会

第 回 １９９７年
滋賀県読書グループ連絡協議会
（滋賀県）
大阪府子ども文庫連絡会
（大阪府）
梶井 重雄（石川県）
坂本 京子（徳島県）
龍ケ崎市読書会連合会
（茨城県）

〈奨励賞〉
大西町読書会（愛媛県）
第 回 １９９８年

読書会一休さん（北海道）

〈奨励賞〉

堺市子ども文庫連絡会
（大阪府） 第 回 ２００８年
おはなしひろば・ひまわり
（徳島県）
〈奨励賞〉

静岡おはなしの会（静岡県）
〈特別賞〉
「子ども読書年」記念

第 回 ２００５年

常石読書会（愛媛県）

（岡山県）

哲西町立矢神小学校愛育会

大塚 笑子（千葉県）

財団法人 東京子ども図書館
第 回 ２００１年
（岩手県）

岩手県立伊保内高等学校

大欠なかよしバス図書館

十勝子どもの本連絡会
（北海道）

千の風（山梨県）

図書館朗読ボランティア

みすみ絵本サークル（熊本県）

道 勝美（石川県）

第 回 ２００９年

美原読書友の会（大阪府）

ささゆり読書会（愛媛県）

庄司 一幸（福島県）

岡 光（秋田県）
鹿児島童話会（鹿児島県）

男声読み聞かせ隊

〈奨励賞〉

（秋田県）
宮﨑 なみ子（山形県）

大分子どもの本研究会
（大分県）
須田 利一郎（群馬県）

吉永 千草（熊本県）

松友 孟（愛媛県）

飯伊婦人文庫（長野県）

沖縄県子どもの本研究会

よこはま文庫の会（神奈川県）

お話の会『大きな樹』
（岐阜県）

〈奨励賞〉

中村 實枝子（青森県）
〈奨励賞〉

林 公（千葉県）

吉田 まさ子（福島県）

こぼし文庫（沖縄県）

親子読書地域文庫全国連絡会

創立 周年記念

〈特別賞〉読書推進運動協議会

清水 欣子（岩手県）

永井 伸和（鳥取県）

ＪＰＩＣ

前田 敏子（青森県）
髙橋 美知子（岩手県）

50
えにわゆりかご会（北海道）

上石 嘉代子（長野県）

友部読書会連合会（茨城県）

青森市読書団体連絡会
（青森県）

「本の学校」生涯読書を
すすめる会（鳥取県）

第 回 ２０１１年

（兵庫県）

みきおはなしの会＊絵本の森

ＰＴＡたんぽぽの会（沖縄県）

小川 範子（栃木県）

石垣市立伊野田小学校

松井 郁子（大阪府）

萩原 栄子（群馬県）

岩本 紘一（大分県）

〈奨励賞〉

紫藤 律子（石川県）

おはなしのポケット（徳島県）

境 ツヤ子（佐賀県）

高知こどもの図書館（高知県）
第 回 ２００７年

特定非営利活動法人

第 回 ２０１０年

読書アドバイザークラブ

山本 悟（静岡県）

児童文学と科学読物の会
（大分県）

（滋賀県）

ひこね児童図書研究グループ

〈奨励賞〉

広島市よい本をすすめる母の会

高橋 禎三（秋田県）

林 東一（群馬県）

（広島県）

〈奨励賞〉

勝尾 外美子（石川県）
（長崎県）

視力障害者と本の会（北海道）

〈奨励賞〉

藤倉 かね子（徳島県）

石川子ども文庫連絡会
（石川県） 第 回 ２００３年

うれし野文庫（岩手県）

岡本 加代子（岩手県）

（山形県）

増田 恵美子（三重県）

桐生読書会連絡協議会
（群馬県）

土居町読書連絡協議会
（愛媛県）

第 回 １９９６年

板野町読書会（徳島県）

（京都府） 第 回 １９９９年

田辺町子ども文庫連絡会

長崎市子ども文庫連絡協議会

（沖縄県） 第 回 ２００６年

ｗｉｔｈ Ｍｓ（北海道）

大久保 粂子（岐阜県）

連合会（青森県） 第 回 ２００２年

社団法人 八戸市読書団体

38

39

40

41

白たか子どもの本研究会

権藤 千秋（佐賀県）

栃木子どもの本連絡会
（栃木県）

〈奨励賞〉

〈奨励賞〉

第 回 ２０００年

千代田子ども文庫（広島県）

佐賀県読書グループ連絡協議会

栃の実会（栃木県）
ひょうたん読書会（大分県）

藤本 和子（東京都）

（佐賀県） 第 回 ２００４年

財団法人 伊藤忠記念財団

〈特別賞〉読書週間 周年記念

34

30

株式会社 毎日新聞社

50

37

33

29

〈奨励賞〉

36

（茨城県）

35

31

32

27

28

23

24

25

26
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財団法人 鹿児島県青年会館

〈奨励賞〉
艸舎（鹿児島県）
第 回 ２０１２年
てんとうむし文庫（静岡県）
関音訳の会 しおん（岐阜県）
ひろしまストーリー
テリングの会（広島県）
（沖縄県）

鈴木 富夫（千葉県）
第 回 ２０１５年
岩手点訳の会（岩手県）

特定非営利活動法人

おはなしころりん（大阪府）

藤井寺市ボランティアサークル
西村 惠美子（青森県）
野々上 律子（大阪府）
〈奨励賞〉
こころにミルク編集部
（広島県）

（静岡県）

朗読グループ かざぐるま
たけのこ文庫（福岡県）
牟田 昭一郎（佐賀県）
回記念

〈特別賞〉こどもの読書週間

（奈良県）

奈良県点訳グループ 青垣会
奈良県音訳グループ 草笛会

鹿嶋市読書団体連合会
（茨城県）

（奈良県）

諫早コスモス音声訳の会

第 回 ２０１９年

グループわらべ（岩手県）

第 回 ２０１６年
村山朗読会（山形県）

村上 招子（広島県）

（愛媛県）

三島読書グループ連絡協議会

事 務 局 報 告（ 月）

12

人形劇団 んまだいしょう
〈奨励賞〉
清水 泰子（栃木県）
第 回 ２０１３年
岸本 方子（大分県）

今井 登美子（大分県）

（長崎県）

語りの会 はまなす（青森県）
平田 恵美子（沖縄県）

〈特別賞〉第 回記念

おはなしの木（宮崎県）

世田谷親子読書会（東京都）

第 回 ２０２０年

絵本読み聞かせの会

ぐるーぷ・もこもこ

日本子どもの本研究会

〈特別賞〉読書週間 回記念

宅配ボランティア（長野県）

〈奨励賞〉

おむすびころりん（宮城県）
図書館ボランティアサークル
かやのみ会（山形県）
（和歌山県）

函館朗読奉仕会
（北海道）

第 回 ２０１７年

木刈親子読書会（千葉県）

648

648

648

しらはま子どもの本の会

朗読研究会「つばき」
（広島県）

石垣市文庫連絡協議会
（沖縄県）

ひ・と・こ・と

●編集部＆事務局の

13

いの強さがありました。

（伸）

☆ 月 日～ 月９日＝第 回 読書週
間」
●昨年に続き、規模を縮小してでは
・１～ 日＝「図書館総合展＿ＯＮＬＩ
ありますが、野間読書推進賞 贈呈
ＮＥ _plus
」参加
式を無事、挙行することができまし
☆１日＝「若い人に贈る読書のすすめ」
た。快くご出席いただきました受賞
書目選考結果を事業委員に通知
者・関係者のみなさまに感謝申しあ
☆２日＝野間読書推進賞要項 出来
げます。また、推薦者には、業務上
・４日＝文部科学省へ、令和３年度「子
供の読書活動の推進等に関する調査
の規定で東京への出張がかなわず、
研究」事業審査表を提出
「
自分たちの分まで祝福してほしい」
☆５日＝「第 回 野間読書推進賞 贈呈
とのメッセージをよせて欠席された
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。 方もいらっしゃいました。
●いただいた
「受賞者のことば」
に共
祝賀会は中止
・６・７日＝日本子どもの本研究会全国
通するのは、仲間と、家族と、子ど
大会 参加（オンライン）
もたちと、支援を必要とする人たち
☆８日＝機関紙『読書推進運動』 号
と、「ともに」
本を読んできた喜びと
入稿
その豊かな世界。
「本を読む」とい
☆９日＝機関紙『読書推進運動』 号
うきわめて個人的な行為が、
「本を
責了
☆ 日＝
「２０２１年度全体事業委員会」 読みあう」「本を紹介する」「本を届け
および「第 回 こどもの読書週間
る」
と多くの人たちとのつながりを
標語選定事業委員会」
「第 回 読書
生みだしています。控え室で受賞者
週間 標語選定事業委員会」の開催
のみなさんがおっしゃった「久しぶ
案内を事業委員に送付
りにいろいろな人と直接会えて、こ
・ 日・ 日＝第 回 全国図書館大会
とばを交わして楽しかった」とのこ
山梨大会 参加（オンライン）
☆ 日＝機関紙『読書推進運動』 号
とばからも、読書推進のエネルギー
出来
は人と人とのつながりだと実感。
☆ 日＝「若い人に贈る読書のすすめ」
●本紙 ～ ページに掲載した歴代
リーフレット 入稿
☆ 日＝２０２２年
「こどもの読書週間」 の受賞者の近況報告からは、コロナ
禍でなかなかつながりが持てなくて
「読書週間」標語募集締め切り
・ 日＝上野の森 親子ブックフェスタ
も、できることをできるだけと工夫
運営委員会に出席
されている姿が伝わります。ねりま
☆ 日＝「若い人に贈る読書のすすめ」
地域文庫読書サークル連絡会の報告
リーフレット 責了
にある、前代表・関日奈子さんの追
・ 日＝伊藤忠記念財団 子ども文庫助
悼文集に紹介されている、関さん最
成事業選考委員会に出席
・ 日＝とよたかずひこさんより「子ど
晩年のことば「私、死んだらどこに
も読書の日」ポスター原画受け取り
いればいい？ 私ね、文庫連のみん
・ 日＝「子ども読書の日」ポスター版
なのところにいたいのよ。いてもい
下データ作成をプラス・アイに依頼
。ここにも、本を通し
☆ 日＝「若い人に贈る読書のすすめ」 いかしら？」
て結びついた人たちのつながりと想
リーフレット 出来
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〈奨励賞〉

彦根おはなしを語る会
（滋賀県）

吉井 久子（佐賀県）

とりで・子どもの本の会
（茨城県） 第 回 ２０２１年

特定非営利活動法人

川端 英子（宮城県）

第 回 ２０１４年
函館視覚障害者図書館
（北海道）

鳥羽 啓子（鹿児島県）

浅川 玲子（山梨県）

〈奨励賞〉
（滋賀県）

草津点字グループあゆみ会

土庄町立中央図書館友の会
（香川県）

連絡会（東京都）

ねりま地域文庫読書サークル

第 回 ２０１８年

〈奨励賞〉

特定非営利活動法人
岩手音声訳の会（岩手県）
おはなしブリュッケン
（島根県）
成田 和子（宮城県）
寺澤 敬子（群馬県）
〈奨励賞〉
陽皐郵便局（長野県）

《ホームページ》http://www.dokusyo.or.jp
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