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「こどもの読書週間」によせて

次の１００年との境界線に立って

一は
『おしいれのぼうけん』
で

はなく
『キミちゃんとかっぱの

はなし』
、
佐野洋子は『１００万

回 生 き た ね こ 』で な く
『うま

れてきた子ども』
を選んだ。
ど

うしてあの作家やあの作品が

ついては、
巻末の
「絵本年譜」
を

の選択で外した作家と作品に

こ

悩んだあとは、時代の大きな

参照してほしい。１８７０〜

き

流れと外せない作家を押さえ

ゆ

に浮かびあがるようにビジュ

つつ、その作家の本質が表れ

ひ ろ ま つ

入っていないのかと疑問に思

アル主体で編めたらおもしろ

広松由希子

私が絵本と時代の関係を強

いのではないかと、無謀にも

絵本評論家

く意識するようになったの

２０２０年の 年間に日本と

う読者もいるだろう。
私が苦渋

は、２０１１年の東日本大震

ていると私が感じる作品、こ

がそんな本をほしかったのだ。

思ってしまった。だれより自分

た。絵本は子どもに希望を伝

た。私は絵本のコレクターで

れぞれ数場面を選んで撮影し

絵本は自分の書棚から、そ

何度読んでも読むたびに新

作ってもらえたらうれしい。

者一人ひとりの絵本リストを

そしてこの本をたたき台に、
読

海外で出版されたおもな絵本

を代表するのは杉浦非水の一

はない。長年の愛着ゆえ汚損

しく読み直せる、
「読了でき

の絵本でこの作家を語りたい

測を始める一方で、絵本史の

冊だ。最後は震災後の新しい

が激しいものもある。復刻版

ない」絵本

を可能な限り盛り込んでいる。

変遷を見直したいと思った。

表現を象徴する絵本で締め

や後刷りも多く含まれてい

と思える作品を選んだ。

同じころから海外の仕事も

る。生命力漲るミロコマチコ

はいうまでもない。コロナ禍

にとりやすいものが大半だ。 の執筆に時間がかかったこと

の
『オレときいろ』（２０１４） る。古書でも読者が比較的手

の引きこもりの２年間のおか

冊、１９１１

近代絵本の嚆矢は『日本一

増えた。ブックフェアや国際審

で決まりだ。つまり大正から

絵本は実際にものを手にし

ノ画噺』
（全

査などの場で未知の絵本表現

て、めくってもらうのがいち

〜 ）だろう。モダンな叢書

に出会い、比較しながら日本

本の絵本１００年１００人

それなら
『日
平成の約 年間。

降の絵本表現について定点観

の絵本を俯瞰して見る機会に

冊を選んでし

恵まれた。時間を縦軸、空間

冊には、おなじみ

げでようやく出版が叶った。
最終の

ばんだから。
を横軸に、いまの日本の絵本

まった結果、選書以上に解説

さて、「これまでの 年とこ
そんな折、日本の絵本につい

正解などない。絵本も資料も

えたかわからない。客観的な

選書リストは、何回差し替

ではなく『あけるな』
、田畑精

ない。
安野光雅は『旅の絵本』 うな絵本を子どもたちに手渡

著名な代表作ばかりとは限ら

年の境界線に立
てまとめてみないかと依頼を

読めるだけ読み、悩めるだけ

のミリオンセラーもあるが、 れ か ら の

100
いただいた。近現代のこれぞと

を捉え直せたらと考えていた。 うと、自分の首を絞めた。

100

35

150

１００冊』という縛りを作ろ

さぶられる気がした。震災以

えるものという、大前提が揺

災と原発事故がきっかけだっ

撮影：志田三穂子

いう絵本を選び、歴史が緩やか

つ 」＊私たちは、今後どのよ

100

していけるのだろうか。

拙著を購入されたミュージシャン・谷口マルタ正明さんの tweet より

＊筆者注

100

100

15

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

★「上野の森 親子ブックフェスタ」
開催へ（2 頁）
★「野間読書推進賞」
受賞者の活動報告（5 頁）
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にスタートし、春の読書推進イベ
を行います。

をテーマに、関連本の展示・販売

２０００年の「子ども読書年」 た今回の新機軸としてはＳＤＧｓ
ントとして定着した「上野の森親
新型コロナウイルス感染症対策

■「第

回 読書感想画中央コンクール」表彰式

休校、自粛の日々でも、
本のなかでは自由な世界！

れいで、元気が出る明るい作品。

宇宙人と本当に会うのはちょっと

子ブックフェスタ」ですが、新型

「第 回 読書感想
２月 日㈮、

怖い気もするけど、濱さんの描い

としては、入場時の検温・消毒を

いよう通路の幅も十分に確保し、 画中央コンクール表彰式（主催＝

た宇宙人となら、きっと楽しくな

徹底します。会場内は密にならな

公益社団法人 全国学校図書館協

コロナの影響を受け、残念ながら
ての開催は見送りとなってしまい

必要な場合には入場制限を行いま

業振興財団（ＪＰＩＣ）の主催３

版協会、一般財団法人出版文化産

の読書推進会議、日本児童図書出

限り、現金はご使用いただけませ

系電子マネー・ＱＲコード決済に

カード・クレジットカード・交通

書籍購入時のレジでの精算は図書

らの、 万３７９７点の応募作品

小学校～高校まで５６５２校か

れた。

イン配信形式で３年ぶりに開催さ

ことはとてもすばらしいこと」と

の表現活動の場が設けられている

る」と、お祝いと感謝を送った。

したうえで、満を持して開催を準

図書カードの購入が可能です。た

んのでご注意ください（会場内で

じめ、計 名の上位表彰者が、作

より、文部科学大臣賞の４名をは

「作画感想の朗読」は、
『武器で

も述べた。

日（木・祝）
、会場はおなじみの

会期は５月３日（火・祝）～５

の磁気式図書カードで図書を購入

なお、現在実施中の、お手持ち

だし、こちらは現金精算のみ）
。

濱咲那依さん（愛知県岡崎市立連

校低学年の部 文部科学大臣賞の

「受賞者代表のことば」は、小学

校の部 文部科学大臣賞の小川怜

平凡社）を対象図書にした、中学

哲医師の生き方』
（宮田律・著／

品とともに紹介された。

台東区・上野恩賜公園 中央噴水

このほか近隣の都美術館講堂な

きました。本を読むと本の世界が

濱さんは、
「いろいろ想像して描

の対象にもなっています。 絵／金の星社）の感想画を描いた
ルを中心に、
人気作家のサイン会、 式会社）

による読者謝恩価格のブックセー

どの施設では文字・活字文化推進

用水路に水が流れたときの高揚

の現状、中村さんの姿、はじめて

いう小川さんは、アフガニスタン

村哲さんの生涯に興味を抱いたと

者への思い、命の大切さから、中

年）
。コロナ禍で感じた医療従事

尺小学校１年）
。
『宇宙人がいた』 禾さん（宮城県仙台二華中学校３

平田昌広さん・景さんによる
「まっ

頭に浮かんできます。私も本の世

カードネットギフトが当たるキャ

さんとけいちゃんのことばあそび

機構、絵本文化推進協会など多く

感、日本の象徴としての桜を描き

ンペーン（主催＝日本図書普及株 （やまだともこ・作 いとうみき・

絵本ライブ」
、絵本専門士ユニッ

界に入っているようで、いろいろ

に重ね、続けて努力すること、誠

たかったことや、
「この本を自分

実に人生を歩むこと、だれかを支

な気持ちがわいてきます。コロナ
ど、本のなかではコロナは関係あ

で大好きなことができないけれ

などの楽しい読者交流イベント、

Ｃホームページ内の「上野の森親

りません」と語った。

フェスタの詳しい内容はＪＰＩ
協賛社によるアトラクション、講

子ブックフェスタ」特集ページを

い」と述べた。

える思いやりの心をもっていきた

談社協力による「全国訪問 おは

「色使いがとてもき
https://www.jpic.or.jp/ueno/ もこさんは、

対象図書の著者代表のやまだと
ご覧ください。

に よ る「 ０ 歳 か の団体と連携した、読書推進に関
ト peek-a-boo
ら楽しめる手遊び＆おはなし会」 わる講演会を開催予定です。

例年どおり、児童書版元の出展

すると、抽選で総額 万分の図書

はなく命の水をおくりたい 中村

備しています。

また、
「コロナ禍でも子どもたち

団体では、万全のコロナ対策を施

そして今年２０２２年、子ども

」が、オンラ
す。
また接触の機会を減らすため、 議会／毎日新聞社）

33

ました。

この２年間はリアルイベントとし

33

25

58

32

池周辺です。

500

（予定）など
なし隊 上野公園」
のイベントを計画しています。ま

in
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今年こそは……
と祈りながら、

開催準備、
進んでいます！

■「２０２２ え ほ ん

」発表

する 冊が厳選されている。
のファイルが用意されており、全

リストはＰＤＦとエクセル形式

毎年選定、発表されている。今回

このリストは、２０１９年から

の読書推進会議）
」を発表した。

Ａ絵本委員会選定（協力＝子ども

る。また、推薦絵本の書影と内容

となる対象学年も記載されてい

ンロードが可能。絵本ごとに目安

国ＳＬＡのホームページからダウ

●全国ＳＬＡホームページ内

してほしいとしている。

全国ＳＬＡでは、保育所、幼稚

「えほん 」紹介ページ

紹介が入ったリーフレットのＰＤ

園、学校、家庭、地域などで活用

recommend/ehon50.html

■伊藤忠記念財団「子ども文庫助成事業」贈呈式開催

今年から助成対象となった特別

設置に助成を活用すると、
語った。

コロナ後の子どもたちを支える
大きな力を応援
公益財団法人 伊藤忠記念財
団は、３月９日㈬、東京都港区

内の受領者と一部関係者とし、ラ

策として、会場での参加は東京都

呈式」を開催した。感染症防止対

「２０２１年度 子ども文庫助成贈

かわらず、ハード、ソフトの両面

校の生徒は年々増えているにもか

えるべきとしながら、特別支援学

来、公費で子どもたちの環境を整

園の田村康二朗 統括校長は、本

の伊藤忠本社ビル会議室にて、 支援学校を代表して、都立光明学

イブ配信の形で全国の受領者は参

なかでも工夫しながら読書環境を

での整備が遅れていること、その
同財団の鈴木善久理事長はあい

子ども文庫功労賞受賞者は、オ

維持してきた苦労を紹介した。

ブックスタートウェブサイトで発

いる。詳細は４月 日にＮＰＯ

入りの図書カードなどを予定して

選者は現在調整中。賞品は写真

の居場所を」という地元の人の声

いたが、
「伊東に本のある子ども

ん。コロナ禍などで弱気になって

文庫」を開いている、西村敦子さ

数日、静岡県伊東市の「沙羅の木

受領者代表は、東京在住で、月

大きな力となります」と語った。

る。コロナ後、みなさんの活動が

の生活、学びに負の影響が出てい

と説明し、
「コロナで子どもたち

度、継続性を鑑みての選考である

の順位付けではなく、助成の必要

選考委員長の島弘さんは、活動

いきたい」と、これまでの歩みと

今後も前を向いて、さらに歩んで

たちに本を手渡すのが、
私の仕事。

満州子さんは「未来を担う子ども

とうにうれしい」
。愛知県の渡邉

からの賞をいただけるのは、ほん

できない支援をしてくれる。そこ

は「伊藤忠記念財団は、行政では

たい」
。岩手県の髙橋美知子さん

けに、さらなる働きかけを目指し

版に繋がった。この受賞をきっか

版流通に乗せたいと働きかけ、出

美津子さんは「点字付き絵本を出

ンラインでの参加。大阪府の岩田

表される。

２０２２」を開催する。
このコンテストは、ＮＰＯブッ
クスタートが提唱する、赤ちゃん

もとの絵本のひとときや、その思

ント名をそえて投稿する。

と、ＮＰＯブックスタートアカウ
字程度のひとこと、エピソード
募集期間は４月 日㈬～５月

22

100

をそえることが必要。
20

と読み手が、一緒に絵本を開くこ

20

い出の写真。投稿写真についての

豊かさを伝えたいと、
企画された。

日㈰まで。結果発表は６月末を予

●ＮＰＯブックスタートウェブサイト

ともに、それぞれ語った。

ＮＰＯブックスタートは、「いっ

定している。各種ＳＮＳにコンテ

にこたえ、小学校の近くでの分室

募集するのは、赤ちゃんや子ど

「シェアブックス」の普及を目的

ストハッシュタグ「＃いっしょに

https://www.bookstart.or.jp

しょにえほん 写真コンテスト

としている。絵本を開く親子や家

えほん写真コンテスト２０２２」

る姿勢をあらためて表明した。

りとそれを支える人たちを支援す

さつで、子どもたちの居場所づく

加した。
h t t p s : / / w w w. j - s l a . o r. j p /

50

に掲載
族などの姿を Instagram
し、絵本という媒体が備えている

■ＮＰＯブッ ク ス タ ー ト 写 真 コ ン テ ス ト 開 催

全国ＳＬＡ絵本委員会が「ぜひ子

12

どもたちに読んでほしい」と推薦

月までに刊行された絵本より、 Ｆもダウンロードできる。

赤ちゃんと読み手の写真で
「シェアブックス」を体感！

は２０２１年１月から２０２１年

「２０２２ えほん

─ 全国ＳＬ

50

Ｓ Ｌ Ａ ） は、 推 薦 絵 本 リ ス ト

全国学校図書館協議会（全国

昨年１年間に刊行された絵本の
推薦リスト

50

読 書 推 進 運 動
とで楽しさや安らぎを共有する

「2022 えほん 50」リーフレット
「絵本と過ごすひととき」
を募集！

50
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で、隔年で実施されている。第７

た図書および作家に贈られるもの

国際的な賞に、ＪＢＢＹが推薦し

賞・オナーリストをはじめとする

んと石川えりこさんは、ふたりで

ジをよせた。また、村中李衣さ

さんは手話付きのビデオメッセー

書きのメッセージを、梨屋アリエ

セージを紹介。田島征三さんは手

報告会では、受賞作家のメッ

■ちひろ美術館・東京 春の展覧会

いわさきちひろ、エリック・カール
ほか、人気絵本の原画を展示
滋らの絵も展示されている。

絵雑誌を支えた、岡本帰一、初山

馬区）では、
「幼い日に見た夢 い

年亡くなったエリック・カールの

「エリック・カールと～」は、昨

ちひろ美術館・東京（東京都練
わさきちひろ展」
「エリック・カー

で開催している。

わりと、アメリカの絵本賞「コー

人生と絵本、ちひろ美術館との関

ルとアメリカの絵本画家たち」の
ふたつの展覧会を、６月 日㈰ま

ルデコット賞」受賞画家たちの作

人気の作家だけでなく、日本では

マーシャ・ブラウンなど日本でも

●ちひろ美術館ホームページ

ページをご確認ください。

開館時間など詳細は同館ホーム

絵本の多彩さを実感できる。

子ども時代の思い出を描いた作品

きちひろの幼少期に焦点をあて、 品を展示。モーリス・センダック、

「幼い日に見た夢～」は、いわさ

を紹介。あわせて、ちひろが少女

袋づめせず、１冊ずつ貸し出すこ
ともある。袋にはテーマと内容の
ヒント
（内容紹介や職員の推薦文、
冒頭の一文など）が明示される。
●「図書館『なぞ解き』イベント
ひゃっか王の挑戦状」
「図書館にかくされた宝物を探
せ！編」「まちがいだらけのひゃっ
かじてん 編」のなぞなぞ問題集
２種を参加者に配布。参加者は図
書館資料と
『ポプラディア』
を使っ
て答える。参加者、正解者には、
ひゃっか王グッズや図書館オリジ
ナルグッズを進呈。対象は小学校
中学年以上。

https://chihiro.jp/

未翻訳の作品もあり、アメリカの
回『読書週間』行事報告」一覧

時代に感銘を受けた、大正時代の
■別冊「２０２１年 第

割愛した一部行事の内容説明を
紹介します
におはなし会に参加。その後、ぬ
いぐるみを図書館が一晩預かり、
翌日返却。図書館でのぬいぐるみ
の様子の写真や「ぬいぐるみが選
んだ本」を子どもに渡す。
●「本の福袋」
「ラッキーバッグ・
ブック」など
タイトルがわからないよう、図
書を袋やバッグにつめて貸し出
す。各袋ごとにテーマが設定され
ており、３冊程度が入っている。

人気絵本の原画も展示されている
マーク・シモント『はなをくんくん』
（福音館書店）より 1949 年

■「第７回 Ｊ Ｂ Ｂ Ｙ 賞 報 告 会 」 開 催

作家たちのスピーチが
で視聴可能！
YouTube
村中李衣／石川えりこ／童心社

●バリアフリー図書の部門

書評議会（ＪＢＢＹ）は、３月５
『こくん』

一般社団法人 日本国際児童図
日土、
「第７回 ＪＢＢＹ賞 報告
●絵本原画の部門

回は２０２１年に受賞作・者を発

かけあいながらのスピーチで、バ

『もみじのてがみ』

きくちちき／小峰書店

会」を、オンラインで開催した。
この賞は、国際児童図書評議会

表していたが、感染症拡大により

リアフリー絵本への考えや思いを

（ＩＢＢＹ）の国際アンデルセン

贈呈式などは延期となっていた。
語った。

チャ
YouTube

（敬称略）
【第７回 ＪＢＢＹ賞】
●作家の部門

ＪＢＢＹは公式

75

富安陽子
田島征三

●画家の部門

ンネルを開設。現在、
「ＪＢＢＹ
本
紙
別
冊
「２０２１年 第 回
会員の翻訳家・
賞 報告会」のほか、
『
読
書
週
間
』行事報告で、一部、
研究者らによる、ＩＢＢＹオナー
説
明
を
割
愛した取り組みがありま
リスト作品の紹介、
「翻訳家が訳 すので、
ここに説明を補足します。
書を紹介！『おすすめ！ 世界の ●「一日司書」
子どもの本』
」などを見ることが
カウンター業務、資料の配架な
できる。
どの図書館業務を体験する。子ど
チャ もが対象の場合は、図書館利用法
●ＪＢＢＹ 公式 YouTube
ンネル
の説明をすることもある。
https://www.youtube.com/c/ ●「ぬいぐるみのお泊まり会」
子どもたちがぬいぐるみと一緒
JBBYkodomonohon

!?

●文学作品の部門
梨屋アリエ／ポプラ社
『きみの存在を意識する』
たむらしげる／偕成社

●イラストレーション作品の部門
『よるのおと』
●翻訳作品の部門
西村由美／岩波書店
『青い月の石』
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■野間読書推 進 賞 受 賞 者 の 活 動 報 告

再開に備えて
～ことばと物語と、疑問の日々～
青森市読書団体連絡会 会長

西村惠美子

面のブックトークは異質だと知る
機会であったとの意見もあり、課
題となりました。
「地域に身近な読書活動」
のいま！
まだ当地に公共図書館がなかっ
たころ、行政主導で配本所設置さ

利用の促進と自己啓発を目指し、

」 ります。図書館と共催で市民への の始まりです。生涯学習時代とな
催しました。
「リユース・ Books
は、図書館移転とともに青森市読 活動者養成講座を定期的に行い、 り市民図書館の開館を機に、図書

れのが「地域に身近な読書活動」

活動の輪を広げ、技術ではなく意

巡回文庫を預かっていたメンバー

」は、 を共有している実感です。質の向
ている「リユース・ Books
安全に配慮しながらできるだけ開 上に努める過程が生涯学習に繋が

書団体連絡会がいっさいの運営を

で立ちあげたのが読書団体連絡会

「おはなし」と「本」を届けて！

たら、なにかしらいままで見えな

義を理解しながら学習し、実践す

戸惑いながら過ぎた月日を省み
かったことに気づき、新たな歩み

ることを大切にしてきました。
子どもたちの読書活動は環境に

感染拡大で、市民センターごと

でしょうか。その効果は拙速を避

読書」を培っていけるのではない

からこそ、地域の特性に応じてい

ゆだねられた事業で、可動式書架
にあります。行政が循環型社会を

より、つねに変化しているもので

新型コロナウイルスの蔓延が、 のある一室は図書館と同じフロア

に繋がるかもしれません。
これほどまでに拡大し長期化する
標榜したのと「子どもの読書活動

ろんなキャリア集団で「子どもの

とは思わなかったので、開催予定

け、
惰性や独善に陥らないために、

ネットワークがもたらす情報は大

の「おはなし会」も市有施設が閉
育施設や放課後児童会などの活動

事です。

じられ実施不可となり、関連の保
にも影響して退会者も増えて残念

すから、学校で先生は、保護者は
書館はどう対応しているのか、そ

です。しかし地区活動者たちは、

の推進に関する法律」制定が重

れらを踏まえてどんな活動が望ま

なった時期に開設されました。
リユース手数料は、子どもの読

しいのかを把握しなくてはなりま

の事業は、青森市民図書館の対応

書推進に当てられ、講演会など多

常に変わったと自覚しています。

までの日常が当然から、貴重な日

講座に招かれたり、ラジオ番組で
アンケートなどからもわかりま

絵本の朗読を続けましたが、これ

コロナ禍でも、自身はときおり

くの事業に取り組んでいます。そ

グループ学習会を開くなどに切り

策に準じてそのつど判断、対外的
に告知を要するものは、ほとんど
ただし、ボランティアで運営し

中止となりました。

せん。
加えて出版界の反応も、
もっ

したが、仕事や介護、子育てに携

替えて意欲維持に努めました。
本を決めるのも、限られた冊数の

とっさのことばに窮しました。い

「風のはこんだおはなし会」です。 貸出を選書するためにも豊かな情

まもその男の子の真剣な表情が甦

最近、小学校１年生から「天国
います。近場での活動を望まれて

はどこなのか」
という質問があり、
いて、根本を踏まえた学びの楽し

ります。
後年、
あの時期は空白だっ

わりながらも、自己充実を求めて
み聞かせ、ブックトークや貸出、 く本を届けたいものです。

たと嘆かないよう、足踏み状態で

報は欠かせません。図書館司書と

テーマ本の寄贈をしてきました。 「風のはこんだおはなし会」開催

みが、
「おはなし会」などの形で

保護者も交えた三者での懇話会を

中止の代替として、会員と図書館

学び直しを試みては、再開に備え

社会活動に関わりたい人が増えて

コロナ禍での中断は憂慮すべき事

子どもたちへ読書を通した成長を

て疑問を溜めこんでいます。

促す好機になると思われます。地
域が見えにくくなっているいまだ

司書の選書でブックリストを作成
活動者のやりがいは、授業の形

しました。会員からは紹介文と対

して、市内の全小学校児童へ配布

一体の作業です。育ちゆく魂に響

青森市の子どもの読書推進を支える
「リユース・Books」

経て、市内小学校へおはなし、読

それぞれが役割を担い続けている

書館部会と市民図書館とともに、 ぱら関心事です。その年のテーマ

のひとつが、小学校教育研究会図

どのようにとらえているのか、図

でした。

コロナ前の「おはなし会」
。この光景が
早く戻ることを望みます

態です。
で「生きる力」を育む読書の目的

西村惠美子さんは 2015 年に個人の部、青森市読書団体連絡会は 2010 年に団体の部を受賞しています
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優良読書グループの歩み

の朝自習の時間に、学校の依頼日
にあわせて月３回から４回、本の
読み聞かせを各クラスで行ってい
ます。児童の笑顔が活力になり、

読みきかせ「ほたる」

現在は、紀美野町文化センター

で毎年 月に開催される紀美野町

文化祭で、町内の小中学校の子ど

もたちなどの児童生徒発表会に参

和田喜代美

代表者

加し、子どもから大人まで来場者

建設され、蔵書数も増え、とても

１９９１年に川本町立図書館が

た、心からのご冥福をお祈りいた

した。御三方は故人となられまし

お世話になりありがとうございま

名入会しました。うれしいことで

いへん残念なことですが、最近２

高齢化により減少しています。た

とを楽しみにしています。会員も

なっています、また開催できるこ

最近はコロナによる自粛で中止に

る文学散歩を行ってきましたが、

親睦を兼ね、日帰りで各地を訪ね

りませんか」
と声をかけられたの

ちに
「読み聞かせのサークルを作

演の際、参加していたお母さんた

生が当時の美里町の小学校での講

かせの活動をされていた別院清先

和歌山県下の学校を回り、読み聞

年に、「エプロンおじさん」
として

読みきかせ
「ほたる」
は１９９７

びをあわせたイベントも開催しま

けていただいています。

に絵本を読み聞かせする機会を設

呼んでいただき、子どもたちを前

イベントでは、読み聞かせの回に

を前に朗読しています。昨年は新

和歌山県海草郡紀美野町

利用しやすくなり、読書会も裏の

す。会員の健康と幸福を願い、み

が始まりです。
その後、
町内のもう

埼玉県深谷市
〈推薦〉
埼玉県読書推進運動協議会

１９７８年 月 日、本を読む

過去には、読み聞かせと科学遊

また「ふれあいルーム」という

います。

できたことをメンバー一同喜んで

祭は中止となり、２年ぶりに参加

型コロナウイルスの影響で、文化

公民館を使用してきました。年数

んなで協力しあって、楽しい読書

〈推薦〉
和歌山県読書推進運動協議会

を重ねるごとに会員も高齢とな

会「川本もくせい読書会」を続け

和子

り、減少してきました。その後は

した。その中で印象的なのは「ど

中村

昼の食事を計画し、読書会を不定

ひとつの読み聞かせサークルと合

代表者

のがなにより好きな女性が、町の

ていきたいと思います。

します。

呼びかけに誘われて集まり、町の

期に開催し、話しあっています。

本と雑誌、１台の閲覧机が設置さ

のロビーに、３台の書庫に並んだ

最初は毎月１回、会場は役場２階

んでいます。本の入庫連絡が図書

ただき、私がまとめて図書館へ頼

ら読書本の選定を会員に選んでい

ませんので、貸出文庫新着案内か

好きな子をいっぱいにしたい」の

本を知ってもらいたい」
「絵本の

会を開催し、
「子どもたちによい

の指導の下、月１回のペースで例

広がり、地域の公民館で別院先生

わったことで、読み聞かせの幅も

合流して人数も増え、男性も加

でも作った
「どろだんご」
を保管し

一緒になって楽しみました。いま

で、大人も童心に帰り、子どもと

合同で開催したため参加者は大勢

ときは、ほかの地域のサークルと

ピカに磨きあげた団子です。その

は、泥を丸めて団子状にし、ピカ

です。「どろだんご」
流し、
現在の
「ほたる」
に至ります。 ろだんご作り」

れた図書室でした。

館から来たら取りにいき、各家庭

これまでご指導をいただいてい

に配本してます。各自読み終わっ

た別院先生が、
２０１８年に突然、

初代代表は、田島嘉子様と小原

当時は、町内小学校で開催され

他界されてからはメンバーだけで

きよし様、指導は中学校の宇野彰

る子どもたちの学習発表会に参加

練習することになりました。いま

思いで、
練習を重ねていきました。 ているメンバーもいるほどです。

し、プロジェクターでスクリーン

までのように読み聞かせの技術向

たら感想をメモ書きして本に挟

に絵本を映し出し、子どもたちを

み、私の家に返本していただき、
読書会の内容は、意見交換、読

前に朗読していました。

校長先生にお願しました、みんな

宇野先生の適切な指導を、みんな

書本の感想、会員の近況報告など

で同じ本を読み、発表。いろいろ

で楽しく学んだのが最近のことの

です。地元の北小学校、南小学校

まとめて図書館に返してます。

ように思い出されます。たいへん

な感想がでました、感想に対する

これからも、みんなで読書と
会話を楽しんで

木である金木犀から命名、川本も

町のバスを利用し、会員相互の

勇気が出ます。

11

最近は新型コロナウイルスによ

川本もくせい読書会

２０２１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）

⑷

くせい読書会が発足しました。当

23

現在は８名です。 る自粛のため、集まることができ
時の会員は 名、

11
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図書館の運営は約 人の「図書
力を借りての高齢者を対象とした

の読み聞かせボランティアさんの

館ボランティア」が担い、平日の

上はできないかもしれませんが、
メンバー一同、
「子どもたちによ
読み聞かせ会、各自治会の集会所

ズラリと並んだ手袋人形の
楽しいおはなし会

もたちだけでなく、先生方にも喜

ばれています。そのほか、特別支

後竹田駅の待合室に設置した「岡

そんな話の中から出た、ＪＲ豊

会」や、県内各地の研修会に講師

援学級おはなし会、さのさ集会お

午後１時から３時の間、貸出や返
日間といちおう決めてはあるし、
本ふれあいリサイクル文庫」
。

を派遣するなど、年々、活動の幅

無作為に並べられた本の中から

ゆる～く。年間 冊以上が貸し出

か、
書棚の本も増えたり減ったり。

自由です、というのがうけたの

うもの。お持ち帰りもご寄贈も

回、本の何冊かを入れ替えるとい

域の学校司書を講師にしたりし

派遣事業を利用したり、会員や地

向上を目指し、県立図書館の講師

が広がっています。会員の資質の

て、
「 岡 本 ふ れ あ い 図 書 館 」は

１万７０００冊の本を活用し

地区民が持ちよった約

寄贈図書）コーナー」を作った。

コーナー」と「ふれあい新刊書（新

しようと、
「市立図書館団体貸出

た本がどこにあるかわかるように

能。ならば、せめて新しく供給し

を試みてみたものの、とても不可

ランティアメンバーで書籍の分類

いくかなぁ。
（文：副館長 大塚広） が、徐々に輪が広がり、現在は、 もたちの姿は、大きな喜びになり

れであなたも会員です」
。うまく

書館のことを思ってくれたら、そ

組織づくり。
「１年に１回でも図

館に関心を持つ人たちのゆる～い

いま取り組み始めたのは、図書

当時の会員は保護者だけでした

て、
「花さき山」が発足しました。 選書がいちばんの悩みですが、選

の協力の呼びかけがもとになっ

を実施することになり、保護者へ

は、学校全体で一斉に読み聞かせ

されている。
自分の読みたい本を探すのは、楽

福祉施設などでの「出前おはなし

小中学校、子育て支援センター、

また、
市内外の保育園や幼稚園、

貸出簿に記入することになっては

冊あまりの本を並べてあり、ボラ

はなし会も行います。

という思いはこれまでと変わらず
いるものの、返却を忘れてもおと

ンティアが当番制で月に１～２

への団体貸出など。

に、切磋琢磨しながら日々の練習
がめなし、自分の本を間違えて返

の好きな子をいっぱいにしたい」 却のお世話をする。貸出期間は

に励もうと、今回の受賞を機会に
却？してもよし。運営はあくまで

後藤

岡本ふれあい図書館
代表者
大分県竹田市

けっこう活用されている。

２０１３年３月に、閉校したばか

市立図書館団体貸出コーナーは、

代表者

尾場瀬ちなみ
鹿児島県いちき串木野市

保護者・ОＢ・地域住民で構成さ

学校の生徒会長から、
「もう一度

ます。特にうれしかったのは、中

観たい」と依頼され、生徒会主催
特設の「おはなし会」です。夏休

で、喜びに包まれ、さらなる意欲

に蒔いた種が花を咲かせたよう

行ったことです。小学校時代に心

回程度の「朝の読み聞かせ」と、 のイベントで、朗読と人形劇を

小学校でのおもな活動は、月２

れています。

んだ本の世界に浸って楽しむ子ど

み聞かせを、意義あるものにする

おたがいの貴重な時間を使う読

きるようにしています。

りの岡本小学校校舎を利用して産

市立図書館の団体貸出制度を活用

備えた分館にしてほしいと要望。 をボランティアが選んで借りてく

み親子おはなし会では、小学生や

をかきたててくれました。
間おはなし会は、２日間にわけて

み、本の世界の楽しさを伝えてい

の時間を子どもたちとともに楽し

今後も、心通いあう読み聞かせ

るもの。ふれあい新刊書コーナー

父親に加えて、卒業した中高生も

実施します。学年別に選んだ絵本

きたいと思います。

幸い、市の理解もあり、それが実

読み手になります。 月の読書月
２００５年度に、いちき串木野

の読み聞かせや朗読、パネルシア

〈推薦〉
鹿児島県読書推進運動協議会

市立串木野小学校の家庭教育学級

ター、手作り人形劇などは、子ど

は、新しく寄贈いただいた本をま

で、絵本の読み聞かせについて学

とめたもの。
図書館の常連さんは、
地区の人たちが本に接する機会

ぶ機会が数回ありました。翌年に

現した。玄関を入ると、そこは多

をいかにして作るか。いつも模索

目的スペースとしての機能をも備
１万７０００冊から、スペースの

中である。たとえば、市立図書館

まず、このコーナーを見る。

関係で厳選された約６０００冊の

えた図書館となっている。当初の

串木野小学校読み聞か
せグループ
「花さき山」

声をあげた。数年後に、同地区に

して、３か月に１回、約 冊の本

て、学習会に多くの会員が参加で

しみでもあるが不便でもある。ボ

300

竹田市公民館岡本分館建設の話が

〈推薦〉
大分県読書推進運動協議会

篤

その決意を新たにしています。

20

い本を知ってもらいたい」
「絵本

50

持ちあがり、ならば図書館機能を

600

図書がみんなを迎える。

11
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⑦応募資格＝高校生以上。合作は
可だが、応募はひとり１点
⑧ハガキ大の用紙に以下を明記

事 務 局 報 告（３月）
・１日＝「上野の森 親子ブックフェス

652

秋の
「読書週間」
のシンボル、ポ

し、作品の裏面に添付のこと

⑩送り先・問いあわせ先
〒 101-0051東京都千代田区
神田神保町１ ─  出版クラブ

⑫入賞作の二次使用権は公益社団

17

スターのイラストを募集します。
○賞

⑨応募締切＝６月 日㈮必着

年齢、
職業、
メールアドレス
（任意）

氏名、郵便番号、住所、電話番号、

・大賞（１名）……賞状と賞金
万円

・優秀賞（３名）……賞状と賞金
１万円
書カード）

・入選（ 名前後）……記念品（図
○応募要項

公益社団法人 読書推進運動協議会

①標語「この一冊に、
ありがとう」 ビル６階

法人 読書推進運動協議会に帰属

⑪発表＝８月上旬、入賞者に通知

℡＝０３ ─５２４４ ─５２７０

＊
「読書週間」などの文字情報 「読書週間ポスターイラスト」係

をイメージした未発表の創作原画
は作品に入れないこと
③用紙・画材＝自由

②サイズ＝Ｂ４判、タテ
④ＣＧ作品はプリントアウトした

返却希望の方はその旨を明記し、

⑬作品は返却しません。ただし、
着払い伝票（必要事項記入、ゆう

もの
⑤カラー、モノクロとも可

パックに限る）を同封のこと

⑥立体、半立体、写真、コピーは
不可

ひ・と・こ・と

●編集部＆事務局の

タ」運営委員会に出席（ビデオ会議） ●巻頭にご登場いただいた広松由
☆４日＝岡部公認会計士・税理士・行政
希子さんの『日本の絵本１００年
書士事務所と２０２１年度 決算報
１００人１００冊』
（玉川大学出版
告書作成打ちあわせ
部）は、さまざまな読み方を楽しめ
☆４日＝内閣府に２０２２年度 事業計
る一冊です。選書リストとしてはも
画書・収支予算書を提出
ちろん、日本の絵本の歴史ガイドと
・４日＝「上野の森 親子ブックフェス
タ２０２２」出展者説明会に出席
して、絵本作家のエピソード集と
☆７日＝機関紙『読書推進運動』 号
して……。私は、
「この絵本（作家）
入稿
に影響を受けたのが○○さん」とあ
☆８日＝機関紙『読書推進運動』 号
れば、両者のページを見比べ、また、
責了
☆９日＝「第 回 こどもの読書週間」 現物を手に取りたくなった絵本に出
ポスター出来、順次発送開始
会ったら、書店の在庫や図書館の蔵
・９日＝伊藤忠記念財団「子ども文庫助
書を検索したりと、
寄り道しながら、
成贈呈式」出席（オンライン）
ゆっくり読みました。
☆ 日＝機関紙『読書推進運動』 号
●加えて、広松さんがその絵本を読
出来
んだときの感動、子どもたちと絵本
・ 日＝伊藤忠記念財団「子ども文庫助
成事業」本年度応募要項を関係者ほ
を読んで過ごしたあたたかい思い出
かへ発送
までもが紹介されているものですか
・ 日＝とよたかずひこさんと「子ども
ら、
「私もこの本読んだとき、こう
読書の日」ポスターについて打ちあ
思った！」
「そうそう、子どもはこ
わせ
の本大好きなのよね」と、自分の思
・ 日＝「上野の森 親子ブックフェス
い出にまで寄り道はおよびました。
タ」運営委員会に出席
・ 日＝「上野の森 親子ブックフェス
絵本より読みもの中心で読んできた
タ」運営委員会に出席（ビデオ会議） 私でこれですから、絵本好きの人に
・ 日＝文部科学省へ
「子ども読書の日」
はなおさら、たまらないのでは？
ポスター制作作業終了の報告を提出
●地元図書館の蔵書を検索をした
・ 日＝文部科学省に令和４年度「読書
ら、１９２０～４０年代の絵本も、
活動推進事業」審査表を提出
・ 日＝とよたかずひこさんと「子ども
復刻版が貸出可能！（広松さんの選
読書の日」ポスターについて打ちあ
書基準「古書でも手にとりやすいも
わせ
のが大半」は事実です）
。各読進協
・ 日＝「上野の森 親子ブックフェス
からいただく「読書週間・こどもの
タ２０２２」開催挨拶・協賛依頼の
読書週間 行事報告」でも「復刻版
ため、一般財団法人 日本児童教育
振興財団を訪問
の展示」が多く、図書館では復刻図
書の収集をしていることは知ってい
たのですが、ふつうに借りられるこ
とに驚いています。さっそく、貸出
予約をし、絵本三昧の「こどもの読
書週間」
にしようと決めました。（伸）
64

●編集部より
５月発行の『読書推進運動』第 号
は、
ゴールデンウィーク前後の印刷・
物流状況の影響で５月 日出来を予
定しています。

《ホームページ》http://www.dokusyo.or.jp
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2020 年
なかいかおりさん
2021 年
しらいたまもさん

25

2018 年
さとうみすずさん
2019 年
富山涼太さん
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30
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2022・第 76 回 読書週間
ポスターイラスト募集

標語は「この一冊に、ありがとう」

