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岩城借子

表紙を開くと 、両手で目隠しをした猫が現 どこか行き著く先があるのてしょうが。

われる。柔らかなタッチで描かれ、ちょとん 私は� 5年前から 「静岡県図書館大会」で行

.....ぼくは、いないよI"と座った姿がかわいい J.
 われる分科会の一つである 「読書会Jに携わ

と、猫の声が聞こえでくるような錯覚を覚え

る。

「いないいないぱあにゃあにやが

ほらほら いなし1 いない� J 
と、母親む1蔵(;::::怠ったばがりの子どもi革、次

の買をめくるか 、めくらないかの内に� 1('3:あ!J

と、声をあげる。市町が取り組んでいる 「ブ

ックスタートJでいただいた本を母親が読み

きがせているの居間に差し込む温かな日差し

の申で、親芋の至福のひととき。

我が家にもこんな光景がしばしば見られま

す。本をデiしてコミュ二ケーションが生まれ

ます。一冊の本拡親と子の鮮を確かなものに

していくのに 役も二役もかっています。

「ブックスタート」から始まり、子どもた

ちは 、多くの大人の手を経て、 自分自身の

「読書入、生」を形成していくことになリます。

ところで、こめ「読書人生」は、どのよう

に成熟していくのが望ましいのでしょうか。

.…� …� 1 
H ・， 2

・..…………………'"・ H ・，.2 

おはなしハ� γピータイム……..，・ H ・.....・ H ・..……� 3

読み聞かせグループこすもすの会...・ H ・...・� ・…� 3H

すいぜんの里読書会/吉田読書クラブ...・� ・"3H

0国民読書年記念フォーラム報告...・H・..6..・H・"4 

0静岡県子ども読書フェスティパル報告………� 4 
3推薦図書……………....・� ・......・ ・-・・…・……� 4H H

H"・おはなしク 、� 

{内容紹介(もくじ)) 

。巻頭雷� (r心をつなぐ本」岩械情子氏l

0静岡県図書館大会・読書会分科会報告.....・
 

3平成22年度 優良読書グループ紹介


*(社}読書推進運動協調会長賞(全国表彰)

yク� .
 

安静岡県読書推進運動協議会長賞(県表彰)


摂津おとぎのへや/宮士宮市市民読書サボーター…� 3


ってきました。子の中て・、県内のあちらこち

らでグ� jレーフを作り 、読書会活動を行ってし

る多くの方々を釦ることができました。グル

ーフの大きさも樺々 、活動も樺々ですが、異

口司音に雪われるのは

「ひとりで読むより仲間で読む方が数段楽ししiJ
「自分からは手iこしない本も読むことができる」

「自分の気づかながコた考えを聞くことができる」

「互いに成長できる場と在っているj

という言葉。共lこ読tことによって 、読書は

広がり 、また深まり 、本を介して人が繋がっ

ていくことが見えてきます。

読書会の活動は、タトに働きかける活動とは

異なり 、仲間と成長し 、心の交流を深めるこ

とができるものであり 、目立ちはしませんが、

こうした仲間作りは、読書を楽しみ、人と人

との鮮を深める場として 、県内にもっと、も

っと広がっていくことを期待しています。
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|静岡県図書館大会・読書会分科会報告� E 
魅力的な読書会

~もっと「本と遊ぶ」・「本と暮らすJ- (図書館大会読書会分科会よ内)

平成22年10月18白(月)、静岡県コンベンションアーツセンター“フランシッフ川において恒例の静

岡県図書館大会が開催されましたれ第� 5分科会は 「魅力的な読書会」をテーマに 、読書ウ� Jレーブ「和の

会」の皆様と 、静岡県書居商業組合副理事長(現在は理事長� 1をされている迂崎直利氏を講師にお招き

し、会をもちました� ζ さき回は募集定員を超えるワ2名の参加をいただくことができ、また 、参加した皆さ

んからは 、もう少し崎閣が欲レかコたという声も閣かれ否ほとー関心をもっていただきました。アンケー

卜の結果も好評でした。

「和の会」拡 「母と子読書会」を草案したメンハーが母親だけの会として立ち上げたグループで、

現在 、'11名の会員で活動しています。司会、記録、課題図書の選定を当番制で行� Li‘話し合い後は必

ず当蓄によるまとめをすることや、読書会の進め方の工夫を発表していたたきましたのまた 現在も

子ど子B対象の読書活動も精力的に行っているということで、手作り絵本の読み聞かせの実演もあり� ‘

会喝は温かい雰囲気に包まれました。

議漬で(ポニ崎直利氏に 、~もっと 「本と遊ぶJ r本と喜らす� J""をテーマにお話をいただきまし

た。ヱ崎氏が岐路に立たされた時の一冊の本との出会いや、「本屋� l誌 なぜjに応えるのが仕事Jと

確信したというアメ リ力の同暗多発デ口の時の体賭訟 、きた 、電子書籍と喜庖の変化等今目的芯問題

まで、多岐にわたり 、書庖の立場がら� F話いただきました」更に、映画 「ジ工イン ・オーλティンの

読書会」や「好きな本のブレゼン読書会」など、固定観念にとらわれない様々なスタイルの読書会の

提案もしていただきました

質疑応筈や意見交換も活発に行われ、今後の読書会の新たな動きに期待が高まる分相会となりました。� 
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(社)読書推進運動協議会長表彰(全国表彰)

[おはなしクッウ (清水町)1 
昭和63年図書館の読み聞かせ論座を修了した3名が、図書館

でお(6"'d~し会「おはなしわいずみ j を開始したことにより発

足しました。かつての会場に入りきれない程の来場者から比

べると現在は人数が減ってしまいましたが、「おはなしのいず� 

みJ leJ:会の原点としで大事に守り続けたいと思います。他に乳幼児向けに 「おはなしの王手箱� JモJ行

っており 、子育ての中で絵本が喜びゃ楽しさの一端となってくださ杓ば、こんな(;:錯しいこと(o.あり

ませんc

平成18年に図書留の20周年事業として発行された7ックりス ト「おはなしの花かご」回 、選本 ・

編集 ・ 装丁など全編を「おは告しウック」のメンパーが担当さ~ttて頂きました。 また 割し幼児の保護

者に読んで頂きたいと 、絵2Is:.の紹介を中心とした情報紙「玉手箱だより」を月� 1回、図書麓と協力し

で発行しています。これらをおはなし会の参加者やブツウスタートの絵本を一緒に配布しています� F

図書館以外でのおは札会は、司立幼稚園� 4圃と保育所� 3所、私立保育園� 1圏、町立中学交� 2校、

県立東部特別支援学校中等部 ・ 小学部の名所に年間予定を立ててJ~き 、 害ウラス毎に月 1 回程度実施

していますu不定期では近隣市町の幼・� 1果・小� !中学校や県の児童一時保護所なとへも伺っています。

これら次月の日程の担当者調整を図書箆にで毎月第4火曜日の勉強会で、情報交換 ー絵本の紹介 読

み聞かせの勉強と共に行っていますヵ� 

L代表久保田澄子う

ーリ ー



岡県読書推進運動協樋会長表彰(県表彰)� 

[~要急おとぎのへや(富士市) ) 

f討とぎかへやJ(式会発足 20年自にな~~ます。我lJチ

の卒業と~百'!18;f 1二 1，¥学校の「絵本の会Jから離杓たお母さん

達が、さら{ご地域においても本と子供涯に関わっでいたい

という2熱い気持ちから誕生しん釜です

会員-J，n司とりのやさしさ?と情熱があったが色、t主た、

供還がらいっぱい勇気をちらつできたがら、ここまで地

閣こやってこられたのだと思い古寸。

害用者主� 2+曜日のおは与し会には、読J-!.閣かせ スト

リーテリン夕、工作、大型総本、紙芝居等.いろいろもフ

ロゲラムを考え、四季折々の行事千大切にしながら禁しん

止す。

でいま寸、，4>:を楽しみ‘読書をする

きづかけになうaて〈れることを間待

しながら、活動していきたいと思い

(代表米田容三平、

!おはなしハッピ-11イム(静岡市)] 

F お1eJ:ヰよしハ、νヒータイム」は読み聞かせの重要恰

を感じた子育て世代のバ ンパーが集まり発足。平成14
拝からオーク長田図書匙て同� 1回.おはなしの会を行

つできました

旨み閣かせ講座などに参加し総本の遷賓の仕方、読

み冒かせに対する姿語を学び合l，¥、絵本 ・紙しlo.Li 

trリ維や手遊むとい� .JT.ζ靖子 tJ~しめるような趣向在

冴'JL，できました 毎回 、緊張しながらも子どもの真

り谷表情にやりtlいを、皆、事lています。

現在メンパ� 12~o 発足時とは一到

しましたが、先輩方の、子どもの聾かな

心と人間性を大き¥letぐくんでいきたし

との憩いを受け繕ぎ、これからも読み聞

かせを過して本の寸ばらしさを広<jnえ� 

τ苦いります。，代表望月希有子P

{すいせんの里読書会(浜松市)1
私苦� tすいせんの里読書会Jは、平成22年月主「哩良

読言グループJのーっとして 去る10月18日「静岡県

可書恥色霊長h協議会長白」を受嘗蚊しましたの

忍いが!TJj:くもこのような栄えある貨を頂き 、会員

司とても腐き 、大宣伝し〈思っておリます。

「寸いtんの皇読書会� lは昭和田年に初足し、平成� 

22年10月訟でに330回の読婁会を重ねてまいりえトた

この28.if間 、好き芯本 哲手なオーなど様々芯本との

[富士宮市市民読書サボ-1lー(富士宮市)1 
平BX13年� 4用lこ、富士宮而教育要員会生涯学習謀が、

か苦心を青む環境づくりとして市民協働による� l読

と読み聞かせ推進事業」を立ち上竹ました その� e

業の F現のたわに官生したグループ /f~士宮市市民読

書サホ ーターです。子どもたちが .長く読み継がれた

良い本を楽しみながら育ってくれ面ことを厩コて 広

ど伊良に同けて活動し7い去す。札幼児には「粍本と

わらへ載の会」や保健センターでの給47.の砲台、)J¥9

学生には学技を訪問して「百gl)と7"ノ.クトークj また

守人lアl革、理解を広め否ための講座やセミナ 、講ノ

会松とを閣催しでけます� 平成� lb年度には子どものb

の� Jス卜「おもしろい本みーう111.:Jを作成し 知

主とや読解力のためでなれ 、

かな物語体醤としての読

を子どもたちにすすめてい

です。{代表大ぬ清美、� 

l読み聞かせクループ こすもすの会(揖111市)]
翠域� Z年(ご当金を裂，足レ 、済松市在住の;由ヶ合中圭ろニ

先生を請師に出迎えしての月� 2回の勉強会に11え、1m 

i域(J)幼稚園 保育園 ・特5jliN議芭人ホムなとの施設

をはしめ 、在自治体の集まりや子育て支援センタ一世

に「読み出が立慰問~J をさせでいただいております
紙芝居や絵本 手遊げ ~I誌し除 、 昔話をモギーフに

した会国手作りの人形劇や朗読削にも挑戦 lJ、緊張レ

ながらも棄しい閏閣を共有しでいますれ

明るく前向きら人柄の先まの勉強会はいつも笑い

が絶えヰよぐ 、flへかっスター卜した当会も十品名に噌

えでいます

「継続(3.力主主リjの姐く

これからぞ全員同士気負わ

ず、無理せず、健!棄で縄け

られたらと穂「てちリます� 

/l'そ友信田みづほ，

[吉田読書クラブ(吉田町)] 

「こんな立派な図書館か出来たんだが巳 、閲覧 憧

り出しだけでなく 読ん t~~-にコいて話し合う会不』同
ひ作Lたいjといった要望を基に 、当簡の増田語長の

;事切な助言もあっで2005年� 1月、ようやく「吉田読書

クラブ」結成にこぎつけることが出来えした

特に己主まった規約(;j;ありませんが 、趣旨は「誌でモ

気軽に参加し 、真しく話し合前ろ」ということで、毎

日語� 4日曜日の牛後、図書官つ クルムで f~してい 

d"9 
いく;‘色々な分野の自を ~b\せて〈

れき主した、

さと回の受賞をtilbみに 「たと号� 1ヘ� 
-~JでもJ と「曜続は hJ を台言葉

会員(0:12名で

日



昨年� 11月2'7日(土)、県立大学大講堂にで 、

「国民読書年記念フォーラム2010 lしずれか」

力r530人の参加者を得て盛大に開催されまし

た。こめイヘン卜は、国民読書年を契機に読

書活動の一層の推進を図るため 、県図書館協

会 、県立大学、寝室霊台芸術センター� CSPAC)
との共催で行ったものですの

詰演会に(el‘作家の重総痛さんをお招きし

ました。重紛さんは 、いじめをテーマと した

こ自身の著作について「遣いを排除しよう と

するのか 、いじめ。お互いの遣いを認め合え

る社会を作りたいっJと熱く語りかけ 、また 、

文学の魅力について「時が綜つほど価値が高

まるのが文学の特徴で .図書館はその宝庫で

あるの」とお話しくださいましたえ請演会のほ力¥

にも 、 ISHIZUOKA COLLEGE 800K 
AWARDJ選考委員の大学生と「天竜文学賞」

選考委員の高枝生が名選考作品を紹イトレ 、県

平成22年� 8月28日、土)、静岡甫立日本平動

物園と 、隣接する|日工ンパーソン邸の� 2会場

で、「静岡県読書フェスティパル，� 201OJを開

催しましたの

旧工ンパーンン邸は 、静岡市内に現存する数

少ない明治時代の西洋建築物であり、静岡市の

指定有形立化財ですn 質素な主よかにも歴史を感

じさrせる建物で‘の読み聞かせは 、ゆったりとお� 

l誌なしの世界にひたることか‘できましたι

また、静岡市立日本平動吻圏では 園のζ

協力をいただき 、動物ふれあい錦て読み聞か

せや腹話術を催しましたの動物や毘虫に関し

たテーマの本を取り上げ、実際に目lこする動

物たちと 絵本や物語本などに描かれている

動植物とを結び合わせ、より一層の体験と感

動を得ることができたと思います勺

会場では 、生きたヘピに触れる コーナーも

あり 、にぎやかな会場でしたが、お話が始ま

教育長を突えて意見交換を行った「ふじのくに

ブックレビュ� J、読書に係るキャ ッチフレー

高く手を振る日

ズ(応事553点) ・イラ

スト(応募95点)の表彰、� 

SPACによる即興劇など

盛り沢山の内容で 、参加

者の皆さんは、熱心に聴

き入� JてUましたc 

叫� /'  

おおきな木

ると 、多くの

子どもが集ま

り，あ話の世

界に集中する

子どもの姿に 、

改めで本持つ

力を実感した

一日でした、

シr.JL..シルヴrスタ� fン/帯� HI.(;Hd./刷lil~ 

r)1よ1.'，

(f庁、潤H. '!OI(U) 

)十

蒔:

(.f自分の始末

野川
名文どろぼうj 

もし高校駅事の女子マネージャーが

tきもせず
 ドラッカーの「マネジメントJを読んだらjuji荷旺海/衿

(ダイヤモンドrL 2009.12) 

日野原重明の 「こ乙ろJと「からだ」の相談室� フッククラブで楽しく学ぷ
Jfil9;> ~f1] クリティカル・リーデインク入門Jfi J己売文/r"1I}1ノ� t ，

'1;

小暮写昆館� 1守門/1)...ゆt 母、オモニ� l勾1¥1/ 口ノ

(tMHL 2011).1
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