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　もう忘れることはあり得ない 2011 年３月 11 日の東日本大震災。この大惨事で被災者の方々に
限らず、それまでの日常が変わった人々はかなり多いと思います。私もその中の一人と言えますで
しょうか。仙台市にあります公益財団法人地域創造基金さなぶりの専務理事をなさっている鈴木
祐司さんが、盛岡のうれし野こども図書室にいらしたのは、2012 年の秋頃でした。すでにその時、
うれし野こども図書室は陸前高田市にこどもの図書館「ちいさいおうち」を開館し、その運営に
追われていました。鈴木専務理事のご用件は、「ちいさいおうち」とは別に、被災地でうれし野
の特性を生かして子どものための読書推進事業を行って欲しいというものでした。さらにこの事
業によって、うれし野の土台をより堅固なものとし、後継者育成にもつなげるために、人件費も
出すという、うれし野では今までかつてなかった提案をいただきました。それから3 年間、「こど
も☆はぐくみファンド」という名称で毎年申請書と報告書を提出しながら、私は、正会員の菅原
和子さんと共に、うれし野こども図書室として出来うる限りのことを、実行した思いでおります。
　その事業は、大船渡・釡石・陸前高田市で行いました。まず、子どもに本を手渡す、大人の方々
の認識を深め、知識を持って頂くために講座を開催しました。また、家庭における子どもの読書
時間が少なくなっている状況の中で、次に子どもの生活圏内で読書環境となるのが学校の図書室。
学校図書室に専任司書を配属している小学校はほとんどなく、盛岡市内は保護者の方々が図書ボ
ランティアという形で学校図書室の整備などに関わっているのが現状です。それが被災地となれ
ば、図書ボランティアの存在もない学校も多く、学校図書室がどうなっているのか気にかかって
おり、事業として踏み込みました。
　これらの事業の数々を、小冊子という形で纏め、お手元にお届け出来ますことを嬉しく思います。
どうぞご覧くださいませ。

　短く感じた 3年という月日。しかし私たち2人には、時間を超えた濃い時間となりました。
　見知らぬ場所にお邪魔しても、「子どもと本」の言葉で、共通の思いを培い、育てることが出
来た思いです。
　被災地支援という形で、被災地へ通いましたが、このことを支えて下さる助成先、私たちを迎
え入れて下さる被災地の方々、「人」がいて縁が出来、物事が進み、支援側の私たちも育てられ
ました。改めて、今更のようですが人との繋がりを強く意識しております。
　そして、被災地の風景～景色。復興で土ぼこりをあげている盛土の現場、その周りの穏やかで
美しい海。これら全てが一体となって、この 3 年間の活動が東日本大震災のひとかたまりとして、
私たちの脳裏に収められております。
　事業は、幕を閉じますが、私の被災地通いはもう少し続きそうです。
　最後になりますが、「こども☆はぐくみファンド」の事務局様には、
色々ご指導いただきありがとうございました。鈍い生徒で申し訳ござ
いませんでした。たくさんの学びに感謝申し上げてます。



セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン × さなぶりファンド
こども☆はぐくみファンド支援事業

について。

事業主体公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンと公益
財団法人 地域創造基金さなぶりによる協働事業で、被災地の
子どもの健やかな成長を支援するために、地域で子ども支援活
動を行う NPO 等の非営利組織を主たる対象として支援してい
ます。（平成 27年12月をもって終了）
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感謝でいっぱい

　陸前高田市は、あの東日本大震災津波により、
まさに壊滅状態になりました。市の中心地であ
る高田町の平地は津波にすべてを持っていかれま
した。それは建物だけではなく、児童や児童の
家族など、多くのかけがえのない命をも奪ってい
きました。それでも全国からの支援により、学
校は再開できました。学校に来れば仲間もいる
し、学ぶ場所も、遊ぶ場所もあるためか、子ど
もたちは、毎日明るく元気に登校してきてくれま
した。背負いきれないほどの大きな傷を負いな
がら、元気に登校してくる子どもたちに、これ以
上悲しい思いはさせたくはない、せめて学校に
来たなら、楽しい思い出をいっぱい作ってほしい、
それが全職員の願いでした。
　とはいっても、着の身着のままで避難した状
態だったので、すべては支援に頼らなければい
けない状態でした。食料をはじめ、衣服や学用
品など、たくさん支援いただきました。
　校舎から毎日がれきの山を見ながら、私たち
職員は、こんな状態でも子どもたちには被災地
出身だからと言われないようなんとか力をつけて
あげたい、そう考えるようになりました。
　そのためには、学校の教育活動を震災前の状
態に近づけることが一番大切と思うようになり、
子どもたちの喜びは、こんな被災地でも、日常
の中にあるはずだと考えるようになりました。だ
から、日常を応援してくれる、「うれし野こども
図書室」さんの図書室整理や読書についての支
援は大変ありがたくお受けしました。
　当時本校では、児童の心のサポートも重要な
課題であり、正直、図書室の整理まで、手が回
る状態ではなかったことも確かでした。
　そんな中で、髙橋美知子さん、菅原和子さん
においでいただくたびに図書室が目に見えて明る
くなっていく、本が見やすくなっていく、同じ本
でも、置き方ひとつでこうも変わるのかと気づか

されました。
　震災から３年目の年は、それまで頑張り続け
てきた児童が、行き場をなくしたように、用もな
いのに図書室に行ってうろうろする状況に、私た
ちと一緒に心を痛めてくれたこともありました。
そんな子どもたちが、ヤングアメリカンズショー
のステージ発表で頑張る姿に、共に涙したこと
もありました。図書室には、毎日たくさんの子ど
もたちが通います。お二人はそんな子どもたちを
側面から温かく見守ってもくれていました。
　新刊図書、おすすめの本、同じ作家の本や同
じ内容の本を集めたコーナーをはじめ、本の内
容をよく理解している人でなければできないコー
ナーを次々に作ってくれました。お手紙に関する
コーナーを作っては、子どもたち一人ひとりにお
手紙の返事を書いてくれたこともありました。読
み聞かせを楽しみにしていた子も多くいました。
　本の背表紙しか見えなかった平面的な図書室
が、思わず本を手に取ってみたくなる立体的な図
書室になり、いつの日からか学校においでいた
だくお客様にも、ぜひ見ていってくださいと案内
できる自慢の図書室になりました。本当に髙橋さ
ん菅原さんに感謝の気持ちでいっぱいです。あり
がとうございました。
　今日も、本を借り、本を読む楽しさを知った
子どもたちは、楽しそうに図書室に向かいました。

陸前高田市立高田小学校
校長  木下 邦男 先生

２. 寄稿
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子どもたちのために次の１ページを

　この度、こどもはぐくみファンド支援事業として、
被災地の思いに寄り添った「うれし野こども図書
室」の３年にもわたる各般の活動に対し敬意を表
すとともに、当市におきましても絵本講座の開催
や学校図書室の整備、市立図書館へのご助言等、
数々のご支援を賜りましたこと、私はもとより教
育委員会一同、心より感謝申し上げます。
　髙橋理事長との出会いから始まった当市での事
業でありましたが、その出会いは昨夏、絵本講座
開催にあたるご相談として当市にお越しいただい
たとき、、、ではなく、実は平成 24 年 5月、大船
渡市にて開かれた子どもの読書活動推進会議の場
でありました。（この文面を見て驚かれているかも
しれませんがどうぞお許しください！）当時、教
育委員会に配属になったばかりの私は無知も多く
お恥ずかしい限りでありましたが、「本が持つ力を
捉え、子どもたちの健やかな成長の基盤になると
いう信念を持って職務に臨まなければいけない。」
という髙橋理事長のメッセージが心に残っており、
また、今回の関わりによって一入の思いを抱いたと
ころであります。
　さて、当市での絵本講座は昨年度から２年連続
で開催したところですが、髙橋理事長はじめ事務
局の菅原さんのご尽力、また、受講者の皆さんの
熱心な学習意欲、姿勢により、おかげ様で成功
裏に終えることができました。昨年度はプログラ
ムの組み立て方や実技等技術的なところを、今年
度は世界各国の絵本をテーマに選書の目の養いを
目的に開催しましたが、どちらも真に目的に合致
した運びとなりました。受講者の皆さんからは、「絵
本の力や世界観、奥深さをますます感じた。」、「こ
の講座を受けるたびに子どもにどんな絵本を読も
うかと楽しみになる。」等、ここでは全て紹介でき
ないのが惜しいほど、充実感、満足感が伝わる実
直な感想が多く寄せられました。髙橋理事長の語
りに引き込まれ、教える、学ぶといった形を超えて、
有意義で貴重な時間を共に過ごせたからではない
かと私は感じております。（今年度の初回、取材
に来られたTV局の方が「本当に楽しかった。」と
言って長い時間場にいたのも印象的でした！）
　また、髙橋理事長のご配慮により、現に読み
聞かせ活動をしている方以外も対象としたところ
ですが、受講者同士のつながりも生まれ、既存団
体への新規参加が期待される様子もうかがえるな
ど、終始一体感がある和やかな雰囲気で開催す

ることができました。
　これらのように、うれし野さんからは絵本講座
だけでも実りある機会をお届けいただいたわけで
すが、今回、表現するのが難しいほどの心温まる
ご厚意により、市立白山小学校の図書室整備を
も手掛けていただきました。私の不用意なお願い
が発端となったこと、今でも反省するばかりです
が、学校ボランティアさん等の協力も得て、ラベ
ルの再貼付や多彩なポップづくり、配架レイアウ
ト等きめ細かに施してくださったほか、新たな図
書も寄贈いただくなど専門的知見により改善され
た図書室は、子どもたちの笑顔を増やし、自主的
な読書活動に寄与する場となったことと思われま
す。
　今、読書推進を含め教育を取り巻く環境は、決
して充実しているとは言えません。今回、髙橋理
事長や菅原さんは、市立図書館の配架状態も気に
留めご助言してくださいましたが、裏を返せば、
学校図書室も含め、公共施設として、公教育として、
基本的な環境整備やサービスが行き届いていな
く、まだまだ配慮するべき余地があるものとして、
その状況を改めて痛感しております。
　司書等の専任職員をはじめ教育に携わる職員
が充足していない厳しい状況は、残念ながら今後
も続くことが予想されますが、しかしながら、日々
成長していく子どもたちのために、私たちは空白
無く、豊かで本物の教育を届けていく責務があり
ます。少なくとも、今回うれし野さんと共に実施
できたもののように、子どもたちの豊かな感性や
想像力、表現力の育みといった「次の１ページ」
を形成する読書活動への寄与に関する取り組みに
ついては、終わりは無いものと心得ております。
　結びに、髙橋理事長はじめうれし野こども図書
室の今後ますますのご活躍を祈念するとともに、
今回を契機に当市との結び付きを更に深めていた
だきたいことをお願いし、私からの寄稿といたし
ます。
　髙橋理事長、菅原さん、本当にありがとうござ
いました。またお会いできる日を楽しみにしてい
ます！！

　東日本大震災の発災から丸5年が経過しようとしている。それを、あっ
という間と表現する人もいれば、時が止まったままと嘆く人もいる。い
ずれにせよ、全国や全世界からの励ましとご支援のおかげさまで、一
歩一歩階段を上るように復興に歩み寄っている。
　思い返せば、震災直後から避難所の子どもたちに読み聞かせを始め
た私たちを支えてくださったのは、県内陸の同じ活動の仲間たちだった。
うれし野こども図書室の皆さんは、魚介類の腐敗臭が風に漂っていた初
期から被災地に入ってくださった。寄贈本の仕分け、物資の運搬、避
難所でのおはなし会の実施等、私たちとともに図書を通じた支援活動
にご尽力いただいた。
　そのうえで、理事長の髙橋美知子さんから今後の支援の希望内容を
問われた際、「みんな、こんなときこそ地域のお役に立ちたいと思って
います。人を育ててください」とお願いした。それに対し、二つ返事で
承諾してくださったのを今も覚えている。この人育ての連続講座は本当
にありがたかった。自分たちの地域を自分たちで支え続けていくには人
材育成が必要不可欠であるから。
　１年目に「楽しく学ぶ　絵本の読み聞かせ講座　とどけよう！手渡そ
う！すてきな本の世界」（全 5 回）、２年目には「ストーリーテリング連
続講座　とどけよう！物語の世界を子どもたちに！」（全 5 回）、最終年
度は「知ろう、探ろう！絵本の世界 in 大船渡」（全 5 回）が行われた。
どの年の、どの回においても、中身の濃い内容であり、配布資料に至っ
ては欠席者からも配布の要望が寄せられるほど充実したものであった。
　受講生にとって、様々な新しい知識を得る機会となっただけでなく、
実践に結びつく具体的な練習の場にもなり、加えて、志や興味を同じく
する者が集うことで人のつながり作りを図ることもできた。その後、受
講生は学びを着実に実践に反映させ、各々が自信をもって活躍できるに
至っている。
　うれし野こども図書室の皆さんの親身な対応や、読書活動の推進へ
の情熱、復興支援活動に寄せる強い想いなどに接し、どれほど私たち
が励まされたか、言葉で言い表すことができない。これまでのたゆま

釜石市教育委員会事務局
生涯学習文化課 生涯学習係

主任  瀬戸 亮 さん

読書ボランティア
おはなしころりん

（大船渡）
代表  江刺 由紀子 さん

２. 寄稿

ぬご支援に心から感謝申し
上げるとともに、今後とも良
き友人として見守っていただ
きたいと願っている。
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3. 被災地支援活動の様子
その① 学校図書室支援　陸前高田市立高田小学校

9

活動項目
①日本十進分類法に基づく自然科学の
　書棚整理、整備、サインマークの提案
②図書の選書や配架整理、
　蔵書整備作業と図書室環境整備作業、
　テーマ展示など
③遠野文化研究センターでの選書本を
　寄贈、それに伴う一連作業の実施
④読み聞かせ活動を通しての読書推進活動
⑤学校とその担当者皆様との連携

3/27・28、４/25、５/23、６/17、７/18、
８/28・29、９/12・26、10/10・30・31、
11/18・27、12/10・18・19
　　　　　　　　　　　　　　　　　 全18回

テーマ展示「はぐくみ」のレイアウ
ト（2015.12.08）「命」「愛」「友
情」「夢」を育む物語が並びます

サ イ ン マ ー
ク、見出しイ
ン デ ッ ク ス
（横書きは透
明ファイルの
廃材で作成）
を新設して、
わかり易く

図書室オリエンテーショ
ンでテーマ展示を案内。
子どもたちは興味津々

授業時間をい
ただいてのお
話会の様子

図書室からの風景（平
成26年９月撮影）。復
興の最中、心休まる時
間を過ごしてもらいた
いと願うばかりです

１）蔵書整備
　・絵本や文学、別置蔵書（献本と学校蔵書本が別々になっていた）の一元化
　　（全１７０冊のデータ入力と本装備、受入作業）
　・遠野文化研究センターからの寄贈本処理（データ入力、本装備、受入、本紹介、配架）
　　⇒平成25年：６４１冊、平成26年：94冊、平成27年：99冊　合計８34冊
　・「昔話コーナー」の新設（39冊寄贈、データ入力、本装備他）
　・新たに自然科学サインマークのデザインの発注、見出しインデックス作成
　・学校購入本に対するお薦め本のリストアップ支援
　・除籍本抜出作業支援

２）環境整備
　・図書本の配置換え、並べ替え
　・書棚のリフォームや見出しインデックスの制作、ミニ書棚やフリーボックスの寄贈
　・年2回のテーマ展示に合わせて助成金より本の購入・寄贈
 　（データ入力、本装備、受入、紹介、配架）
　　⇒「旅（18冊）」「扉をあけると（23冊）」「手紙（25冊）」「挑戦（28冊）」「きもち（19冊）」
　　　「はぐくみ（20冊）」　合計１３3冊寄贈
　・書架配置変更に伴い、くつろぎスペースの設置提案、季節展示コーナーの設置

３）児童に向けた読書への導き
　・昼休みのミニお話会や本の紹介を定期的に実施
　・授業時間をいただいての図書室オリエンテーションとお話会開催

４）学校とその担当者皆様との連携
　・図書室支援員さん他への技術指導、共同作業、本のレクチャー、意見交換

主な支援内容

古い書棚に化粧を施し
生まれ変わりました！
本も子どもたちも大喜び！

学校図書室整備を始めた背景
大震災後、避難所や学校を回っている際、体育館の片隅や学校の廊下に山積みになって
いる献本の段ボール箱を多く目にしました。あの混沌とした状況の中で、整備に当たれ
る人材はいるのか、たくさんの本がどのように整備されているのか、学校図書室では、
選書は出来ているのか、子どもたちが選びやすいように配架されているかと…ずっと気
にかかっていました。今回この事業で、その仕事がたとえ一校でも出来ることになって、
少しはお役に立つことができると果敢に挑みました。

お昼休みの
ミニお話会
の様子

平成
25年

4/22、５/９・10・22・23、６/10、
７/８・23、８/５・６・27・28、９/９・24・25、
10/28・29、11/21、12/９・25

全20回

①全国からの寄贈本の選書、分類、配架を整備
②遠野文化研究センターでの選書本を寄贈、
　それに伴う一連作業の実施
③蔵書整備作業（除籍本を含む）と
　図書室環境整備作業、テーマ展示など
④訪問日に合わせて読み聞かせの実施
⑤学校とその担当者皆様との連携

平成
26年 ①除籍本に対する指導とその支援

②図書の選書や配架整理、
　蔵書整備作業と図書室環境整備作業、
　図書購入選書、テーマ展示など
③読み聞かせ活動を通しての読書推進活動
④学校とその担当者皆様との連携
⑤遠野文化研究センターでの選書本を寄贈、
　それに伴う一連作業の実施

3/3、17、5/21、6/26、
7/16・17、8/20、9/18、28、
10/15、10/28、12/8・9

全13回

平成
27年

3年間、高田小学校には通いました。継続は力なり…まさに
その言葉通り、最初から学校側からはお任せしますとは言わ
れていましたが、自己本位にならぬよう注意を払いました。
回数を重ねるに従い私どもも素直に行動出来るようになりま
した。先生方、子どもたちの顏が分かるほどに、距離は縮ま
り、仕事が楽しく、図書室が変わる度に喜んでくださる笑顔
が私たちの大きな励みに繋がり、充実感は増しました。

活動を振り返って



 3. 被災地支援活動の様子
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その① 学校図書室支援　釜石市立白山小学校

11

学校図書室整備を始めた背景
釜石市教育委員会の方から、釜石でもどこか一校、小学校の図書室整備をやって貰え
ないか、モデル校にしたい旨の打診を受けたとき、学校の図書室整備は大変な作業で、
高田小学校を抱えていますので、とても無理ですと一言でお断りしました。その後、ご縁
があり釜石市立白山小学校を訪問し、図書室を見てしまったのがきっかけで、前言取り
消し、やる気が起きてしまったのです。学校側も一つ返事で私たちの整備を喜んで受け
入れていただきました。

活動項目

①図書室大改造！全児童が使いやすいわかり易い図書室を目指して！
②遠野文化研究センターでの選書本を寄贈、
　それに伴う一連作業の実施
③テーマ展示のコーナーを設置、助成金にて展示本を購入し寄贈
④読み聞かせお話会への協力参加
⑤学校図書ボランティアさんとの連携、協力支援、指導

3/4、9、17・18、25・26、
4/2・3、8・9・10、13・14・15、23、
5/13、22、6/16、7/23、11/26

全20回

平成
27年

高田小学校の経験があったので、白山小学校には構えることなく整備に向かえました。配架も思い切
り替え、子どもたち用の読書コーナーも明るく楽しげな雰囲気に仕上がり、基本図書の一環を再び
遠野文化センターさんからいただき、本棚を落ち着かせることが出来ました。感謝です。学校側と図
書ボランティアさんの積極的な協力をいただいて、スムーズに作業が進み、テーマ展示も高田小学校
で行ったものを使うなどこれまでの労力を生かすことが出来、幸せな事でした。

活動を振り返って

分類を終えきれいに並べられ
た書棚。視覚を捉えるアクティ
ブな面出しは欠かせません

完成した図書
室の見取り図
と本分類表新しく絵本用本棚

２つを制作、絨毯
と丸テーブルで絵
本コーナーが憩い
の空間に！

協力いただいた
図書ボランティア
さんと共に

１）蔵書整備
　・遠野文化研究センターからいただいた本６１３冊の寄贈
　　（本の装備全般、データ入力、受入作業、本の配架、レイアウト、紹介）
　・絵本背ラベルの全貼替作業、並べ替え作業
　・日本十進分類法に基づく分類の見直し（全般）、背ラベル訂正、追加等
　・全図書見出し板（インデックス）の制作、自然科学サインマークの活用
　・昔話コーナーの設置
　・書棚の掃除、整理、本の面だし、紹介
　・学校購入本に対するお薦め本のリストアップ支援

２）環境整備
　・絵本書棚の組換え、新たに絵本書棚の発注・運び入れ
　　（絵本コーナー全般のレイアウト変更、テーブルやクッション購入アドバイス）
　・テーマ展示のコーナーを設置、助成金にて本を購入、本装備
　  「扉のむこうに（27冊）」「てがみ（25冊）」　合計52冊寄贈
　・図書室見取り図の作成

３）児童に向けた読書への導き
　・「朝の読み聞かせお話会」への協力参加

4）学校と図書ボランティアさんとの連携
　・図書ボランティアさんと協力支援、作業指導、本のレクチャー、意見交換、他

主な支援内容

高学年（左）と低学年に
むけたお話会の様子

テーマ展示「て
がみ」の本に
興味津々



知ろう、探ろう！
絵本の世界in大船渡（全５回）

対 象

読み聞かせや学校図書ボランティアの方、
子育て支援ボランティアの方、子どもと本に興味のある方

会 場

大船渡市文化会館リアスホール

講 師

NPO法人うれし野こども図書室理事長・髙橋美知子

日 時

第１回：９月17日（木）14:00~16:00
☆イギリスの絵本
第２回：10月14日（水）14:00~16:00
☆アメリカの絵本
第３回：10月29日（木）14:00~16:00
☆ヨーロッパの絵本
第４回：11月12日（木）14:00~16:00
☆日本の絵本
第５回：11月13日（金）14:00~16:00
☆講座のまとめと絵本についてディスカッション

子ども読書に関する法律が施行されて早１５年。日本中
の保育施設や学校で、読み聞かせ活動が盛んに行われ、
それに伴い数多くの絵本が出版されている昨今、あふれ
るほどの本たちの中から、何を選びどう伝えていくかは、
読み聞かせ活動の中で大きな課題となっています。そも
そも絵本とはどんな存在であったのか…。その歴史を知
る方は決して多くはないはず。平成27年は原点に立ち返
り、絵本の歴史をひも解き、時代を飾った絵本の一部に
スポットを当て、選書の目を養う基礎力向上を目指しま
した。時代を超えた絵本本来のエネルギーに重点を置
き、日常の読み聞かせでの作品選びに生かしていただく
ことがねらいです。

目 的

楽しく学ぶ 絵本の読み聞かせ講座（全５回）

絵本の世界はいろいろな楽しみに満ちています。子どもたち
はそこで遊び、様々な体験をしながら、言葉の力を糧に想像
力をはばたかせ、心豊かに育っていきます。講座を通じて、
基本となる絵本から高学年用の絵本などを幅広く取り上げ、
子どもの成長に係る絵本の持つ魅力を知り、その世界を子ど
もたちと共に楽しみ、広く手渡していくことがねらいです。

目 的

対 象 読み聞かせや学校図書ボランティアの方、
子育て支援ボランティアの方、子どもと本に興味のある方

会 場 第１～４回＝大船渡市民交流館カメリアホール２階
第５回＝大船渡市立末崎小学校

講 師 NPO法人うれし野こども図書室理事長・髙橋美知子

日 時 第１回：５月10日（金）10:00~12:00
☆概論「絵本のちからと役割」 
～なぜ、子ども時代に本が大切か～
第２回：６月11日（火）10:00~12:00
☆良い絵本とは？ ～絵本の選び方・読み方について～
第３回：７月９日（火）10:00~12:00
☆大船渡地域読書ボランティア団体
 「おはなしころりん」さんによる実演発表①
　＆講師のアドバイス
第４回：９月10日（火）10:00~12:00
☆大船渡地域読書ボランティア団体
 「おはなしころりん」さんによる実演発表②
　＆講師のアドバイス
第５回：11月28日（金）10:00~12:00
☆小学校現場での実技見学会とアドバイス
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その② ボランティア講座の開催　大船渡講座について
 3. 被災地支援活動の様子

ストーリーテリング連続講座（全5回）

耳からの読書とも言われるストーリーテリング。その世界
を講座で体験・実践することで、日々の活動の土台作り
につなげ、さらには子どもたちの家庭生活に物語の楽し
みを運ぶという広義の意味で、読書習慣が根づくことを
目指します。

目 的

対 象 読み聞かせや学校図書ボランティアの方、
子育て支援ボランティアの方、子どもと本に興味のある方

会 場 第１・３・４回＝大船渡市文化会館リアスホール
第２回＝大船渡市図書館内おはなしの部屋
第５回＝大船渡市立綾里小学校

講 師 NPO法人うれし野こども図書室理事長・髙橋美知子

日 時 第１回：９月12日（金）14:00~16:00
☆ストーリーテリングとは？概論とその魅力について
第２回：９月25日（木）14:00~16:00
☆プログラムについて・年齢別実践を通して
第３回：10月９日（木）14:00~16:00
☆受講生の実技発表と講師アドバイス①
第４回：10月16日（木）14:00~16:00
☆受講生の実技発表と講師アドバイス②
第５回：11月26日（水）午前中
☆小学校現場での実技見学会と受講者交流会

3年にわたる講座。1年目は絵本の概論から実技まで。2年目はストー
リーテリング。3年目は、を再度絵本、その基礎知識を深めるために行
いました。大船渡には学校図書ボランティアはなく、地元の読書ボラン
ティアの方々が活躍しています。3年にわたり、読書ボランティア「おは
なしころりん」さんが主流の出席者、そして、陸前高田市の「おはなしぺ
パン」の皆さん、人数は少なくてもじっくり、しっかり学ぼうとする姿勢
満々の一般の方々。幅広い年齢層でしたが、その年齢に関わりなく吸収
しようとする心は一つでした。1年目は学ぶという機会に心を躍らせ、2
年目のストーリーテリングでは初めて語った方々の緊張という鎧を身に
しっかりまといながらも、必死に語っている姿には胸打たれました。こ
の舞台を出発点に繰り返し繰り返し子どもラたちに語り続け、ご自分を
磨いてくださいませ。そして、絵本のことをもっと深く広く知りたいとい
うおはなしころりんさんの要望に応えての3年目。初めての出席者の皆
さんは膨大ともいえる絵本の数々を受け入れるのが大変でしたでしょ
う。実践経験にたけたおはなしころりんさんのメンバーが余裕ある姿
で講座を楽しむ姿と初めて参加した皆さんの新しいものを吸収しよう
とする真剣さ、そのコントラストが、これからの大船渡の発展に繋が
り、その飛躍が楽しみに思えました。

３年間の講座を振り返って

地元の「おはなしころりん」
さんによる実技発表

「ストーリーテリング
連続講座」受講生と
膝を交えて交流会

小学校現場での
実技見学会

「絵本の世界」本を手にして堪能！

多くの方が初めて、
ストーリーテリングに挑戦！

講座の様子

惜しみない協力を頂いて
～おはなしころりんさんの受付

大船渡講座の
チラシ
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平 成
26年

平 成
27年

平 成
25年



楽しく学ぶ 絵本の読み聞かせ講座（全５回）

絵本の世界はいろいろな楽しみに満ちています。子どもたち
はそこで遊び、様々な体験をしながら、言葉の力を糧に想像
力をはばたかせ、心豊かに育っていきます。講座を通じて、
基本となる絵本から高学年用の絵本などを幅広く取り上げ、
子どもの成長に係る絵本の持つ魅力を知り、その世界を子ど
もたちと共に楽しみ、広く手渡していくことがねらいです。

目 的

対 象 読み聞かせや学校図書ボランティアの方、
子育て支援ボランティアの方、子どもと本に興味のある方

会 場 第１～４回＝釜石市教育センター５階
第５回＝釜石市立白山小学校

講 師 NPO法人うれし野こども図書室理事長・髙橋美知子

日 時 第１回：８月28日（木）10:00~12:00
☆絵本の魅力！～子ども時代における本の役割～
第２回：９月26日（金）10:00~12:00
☆良い絵本とは？～絵本の選び方・読み方について～
第３回：10月17日（金）10:00~12:00
☆実践に向けて～方法・注意点・プログラム等について～
第４回：11月14日（金）10:00~12:00
☆受講者の実演発表と発表者への講師アドバイス
第５回：11月28日（金）10:00~12:00
☆小学校現場での実技見学会と受講者交流会
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その② ボランティア講座の開催　釜石講座について
 3. 被災地支援活動の様子

知ろう、探ろう！
絵本の世界in釜石（全５回）

子ども読書に関する法律が施行されて早１５年。全国の
保育施設や学校で、読み聞かせ活動が盛んに行われ、そ
れに伴い数多くの絵本が出版されている昨今、あふれる
ほどの本たちの中から、何を選びどう伝えていくかは、読
み聞かせ活動の中で大きな課題となっています。そもそ
も絵本とはどんな存在であったのか…。その歴史を知る
方は決して多くはないはず。平成27年は原点に立ち返
り、絵本の歴史をひも解き、時代を飾った絵本の一部に
スポットを当て、選書の目を養う基礎力向上を目指しま
した。時代を超えた絵本本来のエネルギーに重点を置
き、日常の読み聞かせでの作品選びに生かしていただく
ことがねらいです。

目 的

対 象 読み聞かせや学校図書ボランティアの方、
子育て支援ボランティアの方、子どもと本に興味のある方

会 場 釜石市立図書館２階

講 師 NPO法人うれし野こども図書室理事長・髙橋美知子

日 時 第１回：８月21日（金）10:00~12:00
☆イギリスの絵本
第２回：９月29日（火）10:00~12:00
☆アメリカの絵本
第３回：10月23日（金）10:00~12:00
☆ヨーロッパの絵本
第４回：11月27日（金）10:00~12:00
☆日本の絵本
第５回：12月９日（水）10:00~12:00
☆講座のまとめと絵本についてディスカッション

今回は釜石市立図書館に会場を申
し込みました。これは、釜石市民の
より積極的な図書館利用に結び付く
ように、また、図書館自体に子ども
の読書に対してより高い見識を持っ
ていただきたいという私たちの気持
ちがあったからです。子育て中のお
母さん方に来てほしく、託児を設け
たことも幸いでした。内容は絵本作
家を国別にし、歴史をたどるという
渋めの玄人っぽいものにしましたが
、参加者の皆さんの学ぼうという熱
気あふれる意欲を前にして、また、
会場全体に流れる温かな雰囲気に
包まれて、講師として幸せ名利につ
きました。昨年に引き続き共催とい
う形で教育委員会とタッグを組むこ
とが出来、感謝の気持ちです。

活動を振り返って

絵本に見入る受講生のみなさん

実技を見学する受講生

講座の休憩時間
や終了後にはたく
さんの方が本を
手にし、貸出もい
たしました

受講生の皆さんと
の思い出の１枚 真剣に耳を傾ける

受講生の皆さん

毎回、アンケート用紙を配り、講座内で
の質問事項やご意見をうかがいました
が、講座へのご意見ご感想が大変参考
になり、受講生皆さんの熱心さに気が引
き締まる思いでした。より充実した講座
になるよう、疑問に思った点を次回必ず
お答えすることで、お互いの距離も縮ま
り、深い理解力につながったと思いま
す。講座内容は、うれし野こども図書室
としての基本内容をしっかり盛り込みま
した。この講座でも受講生の皆さんに実
技という形で絵本を読んでいただき、好
評でした。また、様々な方の読みを聞け
たのも良い刺激になったと思います。初
心者からベテランまで幅広い年齢層の
参加でしたが、中でも若いお母さん方が
積極的で（自ら自主活動を展開中）、と
ても熱心なオーラを放っていました。こ
のことは継続的な講座の大きな原動力
となりました。

活動を振り返って

15

平 成
26年

平 成
27年



4. 研修会の報告
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保護者・大人に向けた講話＆ミニ講座の開催

子どもの時代に果たす読書の力、役割を大人の方々に解っても
らい、日常の中に読書の時間を作ろうという意欲を持っていた
だくために開催。理事長の髙橋美知子が講師となり、大人数に
対応したボリュームのある「講話」、少人数で膝を交えた「ミニ
講座」と、要望に合わせて臨機応変に行いました。

講 話 平成26年8月29日（金）（陸前高田市立横田小学校）
「読書の大切さとその役割について」
平成26年11月15日（土）（明和保育園・大船渡市）
「子どもの育ちと絵本の大切さ」

ミニ講座 平成27年6月15日（月）（竹駒地区コミュニティセンター・陸前高田市）
「ぬくもりの中で育つ子どもの心―絵本の世界を子どもと共に―」
平成27年7月23日（木）（釜石市立白山小学校）
「ぬくもりの中で育つ子どもの心―絵本の力と役割―」

子どもたちと本が出合う場所を作る環境づくりもさることなが
ら、本を手渡す人のぬくもり（心）も忘れてはならない大切な
事。読み手の子どもと本に対する心が声にのって、その温かな
思いが伝わります。この「ミニ講座」は、出会いをより良い機会
としていただくためにも、子どもと本に対する基本的姿勢を共
に考えていく良い機会となりました。

講座を振り返って

明和保育園にて、子育て真
っ最中の保護者の皆さん
にエール！

竹駒コミュニティーセンター
でのミニ講座は、陸前高田
市、住田町の方々が集まり、
熱気あふれる意見交換が出
来ました

東京都
平成25年６月20日（木）～21日（金）
東京学芸大学付属大泉小学校
明星学園小学校
三鷹市立第五小学校

神奈川県横浜市
平成25年12月５日（木）～６日（金）
関東学院小学校
横浜雙葉小学校

高知県高知市

平成26年４月14日（月）・16日（水）
ＮＰＯ法人高知こどもの図書館
高知県立図書館
高知市立市民図書館

東京都

平成27年３月12日（木）～13日（金）
かつら文庫
中央区立日本橋図書館
（公財）東京子ども図書館40周年記念講演会

公立、私立の特徴ある学校図書室を見学。図書資料を並べた
だけでは本は動かず、かけがえのない子ども一人一人を大切
に考え、熱意ある司書の存在の大切さを再確認しました。授
業の中に図書館授業が組み込まれ、子どもたちの学びを体系
的にサポートする取り組みは学びが多かったです。被災地支
援の参考項目もありましたが、何より「うれし野こども図書
室」という母体をしっかり運営してこそだと痛感しました。

冬はこたつになるロングテー
ブル、お家型のブラウジング
スペースなどは前任司書さん
の手作りだそうで感嘆感激！
［横浜雙葉小学校］

高知城を中心とした半径１キロ圏内に３館があり、それ
ぞれが特色をもって工夫を凝らしながら市民の読書環
境を支えていることに層の厚さを感じました。図書サー
ビスは直接的に利益を生まない分野ですが、「高知こど
もの図書館」からは経済的な自立をしながら、法人を運
営していくという基本概念の重要性を強く感じました。

バザーを通じて子ど
も図書館を支える「
お針の会」。ボラン
ティアの神髄を見た
思いでした［高知こ
どもの図書館］

「地域の子どもたちが寛いで自由に本が読めるように」と１９５８（昭和33）
年に石井桃子さんが始めた「かつら文庫」、児童室の蔵書構成や図書展示に
学びが多かった「日本橋図書館」、心に染み入る「東京子ども図書館40周年
記念講演会」を通じて、子どもと本の原点を見つめ直す２日間となりました。

歴史ある文庫活動に
触れ、子どもと本の
原点を見つめ直しま
した［かつら文庫］

授業参観後、熱心に耳
を傾ける横田小PTAの
皆様

子どもに「本を読みなさい」という前に、なぜ、子ども時代に
本が大切なのかを今一度考え、確認していただく機会として
講話活動が行われました。日常の厳しさの中でも、子どもた
ちが心豊かにそして力強く成長してほしいという願いから、
物語の果たす役割とその力をお伝えし理解していただくいい
チャンスとなったことと自負しております。

講話を振り返って

高知こどもの図書
館内の絵になるレ
イアウトコーナー

充実した蔵書
群［中央区日
本橋図書館児
童室］

その③ 保護者・大人に向けた講話＆ミニ講座の開催
 3. 被災地支援活動の様子
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平成
26年

平 成
27年

平 成
25年



5. トピックス

大船渡と釜石での各種連続講座では、たくさんの方々から励ましや感動のお
言葉をいただきました。初めて絵本と出合った方、改めて絵本の奥深さを感
じた方、学んだことを即読み聞かせ実践に活かした方、ストーリーテリング
に挑戦し新境地を見出した方、子育ての中に生かしながら感動の日々を送る
方、ストレートに楽しみを味わった方…まさに人の数だけ実がなった、そん
な印象を受けました。講座の成果は千差万別、学びで得たものを人それぞれ
の生活で活かし、心豊かに暮らしていただけたらうれしい限りです。また、
お目にかかれる日を楽しみに致しております。

18 19

2 大船渡・釜石の連続講座

アンケートから思ったこと

1 遠野文化研究センターの皆様へ

心から感謝いたします！

全国の皆様から善意で届けられた膨大な数の図書
を、真心こめて整理・分類・データ化し、多くの関
係方々に本を手渡す大変なお仕事をなさっていらし
た「遠野文化研究センター」の献本係（樋口様他）
の皆々様には、本当にお世話になりました。広い廃
工場を利用した仮設図書室…そんな厳しい環境の中
での作業の辛さは、本をいただく我々にも痛いほど
よく伝わってまいりました。多くの時間、快くお付き
合いくださり、丁寧に対応いただけたことで、我々
も気持ちよく活動を続けて参ることが出来ました。
心からお礼を申し上げたいと思います。

3

高田小図書委員さんや多くの児童
の皆様から、うれしい便りが届くた
び、「頑張って作業して良かった！」
と体中から喜びがわいてきました。
展示紹介した本に「○○のところ
が楽しかった」「わたしも頑張るか
ら○○（主人公）さんもがんばって
ね」と、物語を丸ごと味わった素
直な感想を手紙に書いてくれまし
た。そのあたたかな思いに触れた
とき、幸せをいただいているのはむ
しろ、私たちであったとつくづく感
じました。ありがとうございました！

高田小の季節展示とテーマ展示

子どもたちからのうれしい便り



5. トピックス・編集後記

編集後記

　改めて、この３年間を振り返ってみて
～事務処理優秀な仲間の菅原和子さん
と組んでの月日は、あっという間でし
た。よく笑いました。移動の車の中で、
図書室で、打ち合わせの最中も。学校
図書室の整備の時は、何しろ図書室は
広く、やりたい仕事をたくさん抱える
身。その中で一つの仕事が終わると、
「先生たち気づいてくれるかしら、子ど
もたち、分かるかしら？」といいながら、
次に出てくる言葉は「自画自賛！！大し
たもんだ！」と言っては笑い合いました。
　３年間でやり抜いたことが浮かびま
すが、困難なことも、乗り越えたこと
もたくさんあったはずですが、不思議
に辛さは残っていません。そこに浮か
んでくるのは、出会った方々の笑顔、
笑顔。この「笑顔」と「笑い」は前に向っ
て進むエネルギーの象徴であったので
しょう。この３年間の仕事は、私たち
２人の共通した鮮烈な思い出として、
大事な宝物となることでしょう。万感
の思いを込めて “ありがとうございま
した！”
　私たちの仕事が、少しでも現地の皆
様の心の弾みになってくださればと願
います。
　そして、盛岡のうれし野こども図書
室の数々の仕事を担ってくれた仲間た
ちに―感謝しています。ありがとう。

　光陰矢の如し…まさにこの言葉通り
の３年間でした。本格的な学校図書室
支援では自分の知識と経験を活かして
いただき、講座や講話ではボランティ
アの皆様や子ども達の未来に心を砕く
大人の皆様との多くの出会いと学びの
機会を得、事業全体の事務作業や会
計業務を通して各分野の研鑽を積むこ
とが出来ました。
　「子どもと読書」に特化した支援事
業をふり返って「本当に大切なことと
は何か」そして「それを伝えていくこ
との大切さ」を再確認し、実行すべく
活動を重ねてきた３年…その内容と密
度の濃さに驚かされている次第です。
　思えばたくさんの方々と素敵なご縁
をいただきました。人との出会いを喜
び「隣人を思いやる」ことは人間の持
つ想像力のなせるわざ。この根源的能
力を育て、それを具現化する言語力を
養う一つに「読書」があるとすれば、
それは子どもの世界のみならず。本を
読む…平和で心豊かな人生を築くため
に、私たち大人も子どもと共に大切な
時間と意識しつつ、緩やかに楽しみな
がら取り組んで参りたいものです。
　すべての皆様に感謝の思いでいっぱ
いです、ありがとうございました！

髙橋 美知子菅原 和子

陸前高田市立高田小学校と釜石市立白山
小学校の学校図書室の整備を一応整えま
した。しかし、これっきりで引き上げたな
らば、その姿をいつまで保つことが出来
るのか、一抹の不安が残ります。と言い
ますのは、図書室が活発にその働きをす
るためには、常時、「人」が居なければ
ならないと考えるからです。本のことが
分かり、図書整備が出来る担当者です。
特に小学校の図書室には、子ども達の顏
と名前が分かり、その子どもたちを待っ
ている人がいてこそ、子どもたちも図書
室に足しげに向かうのではないでしょう

か。その待っている人
とは、本が好きで、
子どもたちが可愛く
て、図書室を大切に
整えてくれる人です。
このことは、被災地に限らず、日本中の大多
数の図書室の問題となっています。小さい声
で呟いていないで大きな声にしていかなけれ
ばならない問題です。

学校図書室整備でお邪魔した時は、学校にご協力いただき、出
来るだけ「お話の時間」を設けるように努力しました。絵本の
読み聞かせやストーリーテリングは子どもたちの心を開くとい
うことを、また、現場で痛切に感じました。廊下を歩いていて、「こ
んにちは」の言葉の力が変わるのです。お話をした後、廊下で
すれ違った時、子どもたちの目が “さっき、お話、面白かったよ”
　“あっ、お話してくれた人だ”　という、「私はあなたを認識し
ています」の意味のテレパシーを確実に伝えてくれるのです。
これは、とても素敵な事。これが生じて、こちらの薦める本を
素直に借りていってくれる信頼に繋がります。

20 21

5 子どもたちの目に表情が生まれる時…

「お話の時間」の力

4 学校図書室には「守り人」を

専任司書の大切さ

6



大きな柱「ストーリーテリング」
うれし野こども図書室は「ストーリーテリング」を大きな柱
に活動を続けています。ストーリーテリングとは、昔話や創
作の物語をすっかり覚えて消化し、本を持たず聞き手の目を
見て語ることをいいます。ストーリーテリング（お話）の魅
力は、聞き手と語り手が共にその世界を築いていくところに
あります。なまの声で、心を通わせながら…。何よりも聞く
ことの楽しさを体中で満喫してほしいと願っております。

賛助会員へのお願い
　うれし野こども図書室は、正会員・賛助会員の会費
で活動しており、盛岡市立図書館、盛岡市社会福祉協
議会の協力をいただいておりますが、資金援助は受け
ておりません。
　私どもの活動に賛同してくださる方々のご支援をいた
だくことで、うれし野こども図書室は子どもと本のさら
なる活動を追い求めることが出来ます。ご理解とご協
力をどうぞよろしくお願い申し上げます。

賛助会員（年会費）
個人会員 2,000 円以上　 法人会員 10,000 円以上
※賛助会員の方には、催し物のご案内を致します。
※講演会などの入場料や各種講座の参加費を割引します。
※年次報告をお送りいたします

郵便振替をご利用の方は
02290-0-56378  NPO 法人うれし野こども図書室

テーマに沿って子育て中のお母さんや図書ボランティ
アの方、うれし野会員らが持ち寄った絵本を読み合
い、自由に意見感想を述べ合います。様々な本に触
れながら話し合っているうちに、子どもたちに手渡し
たい絵本の姿が浮かび上がってきます。盛り上がり
のある充実した楽しいひと時です。

ストーリーテリングの勉強会で
す。各自持ち寄った「お話」（主
に昔話）を一人ひとりが語り、終
了後、語り手に感想やアドバイス
を出し合います。うれし野が開
設以来続けている勉強会です。

図書館・幼稚園・保育所・小学校・
中学校などへ、例年多数語り手
を派遣しています。

子どもの時代における読書の力、役割、
絵本の選書・読み方・プログラムの組み方、
ストーリーテリングなどについての講師を
派遣しています。

「子どもと本」の講師派遣
語り手派遣

お話の勉強会
絵本の勉強会

子どもの本は大人も一緒に読みましょう。
大人がみずみずしい力あふれる心をもって
子どもと本の世界を楽しんでこそ、
より一層子どもたちが成長してゆくのではないでしょうか。
うれし野は子どもに本を手渡すため
子どもたち、そして、大人への働きかけを大切にしております。

盛岡市総合福祉センター３F
盛岡市若園町２-２

http://ureshino-cl.jp/
☎０１９-６６３-１２５９

3.11 被災地支援事業「ちいさいおうち」
がれきの中の子どもたちに安全な場所を提供し、平穏な日常感覚を取
り戻し、くつろいだ環境の中で読書を楽しんで欲しいとの願いで設立
しました。陸前高田市に公共図書館が出来るまで、運営・管理を続
けます。この事業は特定非営利活動法人ジャパン・プラットフォーム、
東日本大震災復興支援財団から助成を受け、公益財団法人東京子ど
も図書館、伊藤忠記念財団他、多くの方々からご支援、ご寄附をいた
だきながら陸前高田市教育委員会と連携し、運営・管理しております。

うれし野こども図書室の主な歩み
1975.11 ～’76.3
県立和光学園で初めて「お話」を行う
1976.9 ～’86
盛岡市立図書館で「お話の会」を始める
1977.8
盛岡市前九年公民館に「うれし野文庫」を開設
1987.4
盛岡市若園町、総合福祉センターに移転
1999.4
野間読書推進将奨励賞受賞
2000.7
うれし野こども図書室と改名
特定非営利活動法人（NPO）取得、認証を受ける
2002.11
「えほんの回転木馬」出版（25周年事業）
2003.4
文部科学大臣将受賞
2011.11
陸前高田こども図書館
「ちいさいおうち」を分館として設置
2012.3
「えほんの回転木馬」新装改訂出版（35周年事業）

特定非営利活動法人（NPO 法人）
うれし野こども図書室
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うれし野こども図書室のあゆみ
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