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                         ☆こんな活動を行いました☆ 
                          日光市読書ボランティア連絡会 
                           ≪ 平成２０年度活動内容≫  
                           ４月２１日 設立総会＆記念講演会・交流会 

                           ５月２６日 春期講習会第１回 

                           ６月  ２日   〃  第２回 

                             ２３日   〃  第３回 

                           ７月２７日 ＷAVE IN 日光 

                          １０月２１日 秋期講習会第１回 

                             ２７日 ＫＬＶ視察研修会・交流会 

                          １１月１０日 秋期講習会第２回 

                             ２１日   〃  第３回 

                          １２月 ７日 おはなしフェスタ・交流会 

                           ２月 ５日 第１回ＢＯＯK’S ＰＡＲＴＹ 

 

日光市では各学校で活動している読書ボランティア同士の情報交換が行われておらず、レベルアップを図るため

の講習会などの開催もあまりありませんでした。 

 こうした状況を解決するために、日光市読書ボランティア連絡会を立ち上げ、活動していくことを決めました。 

 設立総会では金田教育長様よりご挨拶を頂戴し、連絡会に対する期待の大きさに身の引き締まる思いでした。 

 総会の後、『子どもと本を結ぶ読書ボランティア』というテーマで、根岸貴子先生による記念講演会を行い、先生

は読書ボランティアの重要性や絵本の選び方についてご講演をされました。 

 最後に交流会を行い、参加されたみなさんは情報交換や様々な課題について共有ができたことと思います。 

 日光市読書ボランティア連絡会の果たす役割がはっきりと理解できた一日となりました。（高橋） 

  

   

 

 

 

  

  

 

語りは、語る人が覚えられる長さしかお話できない。

語るお話もぜひ読んであげてくださいと根岸先生 

地元での講演会・勉強会の機会がほしいという声が多く、

連絡会は必要と感じました 

  日光市読書ボランティア連絡会が設立してか

ら、早いものでもうすぐ 1 年が経とうとしており

ます。 

 ありがたいことに日光市の“個性ある地域振興

事業”として、助成金をいただきましたことで、

活動の幅が広がりました。 

 ２０年度は読書ボランティアとしての基本を学

べる事業を行うことが出来た１年であったのでは

ないかと自負しております。 

 今後も読書ボランティアの現状を把握し、要望

や意見などを吸い上げ、事業に生かしていきたい

と思いますので、ご協力をよろしくお願いいたし

ます。（高橋） 
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日光市読書ボランティア連絡会機関紙 

            ＶＯＬ．１ 

        ２００９．４．２１  



                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

春期読書ボランティア講習会開催 
第１回 5/２６   

〈前半 学校支援ボランティアについて〉  
上都賀教育事務所 森山和夫先生 

「ボランティアをするにあたっての心得」を中心

に、お話ししていただきました。また、学校支援ボ

ランティアの悩みや疑問点も聞いていただき、大変

参考になりました。 

〈後半 読み聞かせについて〉宇佐美怜子先生 

 人の音を耳から聞くのは大切なこと。だからこ

そ、読み聞かせをするには、読み方、発声の仕方を

学んで欲しい。ということで、実際に声を出して文

を読む練習をしました。文の構成、音の流れを意識

して、一音目は強く一息で…  大変高度で、素晴らしい内容の講習会でした。 

第２回 6/2  〈連絡会の備品を使って〉 
県立図書館 子どもの読書ボランティア指導者養成講座修了生 增川伸枝さん 

 連絡会にあるエプロンシアター、パネルシアターの説明を聞き、いくつかのお話を演じていただき

ました。最後は、参加した方にも実際に演じていただき、楽しい時間になりました。ちなみに、講師

の增川さんは連絡会の会員です。 

第３回 6/23 〈本の修理について〉    
鹿沼市図書館ボランティア協会（ＫＬＶ協会） 

 日光市でも、学校図書室の本の修理、整理をする 

ボランティアの方が増えています。 

 今回は、簡単な修理の仕方、補強の仕方を丁寧に教 

えていただきました。（増渕） 

 

子どもゆめ基金「みどりの中で絵本とあそぶ WAVE IN 日光」に参加 

 ７月２７日、日光市中央公民館で「みどりの中で絵本とあそぶ WAVE IN 日光」が開催されました。みな

さんも良くご存じの絵本作家木村 研さん、せな けいこさん、田島征彦さん、村上康成さんが、各会場に分か

れ講演会や絵の指導、型染体験、おもちゃを作って遊んでみたり…それはもう、どの会場に行くか迷ってしま

う程の素晴らしい一日でした。 

 連絡会では、こちらのイベントの手伝いとして、保護者が講演会を拝聴している間のこどもたちに、交代で

上記の先生方の本を中心に別室で読み聞かせを行いました。本の好きな家庭の子が多かったせいか、少し長い

話でも落ち着いて見ていて、お話の世界をじっくり楽しんでいたようです。 

 市内はもちろん、県外からも多くの参加者があり、最後の本の販売、サイン会ではどの 

先生の前も長い列ができていました。大盛況の「みどりの中で絵本とあそぶＷＡＶＥ ＩＮ  

日光」でした。私たちも忘れられない体験ができました。（増渕） 

 

春期講習会 宇佐美先生の講習会に参加して 
どうしても独りよがりになりがちの読み方や発

音、アクセント等を直接指導してもらえたのがと

ても勉強になったと思いました。  

自分（読み手）だけが、一人お話の世界に入っ

てしまっても、相手に伝わらない。このことは、

注意しないと…と思いました。（岩田）                                                
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秋期読書ボランティア講習会開催  
第１回１０/２１ 〈読み聞かせについて〉 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

読み聞かせの基礎とわらべうた 
 小金沢頼子先生 

  「読み聞かせボランティアの仕事は子供と本を

つなぐ事。“楽しかった→その本が読みたい→図書

館へ ”そう思えるようにしたい。お話会で大切な

のは 100％本で決まり、その為に読み手が多くの

本を知っていて欲しい…」と、先生。   

そこで講習会では、読み聞かせに向く導入本、科

学の本、昔話、創作絵本など、紹介していただきま

した。また、途中、わらべうたもいくつか教えてい

ただき、みんなで実際にやってみました。今後の読

み聞かせに大変参考になった講習会でした。（増渕） 

 

 
 
 
 
 
 
 

秋期講習会 

第３回 6/23 〈学校支援ボランティアについて〉 
上都賀教育事務所 山口亨一先生 

ボランティアとは？のワークショップでは、生活

の一部・ずっと続けたいライフワークという方が多

かったです。そして、ボランティアをする人・され

る人は対等で、一方的なものではなく・・・一緒に

活動することから始まることを再確認しました。 

秋に購入した備品の紹介・プロジェクターでの絵

本投影も行われました。（增川） 

第２回１１/１０ 〈本の修理について〉 
株式会社キハラ  高尾 斎様 

 製本の基礎について、本の構造・どのような素材

でできているのかを楽しいおしゃべりで教えて下さ

いました。 

 時間はかかりますが、ボンドだけでぼろぼろの本

がきれいに修理できることがわかり、勉強になりま

した。また、ページヘルパーという優れ物のテープ

があることもわかりました。本をいつまでもきれい

な状態で子供たちに手渡していきたいです。 

 
 
 
 
 
 
 
 

★ＫＬＶ視察研修★ 

       １０月２７日（月） 

ＫＬＶ（鹿沼図書ボランティア協会）の実践講座に参加

させていただき、鹿沼市立西小学校でのおはなし会の実演

を見学し、子どもたちと一緒に楽しみました。 

おはなし会は、１・２年と３～６年に分かれ、２か所で

同時に行われました。パネルシアター、エプロンシアター、

紙芝居、語り、大型絵本に子どもたちは喜んで聞いていま

した。大人も初めて聞くおはなしにワクワクしました。 

その後、交流会が図書室で行われ、どのようにおはなし

会を構成したか、どのようにパネルシアターを制作してい

るのか、具体的な指導がありました。また紙芝居の使い方、

語りについてなど意見が交わされました。 

他の団体の研修に参加させていただき、勉強会は大切だ

と感じ、学ばせていただいた一日でした。（增川） 
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 ☆・おはなしフェスタ・☆  

今年は、童話作家小風さち先生講演会を、平成２０年 

１２月７日（日）午前１０時～１２時、日光市今市図書 

館において開催しました。 

「お話しが生まれるまでー幸せの記憶」という演題で、 

先生がそれぞれの本を作るにあたって、どんな気持ちを 

込めたか、どんな試行錯誤をしたか、どんな経験をした 

のか、丁寧にお話しして下さいました。 

 ☆先生のお話より抜粋☆ 

３～４歳向けの絵本「ワニワニシリーズ」について

は、ワニワニは群れない、泣かない、くじけないと三

拍子そろった私のお気に入り。 

そもそもなぜワニなのかというと、あるとき公園に

ワニが出たという報道から、ワニ探しに出かけ、つい

に何度もワニ園に通い詰めるほどになったことから。 

絵本の中で、リアリティがないと子供は本を閉じて

しまう。未知の世界へ足を踏み入れようとする子供に

とって、リアリティは重要。擬人化、デフォルメなし

のワニをワニとしての世界は、物語にとって大切な要

素。自然とズリ・ズルリ、キュリ・キュルリという音

も聞こえてきた。リアリティのある擬音とは、頑丈な

橋のようなもの。しっかり揺るぎない橋ならば、最後

まで渡りきれる。冒険して帰れる。子供は大人より嗅

ぎ分けている。 

絵本作りに大切なことは、母親だった日々の自分自

身に耳を澄ますこと。自然に流れていた言葉とリズム

に耳を傾けること。 

人生には色々なことが起こるが、お母さんが幸せで

ないと子供は幸せになれない。災いがわいたとき、か

つて自分が読んであげた絵本を自分のために読んであ

げて下さい。幸せの記憶を読んであげて下さい。 

作家として２５年が過ぎたが、時間の積み重ねを書

くことによって、幸せの記憶に変えてゆけると思って

いる。（福田）

＝ 第１回 ＢＯＯＫ’Ｓ ＰＡＲＴＹ 開催 ＝ 
平成 21 年 2 月 5 日（木） 今市図書館、視聴覚室にて第１回ＢＯＯＫ’Ｓ ＰＡＲＴＹが行われました。会

員の皆さんによる読み聞かせ、語り、会の備品を使った<おはなしＴｉｍｅ>、 今市図書館司書：樽井洋美さんの

新刊絵本の<紹介Ｔｉｍｅ>、参加者同志の<交流Ｔｉｍｅ>ともりだくさんでした。 

いつもと立場をかえて聞く側になっての<おはなしＴｉｍｅ>は、写真絵本あり、科学ものあり、紙芝居、語り…

と、すっかりお話に吸い込まれました。樽井さんからは、季節感あふれるすばらしい絵本が数々紹介され、こんな

出会いを子供たちや、他の方々にも…と思わずにいられないすてきな時間でした。 

<交流Ｔｉｍｅ>では、参加者同志、意見を交わし、読み聞か等で本の楽しさを伝えるとともに家庭、学校の環境

の充実の大切さを再確認しました。また、このようななごやかな時間がもてたら…と、次回開催を望みま～す。 

Ｐ.Ｓ. 会員 花岡さんの語りを、是非次回は、最後まで聞かせていただきたいです。（菊地） 

 

４ 



     ２００８年度活動スナップ 

 

2008 年たくさんの出合いがありました（＾0＾）・・・・・人・本・おはなし・・・・・ 

                           2009 年もいい出会いがありますように！ 

ブログ：日光市読書ボランティア連絡会 http://blog.canpan.info/nikko-book/ こちらもご覧ください！

春期講習会 

ＫＬＶ視察研修 

秋期講習会 

おはなしフェスタ 

ＢＯＯＫ’S ＰＡＲＴＹ 
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≪ 道具貸し出し手数料≫  

道具 個人 団体 一般 
書画カメラ 300 円 400 円 500 円 

書画カメラ・プロジェクター     

スクリーン 3 点セット 
500 円 700 円 1000 円 

マイク・スピーカー一式 500 円 700 円 1000 円 

大型紙芝居舞台          

パネル・パネルステージ一式 
200 円 300 円 500 円 

ミニパネル・簡易スタンド一式 

 紙芝居舞台（Ａ３もはいります） 
無料 100 円 ２00 円 

大型紙芝居・パネルシアター 無料 100 円 ２00 円 

エプロンシアター 無料 150 円 300 円 

・貸し出しにあたっての諸注意・ 
   

1.貸し出し期間は、1 週間です。使用後は、速やかに返却して下さい。 

2.道具の使用・保管については、丁寧に取り扱って下さい。 

3.エプロンシアター・パネルシアターは、部品の数を確認して下さい。 

4.故障・紛失の場合は、弁償していただくこともあります。 

日光市読書ボランティア連絡会 
おはなし道具紹介 

〈大型紙芝居〉 
・たべられたやまんば・あひるのおうさま 

・こねこのしろちゃん・おとうさん・おだんご

ころころ 

〈白パネルシアター〉 
・さるかに合戦・三びきのやぎとトロルのおは

なし・赤ずきんちゃん・にんじんさんだいこん

さんごぼうさん・きつねとたぬきのばけくら

べ・ジャックの建てた家・クイズ これなあ

に？・だあれかな・3 匹のくま・あいうえ王 

〈ブラックパネルシアター〉 
・赤鼻のトナカイ＆ジングルベル・アラジンと

魔法のランプ・蜘蛛の糸 

〈エプロンシアター〉 

・ながぐつをはいたねこ・マジックエプロン 

・おむすびころりん 

〈プロジェクター絵本〉 
・わにさんどきっ はいしゃさんどきっ・金曜

日の砂糖ちゃん・つるにょうぼう・おつかい 

 

＊貸出期間は 1 週間ですが、練習のため・遠方のた

め等、期間延長も可能ですのでご相談ください。

 

大型紙芝居（A2 サイズ）

新しく入りました（  ̂ ）̂ 

平成 20 年度正会員 
阿部千代子・五十嵐至子・池田昌代・岩田勢子 

大貫直美・大橋克枝・金田咲子・亀山陽子・菊地典子 

木下照子・小坂恵子・小玉栄美・斎藤真由美・鈴木清司

高橋みどり・高橋恭子・田中江奈・塚田敦子 

名古屋佳子・那須絵麗奈・花岡寛・福田智子・福田正代

星美智子・星ゆき子・増川伸枝・増渕恭子・森田孝子 

矢田敦子・山本治子・湯澤典子・匿名 1 名  

（あいうえお順） 

６ 

ぶっくりん 

よろしくね！ 


