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◆おはなしフェスタ・・・大人のためのおはなし会＆交流会◆
平成２２年２月１８日（木） 今市図書館、視聴覚室にて開催されました。
宇都宮で活動されている「本の会」の 6 名の皆様をお迎えして、大人のためのおはなし会が開かれました。
メンバーの方々はそれぞれ 10 年以上にわたり、図書館、児童室、小・中学校、文庫、学童など様々な場所や
地域でおはなしの活動を続けられています。
おはなしの蠟燭の灯りが静かに灯るなか、１つ１つ心に残るおはなしが語られていきました。私達は、言葉の
ひびきの美しさにおはなしの世界へ引き込まれ、会場には、たっぷりと豊かな時が流れました。
≪プログラム≫
１、
「だめといわれてひっこむな」 おはなしのろうそく９（東京子ども図書館）
２、
「ティッキ・ビッキ・ブンブン」 おはなしのろうそく２２（東京子ども図書館）
３、
「クナウとひばり」 おはなしのろうそく２０（東京子ども図書館）
４、
「小僧と山姥」 かたれやまんば 第４集（藤田浩子の語りを聞く会）
５、
「トラとバラモンとジャッカル」 世界むかし話―インド編―（ほるぷ出版）
６、
「梅の木村のおならじいさん」 くしゃみくしゃみ天のめぐみ（福音館書店）
交流会では「本の会」の皆様を交え、おはなしの世界についてや読書ボランティアのあり方など共有できる話
題に話も弾み、有意義な時間を過ごすことができました。
前日からの雪の残る悪天候でしたが、遠方からも多くの方々にご参加いただきました。
（福田）

〜本とあそぼう全国訪問おはなし隊〜
講談社が行っている、
『本とあそぼう全国訪問
おはなし隊』に応募し、念願叶って、日光市にお
招きすることができました。
7 月 12 日（日）はジャスコ今市店さんに会場
をお借りして、キャラバンカー内の見学とおはな
し会を開催しました。親子連れや子どもたちが大
勢遊びに来てくれました。おはなし会では地域で
ご活躍の方３名（お父さん代表の山口享一さん、
今三小の湯沢美奈子さん、落東小の岩田勢子さ
ん）とおはなし隊隊長さんによる読み聞かせで、
会場はとても楽しい雰囲気に包まれました。
また、芹沼保育園さんにもおはなし隊が来られ
るということで、私たち連絡会が地域のボランテ
ィアの方に呼びかけ、豊岡地区でご活躍の方３名
（大桑小の渡辺千浪さん、小坂恵子さん、髙橋恭
子）が隊長さんと一緒におはなし会を盛り上げま
した。
（高橋）

日光市読書ボランティア連絡会は設立から丸２
年が過ぎました。会員の皆様をはじめ、様々なイ
ベントに参加して下さった方々に、厚く御礼申し
上げます。
私たちはこの連絡会を多くの皆さんに知ってい
ただき、ご自身の活動に生かし、更に各々が子ど
もたちへの読書推進活動を活発に行うことで、子
どもたちが本をより大好きなってほしいという思
いで活動をしてまいりました。
今年度は子どもゆめ基金や社会福祉協議会、Ｎ
ＰＯ法人咲らん坊からの助成のお蔭で、様々な事
業を展開することができましたことに、心より感
謝申し上げます。
22 年度も読書ボランティアの皆さんと子ども
たちのために、楽しくて、ためになる活動を行っ
ていきますので、これからもよろしくお願いいた
します。
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親子絵本作り講座

子どもゆめ基金助成金助成活動を
春・夏・秋と行いました。

◇７月２５日、８月９日親子絵本作り講座
日光市読書ボランティア連絡会
短い時間の中、思い思いの絵本を作ることができました。

春期読書ボランティア講習会
◇６月９日(火)読み聞かせ講習会
「ようこそ、絵本の世界へ」
絵本カフェ ぷーじ ぷーば 山本寿美子氏
読み聞かせは、本を子供達に橋渡しすることです。
「おやつになる本」と「主食になる本」があるのを知
って、子供の心をくすぐるような本を選びたいもので
す。と言う先生の温かい人柄が伝わるような講習会で
した。那須町の絵本カフェにも行って、たくさんの絵
本に囲まれながら、またお話をうかがいたいです。
◇６月２３日(火)本の修理について
鹿沼市ＫＬＶ協会
日光市内でも、学校図書室の本の整理、修理をする
ボランティアの方が増えています。少し手を加えただ
けで、本も甦ります。そんな簡単な修理の仕方を丁寧
に教えていただきました。
◇７月７日(火)読み聞かせ講習会
「もっと読み聞かせを楽しもう」
瀬下静子氏
きれいに読むのでなく、自分の声で自然に、心を込
めて読む。本の持ち方は横書きなら右手、縦書きは左
手。めくり方も物語のひとつなので話の流れを考えて
めくる。
本の選び方も年齢、場所、季節を考慮し、導入本、
じっくり聞かせたい本、科学絵本、ことば遊びなど組
み合わせる…など基本から教えていただきました。最
後にお話会の実演もあり、今後の参考になる講習会で
した。
「やってみよう！パネル、エプロンシアター」
日光市読書ボランティア連絡会
エプロンシアター、大型紙芝居、パネルシアター
(増渕)

娘と初めて参加しました。
一年生なので出来るか心配でしたが、ストーリーを考え
たり、挿絵を楽しそうに描いていたので安心しました。
なかなか経験出来ない事が出来てとても良かったです。
毎年参加して、心の成長を絵本に残せたらなぁ〜と思い
ました。
（斉藤由実さん）

本を作るのは大変
だったけど、自分
の絵本ができたの
はスッゴク嬉しか
ったです。
（斉藤志歩さん）

６年生で絵本作りにトライしたお友だちの感想は☆
・読む人がどうやったら読みやすいか、どうやったら楽
しめるかを考えたので、工夫する勉強になりました。
（阿部杏子さん）
・一つの物語を書くのにも、相手に分かりやすく楽しま
せる物をつくろうと多くのことを考えながらつくるの
で、とても大変でした。初めての体験だったので、とて
もよい思い出になりました。
（福田尚美さん）

秋期読書ボランティア講習会
◇１０月１０日(土)読み聞かせ講習会
「もっとたのしくなる読みきかせ
〜絵本となかよくなりませんか〜」
ＪＩＰＣ読書アドバイザー 佐藤あけみ氏
高学年での読みきかせを中心に基本として大切にし
てほしいことを教えていただきました。実演では、言葉
遊び・語りも交え、おはなし会のプログラム作りにとて
も参考になりました。
お勧めリストも定番から新しい本と多く、しかけ絵本
は大人も魅了させられました。読み聞かせにこだわら
ず、知っていてほしい本・読んでほしい本も紹介してい
ただきました。
（增川）
◇１０月２３日(金)本の修理について
鹿沼市ＫＬＶ協会
引き続き、本の修理について教えていただきました。
◇１１月８日(日)読み聞かせ講習会
「科学絵本を楽しもう！＆科学遊び」
小金沢頼子氏
「やってみよう！パネル、エプロンシアター」
日光市読書ボランティア連絡会

「科学絵本を楽しもう！＆科学遊び」に参加して♪
・ふしぎなホットケーキは、小麦粉・砂とう・重そ
う・バニラエッセンス・たまご・水をまぜました。
そしたら、いつものホットケーキの生地の色でした。
そこにむらさきいもパウダーを入れたら、コンクリ
ートみたいな色になりました(*̲*)
焼いたら緑色に変わったので、不思議でした。食
べられるかな？と思いました。でも、辛くもなく苦
くもなくて、いつもの味でした（*^̲^*）
とても面白く、楽しいホットケーキ作りでした。
（岩田実紗さん）
・ふしぎな色水では、紫色の水に酢・重曹やジュー
スを入れると水の色は変わると思ってみていても、
ピンクや緑色に変わるのはとても不思議で面白かっ
たです。
ふしぎなホットケーキでは、いつものホットケー
キ生地に紫芋パウダーを加えて灰色に変わったのは
びっくり！！その後は、どうなるの？と興味津々で
焼いてみると鮮やかな緑色へと変わり、本当に不思
議でした。
こんな楽しく美味しい実験は、機会があったら是
非また参加したいです。
（岩田）
★実験の他、科学絵本の読み聞かせもあり、数字ゲ
ームありのわくわくする講習会でした！
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◆第二回定期総会◆
５月２９日（金）１０時より、総会日光市民活動センターにて第 2 回定期総会が無事行われました。
総会では、全て承認されました。
また、おはなし道具の活用について連絡方法の確認や 7 月に行われるおはなし隊への協力が呼びかけられました。
今年度行う事業についても、皆さんがお呼びしたい方に来てもらえるよう広く意見をお聞きしたい旨伝えられました。
みなさんの希望をお気軽に近くの連絡会運営委員に伝えていただけるとうれしいです。
その後、連絡会会員の花岡寛さん（市内在住）のおはなし会を楽しみました。
仕事を退職されてからお話の世界に入られたそうで、東京子ども図書館でお話を学ばれました。８２歳になられる今
も、お元気で、活動されています。松岡享子（東京子ども図書館）さんに「声がある限りお話は出来ますから」と励ま
されたことが心にあり続けているそうです。
私たちにも長く続けるためのヒントになります。
地の文を大切に話すということを心がけているそうです。芝居から始まった私にはそれがなかなか難しいとのこと。
素話・語りは耳で聞く読書だそうです。４話のお話どれもが、耳で聞く読書でした。
≪ 花岡 寛さんのおはなし会≫
１．ロバの耳はなぜ長い
２．嫁っこ沼
３．馬のしりにかけじく
４．黒いお姫さま
交流会では自己紹介後、読みきかせをしていて、この本の反応が
よかったよとか、好きな本を話し合いました。
皆さん、読書ボランティアとして子どもとの楽しいひと時を一緒
に楽しんでいるのだと感じました。
（增川）

〜2009 年度活動スナップ〜
春期講習会

おはなし隊
秋期講習会

☆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２１年度活動内容≫
5 月 29 日
6月 9日
6 月 23 日
7月 7日
7 月 12 日
7 月 15 日
7 月 25 日
8 月 ９日
１０月１０日
１０月２３日
１１月 ８日
２月１８日

親子絵本作り講座
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第 2 回総会
おはなし会・交流会
春期講習会第１回
〃
第２回
〃
第３回
ジャスコおはなし隊
芹沼保育園おはなし隊協力
親子絵本作り講座第１回
親子絵本作り講座第２回
秋期講習会第１回
秋期講習会第２回
〃
第３回
おはなしフェスタ
交流会

≪ 道具貸し出し手数料≫

今年は、国民読書年です（＾＾）╱
「じゃあ、読もう。
」

日光市読書ボランティア連絡会
おはなし道具紹介

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
500円 700円 1000円
スクリーン一式
マイク・スピーカー一式

〈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〉
―おはなしパネル―
・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・だあれかな
3 匹のくま・アイウエ王・十二支のおはな
し・三びきのこぶた
―うたパネル―
・カレーライスのうた・シャボン玉とばせ・
すうじの歌
―クイズパネルー
・クイズ これなあに？・どうぶつカード・
野菜くたものだーい好き！
〈ブラックパネルシアター〉
・赤鼻のトナカイ＆ジングルベル・サンタが
町にやってくる・アラジンと魔法のランプ・
蜘蛛の糸・ピーターパン・どこでねるの？
〈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・ブレーメンのおんがく
たい
〈プロジェクター絵本〉
・金曜日の砂糖ちゃん・つるにょうぼう・お
つかい

500円 700円 1000円

パネル・パネルステージ
200円 300円

500円

大型紙芝居台
ミニパネル・簡易スタンド

無料

100円 ２00円

パネルシアター、大型紙芝居

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。

＊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。
＊道具貸出の他、おはなし会や講習会の依頼があ
りましたら、ご相談ください。
＊そろえてほしい小道具がありましたら、連絡会
までお知らせください。

※賛助会員 年会費一口 1000 円募集☆
ご協力よろしくお願いします。
※郵便振り込みでも受け付けています。
口座記号番号 00120-4-466334
加入者名 日光市読書ボランティア連絡会

平成 2 １年度正会員

阿部文子・五十嵐至子・池田昌代・岩田勢子
金田咲子・亀山陽子・菊地典子・木下照子・小坂恵子
小玉栄美・鈴木清司・高橋みどり・高橋恭子・塚田敦子
名古屋佳子・花岡寛・福田智子・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
匿名 1 名 （あいうえお順）

ブログ：http://blog.canpan.info/nikko-book/
4

