
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

日光市読書ボランティア連絡会機関紙 

            ＶＯＬ．３ 

         ２０１１．４．２１   

1 

拝啓 

 この度の東日本大震災で被災されたみなさまに謹んでお見舞いを申し上げます。 

 日光市読書ボランティア連絡会では、日光市に避難されている被災者のみなさまに何か支援はできないかと考

え、日光市の災害ボランティアに団体登録し、市内の温泉施設に避難されている子どもたちの託児支援をしまし

た。施設での集団生活では、大人も子どもも不平や不満、またストレスを抱えてしまうのは仕方のないことだと

思います。そこで、私たちは室内でも楽しく遊べるように、たくさんのおもちゃや絵本を持参しました。また、

外ではボール遊びやかけっこなどで、体を思い切り動かして遊びました。保護者の方々からは感謝の言葉をいた

だきました。これからもできる限り、支援を続けていきたいと思います。 

 被災地の復興と、被災されたみなさまが一日も早く平穏無事な日常を取り戻せるよう、心からお祈り申し上げ

ます。                                           敬具 

≪素語り講習会≫ 

～子どもゆめ基金助成金助成活動～ 
 10 月 3 日（土）  平塚ミヨ氏 
 

平塚ミヨ先生は、小柄でとても魅力的な方でし
た。八十歳というお年を尐しも感じさせないほど、
精力的に活動をされていました。 
 まず一部では、平塚先生によるおはなし会を楽
しみました。 
 次に二部では、参加者が各々覚えてきた語りを
緊張しながら発表しました。平塚先生より、おは
なしの組み立て方の説明や一人一人の語りに講評
があり、的確に指導をしていただきました。 
 今年度は語りをテーマにし、語り手を増やし、
語りを広めるための事業を組み立てました。語り
へのハードルが下がり、取り組みやすく感じられ
るようになったのは、平塚先生の暖かいご指導の
おかげです。 
 みなさんもまずは一話から始めてみませんか。 

（高橋） 

☆・東京子ども図書館に行こう！・☆ 

～日光市まちづくり助成金助成活動～ 
８月２８日(土) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  研修旅行で、以前から会員の間でも希望が多か
った東京子ども図書館とクレヨンハウスに行き
ました。 
  まずは、クレヨンハウスで絵本や海外の玩具等
の買い物を楽しみました。そして、東京子ども図
書館では館内を案内していただき、お話会を聞き
ました。「まめたろう」「すずめとからす」「小鳥
になった美しい妹」の素語りは、図書館の雰囲気
と溶け合って、心の中にしみ込むようでした。 
  館内にある図書は 7000 冊とそれほど多くな
いものの、どれも職員が選び抜き、子どもの反応
の確かさがある本ばかりです。子どもの本に関わ
る人なら誮でも参考にしたい、素晴らしい図書館
でした。               （増渕） 
 

私は今回、東京子ども図書館に行ってみて、読
み聞かせが本についての深い知識の上に成り立
つものであり、かつて読んでもらった多くの本を
再びここで目にしてみると、心に残る本の理由が
わかった気がしました。 
  大人の方々の本に対する意見を聞くことがで
き、とても良い経験になりました゜   
           （増渕 友理さん 高１） 
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2010子どもゆめ基金 

助成金助成活動 

≪親子絵本作り講座≫ 
◆７月 25 日(日)、８月 8 日(日)  

日光市読書ボランティア連絡会 

今年も短い時間の中、思い思いの 

絵本を作ることができました。 

本箱に並べて、いつでもながめられるといいなと思いま

す。（增川） 

 

≪おはなしフェスタ≫ 
◆11月２7日(土)１部…おはなし会 
        ２部…子ども：絵本と積み木 

大人：大人のためのおはなし会 
        交流会  

日光市読書ボランティア連絡会 
 

おはなしフェスター11月27日10時～14時まで。参
加者は大人28名、子ども22名。 

おはなし会☆第一部指人形、折り紙を使って、素語り、
パネルシアタ－童歌、ト－ンチャイムの演奏は初めて聴
く。暫し夢の世界へ…一足早いクリスマスプレゼント
を、大人も子どもも堪能しました。 

おはなし会☆第二部素語り「金の髪」紙芝居「おひゃ
くしょうとえんまさま」等。 

子どもの部☆積み木遊びピラミッド創り。二組に分か
れ、立方体を中心に三角形に積み上げ、中心の下から、
積み木を外し穴をあけ、トンネルをくぐる。しかし中々
難しい。街づくりはそれぞれが、思い々に積み木を使い
建物、橋、積み木、ビ－ズ使って河、湖を創る。子ども
たちは創ることに集中し、大人の想像を超え斬新なもの
を創る。 

次回は子どもたちを中心に、読み聴かせと積み木遊び
ができれば、子ども同士の縦の繋がりが深くなるのでは
ないかと思う。絵本の読み聴かせは「ぼくおかあさんの
こと」を読む。（木下） 
 

≪読書ボランティア講習会 ≫ 
◆６月２9日(火)本の修理・図書館装飾講習 

鹿沼市ＫＬＶ協会 
数十年前の古い本も背表紙を修理すると題名が読み

やすくなりました。再び手に取って読み返したくなり
ました。（H．M） 
 
 ひと手間かけてあげるだけでながもちする。ちょっ
との修理で、またたくさんの子どもたちの手に本が… 
 本を分解してきれいに製本。目からウロコの方法な
ど、これからの活動に収穫の時間をありがとうござい
ました。（大竹幸子さん） 
 
◆７月6日(火) 読み聞かせ講習 

「ようこそ、絵本の世界へ」 
絵本カフェ ぷーじ＆ぷーば  山元寿美子氏 

  読み聞かせの講習とブックトークのやり方を教えて
いただきました。 

子ども周辺にいる大人が「絵本は子どもだけのもの
ではなく大人も一緒に楽しめるものなのだ」と気づき
はじめ、絵本の持つ力と世界を共に楽しもう！という
思いが原動力となり、読み聞かせの輪が広がっている、
とのこと。  

読み手が注意すべき心得、基本姿勢等、実際に読ん
でいただきながらの講習で、大変わかりやすく勉強に
なりました。また、子どもたちを魅了する本を出合わ
せてあげるブックトークのやり方、注意点も大変参考
になりました。（福田） 

昨年に引き続き長男と参加しました。仕上がりも
よく大変満足しています。息子の思い出の作品とし
て、また成長記録にもなりますので、毎年参加して
いきたいです。託児もあるので作品作りに集中でき
ました。ありがとうございました。（渡辺克恵さん） 

 

ぼくは『おやじギャグずかん』
を作りました。色えんぴつとマ
ジックで色をぬりました。一年
生の時よりうまくできたと思
います。一番気にいってるのは
表紙です。 
（渡辺太陽君） 

・～2010年度活動スナップ～・ 
講習会 

おはなしフェスタ 

 

親子絵本作り講座 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆第３回定期総会◆ 

5 月 25 日(火)10 時より、日光市民活動センターにて第３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。 

  ８月に行われる東京研修、秋に行う素語り講習会への参加が呼びかけ

られました。また、活発に意見が出されました。市立図書館が委託にな

ることへの心配。運営委員を広く、まだ参加していない学校の方にも呼

びかけてはどうかなど意見が出されました。 

  その後、連絡会のおはなし道具紹介のおはなし会を楽しみました。寄 

贈された環境のおはなし「君は地球を知ってるかい？」、エプロンシアター「ブレーメンの音楽隊」、プロジェ

クター絵本「つるのおんがえし」などなど…おはなし会に活用してほしいと思います。 

交流会では、小さい頃に本に親しんだ思い出は大切で、心のどこかに残るもので、楽しかった思いを伝えたい

話が出ました。図書環境の整備・充実を話し合いました。（增川） 
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～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、３月下旬におちあい児童
クラブ・落合児童館にお招きすることができまし
た。TSUTAYA 今市店でも行う予定でした。 

東日本大震災のため、講談社から中止との連絡
がありました。 

 

『本とあそぼう全国訪問おはなし隊』は、全国
をまわって６週目になったそうです。たくさんの
本を載せたキャラバンカーも一新したそうで、来
るのが楽しみでしたがしかたありません。 

被災地のことを思い、深くお見舞いを申し上げ
ます。 

また、栃木県にまわってくることを楽しみにし
たいと思います。（增川） 

・第２回 BOOK'S PARTY・ 

～日光市社会福祉協議会地域福祉活動支援事業～ 
２月８日（火） 宇佐美怜子氏 
 

絵本テキスト「スイミー」を使って読んでいきました。 
テキストに入る前に、作者についての話や絵本の絵を読み取っ 

ていきました。おはなしには直接関係ないけれど、絵本について 
のバックグランドがあることで読みも深くなり、声に出たとき、 
その思いが伝わるのだそうです。 

今日は前に読んだことあるし、これでいいかなとその日にパッ 
と手に取った本を読むのではなく、きちんと用意して子どもに本 
を届ける、おはなしを届ける努力をしてほしいと教えてくださいました。 

読み方の練習では、声を出すことに慣れているつもりでも、聞きやすい読み方は難しかったです。 
はじめの音を立てて聞きやすくする。声が緊張していると聞いている方も強ばってしまうので、リラッ 

クスし喉を広げ、声を向こうに届けるようにすること。 
大きい声がよいのではなく、小さくても聞こえる届く声ならば OK だそうです。 
意識することで声が届くようになります。せっかく届けたいおはなしが聞こえなくては、聞き手は楽しめ 

ません。 
声の出し方、読み方の大切さを教えてもらった 1 日でした。（增川） 

 

☆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２２年度活動内容≫ 
5 月 25 日 第 3 回総会 

おはなし会・交流会 
7 月  6 日 本の修理・図書館装飾講習 
6 月 29 日 読み聞かせ講習 
7 月 25 日 親子絵本作り講座第１回 
8 月 8 日 親子絵本作り講座第２回 
8 月 2８日 東京子ども図書館へ行こう！ 

１０月 3 日 素語り講習 
１１月 27 日 おはなしフェスタ・交流会 

2 月 8 日 第 2 回 BOOK’S PARTY 
3 月 24 日 おちあい児童クラブ 

「本とあそぼう 
全国訪問おはなし隊」(中止) 

3 月２2 日 第 1 回素語り勉強会(中止) 
3 月 3１日 TSUTAYA 今市店 

「本とあそぼう 
全国訪問おはなし隊」(中止) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪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 

スクリーン一式 
500円 700円 1000円 

マイク・スピーカー一式 500円 700円 1000円 

パネル・パネルステージ 

大型紙芝居台 
200円 300円 500円 

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。 

日光市読書ボランティア連絡会 

☆連絡・お問い合わせ（随時 OK） 

090-5413-1800（高橋）  

☆メール nbv2008421@yahoo.co.jp 

☆ブログもぜひ見てみてください（^0^） 

http://blog.canpan.info/nikko-book/ 
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※賛助会員 年会貹一口 1000 円以上 

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 

阿部文子・五十嵐至子・池田昌代・岩田勢子・大竹幸子 

金田咲子・亀山陽子・菊地典子・木下照子・黒川貢 

小坂恵子・小玉栄美・古峯良江・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 

福田真希・福田真由美・星美智子・星ゆき子・増川伸枝 

増渕恭子・山田清一・山本治子（あいうえお順） 

〈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 

〈紙芝居〉 

・おひゃくしょうとえんまさま・まほうのふ

で・いもころがし・なんにもせんにん 

〈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・おかえし・だるまさん

が・だるまさんの・たまごでお料理 

―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・動物園へ行こう 

―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・誮にだって誕生日♪ 

〈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 

＊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。 

＊太文字は、２２年度新しく入ったものです。 

 

日光市読書ボランティア連絡会 

おはなし道具紹介 

 

平成 22 年度正会員 

 

連絡先が変更になりました。 

こちらまでどうぞ！ 

 

 

mailto:nbv2008421@yahoo.co.jp

