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― はじめに ― 

 

北海道読書推進運動協議会（略称：北読
ほくどく

進協
しんきょう

）では、秋の読書週間に合わせ、

本を読む楽しさを広め、地域文化の向上に貢献している団体を表彰する「優良

読書グループ表彰」（北海道表彰）を実施しています。平成 29年度からは、今

後の活発な活動が期待される１グループを奨励賞として、計 6グループを表彰

しています。 

また、これまでに北海道表彰を受賞したグループの中から、公益社団法人読

書推進運動協議会で実施している「優良読書グループ表彰」（全国表彰）への推

薦も行っており、各都道府県から 1グループずつ表彰されています。 

本号では、今年度受賞した全国・北海道表彰の読書グループの寄稿文を紹介

します。 

 

 

＜過去 3年間に表彰を受けた読書グループ＞ 
 

年度 表 彰 管 内 市町村名 受賞グループ名 

R3 

全 国 空知 由仁町 おはなし会「わらべ」 

北海道（本賞） 

石狩 石狩市 読み聞かせ 子っ子の会 

日高 浦河町 おはなしサークル「かくれんぼ」 

渡島 函館市 函館絵本の会「銀のふね」 

渡島 八雲町 やくも朗読サークル 

十勝 本別町 本別町図書館ボランティア「ぶっくる」 

北海道（奨励賞） 推薦なし 

R２ 

全 国 オホーツク 湧別町 リーディング倶楽部たんぽぽ 

北海道（本賞） 

上川 富良野市 よみきかせサークル「ノンタン」 

上川 東川町 おはなしの会ピッピ 

留萌 初山別村 読み聞かせグループ「おはなし会 ぽっかぽか」 

オホーツク 大空町 森のお話ふくろう 

釧路 釧路市 釧路市点訳奉仕はなあかり会 

北海道（奨励賞） 推薦なし 

R1 

全 国 根室 中標津町 読み聞かせサークル おはなしの木 

北海道（本賞） 

石狩 千歳市 E絵本くらぶ 

日高 新ひだか町 日本の古典を読む会 

渡島 函館市 絵本読み語りグループ「マシュマロ」 

留萌 苫前町 読書ボランティア「おはなしの森ひなた」 

オホーツク 網走市 絵本文庫「屯」 

北海道（奨励賞） 石狩 札幌市 フリューリング絵本部「ファンタジア」 
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【グループの始まり】 

 平成７年、前代表を含む初期メンバーが、由仁町軽費老人ホーム「緑豊苑」で読み聞

かせを行ったことをきっかけに、平成８年に子ども達に絵本を読む おはなし会「わら

べ」を立ち上げました。以来、メンバーの入れ替わりを経ながら、楽しんで活動を続け

ています。 

 

【活動の内容】 

●読み聞かせ 

三川地区の学童保育の施設で、絵本や紙     

芝居の読み聞かせや工作を実施（月 1回）。 

季節の行事に合わせ、七夕やクリスマスの

歌をギター演奏したり、飾りつけを行う。 

●あおぞらとしょかん 

由仁町ゆめっく館主催で行われる「あお

ぞらとしょかん」で、パネルシアター・エプロンシアター・大型絵本の読み聞かせ

を行う（年 1回）。 

 

【これから】 

毎月、子ども達が楽しみに待ってい

てくれて、真剣におはなしを聞いてく

れることが、励みになっています。その

集中力は私達も感心するほどで、長い

昔話もきちんと最後まで聞いてくれま

す。 

これからも、みんなで楽しく活動を

続けていきたいと思っています。 

現在、３名の会員が交代で読み聞かせ

をしていますが、選ぶ本や読み方にそれぞれの個性が表れ、他の人のおはなしを聞

くのも楽しい時間です。 

願いはもう少し、仲間が増えること。ぜひ、一度会場に来てみてください。子ど

も達の笑顔と楽しいおはなしの世界が待っていますよ。 

 

 
全国表彰（主催：公益社団法人読書推進運動協議会） 
 

おはなし会「わらべ」 

空知管内 由仁町 
＜団体の概要＞ 
設立年：平成 8年   会員数：３名 
代表者：松井 由季子 平成 18年度北海道表彰受賞 
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【グループの始まり】 

平成 19 年７月にＮＰＯ団体が企画した恵
庭のパイロットを講師に迎えた男性の読み聞
かせ講座があり、そこに参加した男性メンバー
を中心に読み聞かせサークルが誕生した。ほど
なくサークル名を『子っ子の会』と改め、活動
を開始した。小学生からスタートした活動が、
幼児から高齢者まで広がり、現在に至っている。 

【モットー】 

● おはなし会はテーマを決め、絵本や紙芝 居・エ

プロンシアター・パネルシアター・軍手人形・手遊び・

ブックトークなどでプログラムを工夫している。 

● 読みと音楽のコラボレーション 

 ケナーを中心に様々な楽器や効果音を取り入れた

読みの工夫。 

● 役割分担読み 

男性と女性のメンバーが読みの役割分担することで

絵本の世界に深みと広がりをめざしている。 

● 実施団体との打合せを綿密に行い、ニーズを大切

にするため、打合せ担当者を決め、定例会で全体に報

告し、プログラム作成に活かしている。 

● 石狩市民図書館との連携 

現在の活動を維持していけるのは、石狩市民図書館の

職員皆様の協力と連携の賜物です 

【これから】 

 コロナ禍の中、日常の活動が困難な状況にあります

が、きらきら輝く瞳で「楽しかった！」「また、来て

ね！」という声にパワーをもらいながら、絵本と子ど

もや大人をつなぐ架け橋になりたいという願いのも

と会員一同スキルアップに取り組んでいきたいと思

っています。そ

して何より大

切にしたいこ

とは、私たちが

楽しみながら

笑顔でおはな

しを届けるこ

とです。 

 

 

 

 
北海道表彰本賞 

読み聞かせ「子っ子の会」 

石狩管内 石狩市 
＜団体の概要＞ 
設立年：平成 19年 会員数：10名 
代表者：菅野 厚 

【活動の内容】 

●石狩市民図書館での活動 

・月１回の定例おはなし会

（第２土曜日） 

・図書館まつりや読書週間

でのスペシャルおはなし会 

・図書館まつりの運営委員

として毎年数名が参加協力 

●市内放課後児童クラブ 10

カ所でのおはなし会を月１回

実施 

・長期休業中（冬休み）はス

ペシャルおはなし会を実施 

●市内小学校２校で授業時間

を活用したおはなし会 

・１校は１～６年生の全学

年を学級単位で実施 

・１校は１、２年生で実施 

●市内認定子ども園や子育て

支援活動の一環としておはな

し会実施 

●高齢者施設で月１回実施

（平成 30年まで） 

●全国紙芝居まつりけんぶち

大会に出演（平成 27 年８月） 

●友好図書館交流事業として

輪島市立図書館にてスペシャ

ルおはなし会とボランティア

交流会参加 

●10 周年記念事業として

「10 周年記念おはなし会～

はばたけ！絵本の世界へ！」

開催し 100名弱の参加者（平

成 29年４月） 

定例会が終わって、はい！チーズ！ 

石狩市民図書館おはなし会より 
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【グループの始まり】 

図書館から遠い地域に住む子どもたちの

ために、昭和５８年から集会施設において、

図書館職員とボランティアによる読み聞か

せを始めました。 

その後、平成２年に「おはなしサークルか

くれんぼ」を設立し、絵本や紙芝居の読み聞

かせを通じて、子どもたちに本の楽しさや豊

かな気持ちをもってもらえることを目指し

て活動しています。 

 

【活動の内容】 

● 町内各小学校での読み聞かせ 

（毎月４回、毎月１回、年２回それぞれ実施） 

● 児童館、集会施設での読み聞かせ（各月１回） 

● 図書館や町内イベントへの参加 

 

【これから】 

いつのまにか 30 年も月日が過ぎていた

のですね。 

この活動を続けてこられたことに、今ま

で一緒に共有してきたスタッフたち（現在は

４名ですが）、この活動を今でも後押しして

いただいている図書館、学校に感謝していま

す。 

この感謝の気持ちを忘れずに、これから

も絵本の世界を通じて、スタッフとともに、

子どもたちと「笑顔」で楽しい時間を届け、

活動を続けていきたいと思います。 

 

  

 
北海道表彰本賞 

おはなしサークル「かくれんぼ」 

日高管内 浦河町 
＜団体の概要＞ 
設立年：平成２年 会員数：４名 
代表者：三浦 禎子 
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【グループの始まり】 

1994年、小さい子どもを持つお母さ

んの集まりの中で、「絵本の事をもっと

知りたい」という声が上がり、8名のメ

ンバーで読み聞かせサークルを始めま

した。 

月１回の絵本の勉強会、メンバーの

子ども達への読み聞かせから始まり、講

師を招いての講演会、五稜郭公園でのあ

おぞらおはなし会と、活動の場を広げま

した。 

 

【活動の内容】 

● 読み聞かせ（函館市中央図書館、書店 3店舗、学童保育所 各月１回） 

● 保健センターの乳児健診で絵本ふれあい事業（ブックスタート）での絵本紹介 

● 道立公園、美術館イベント等での読み聞かせ 

● 絵本作家さんの講演会、ワークショップ等の開催 

● 絵本勉強会 

 

【これから】 

2024年に銀のふねは 30周年を迎えます。これまでもこれからもずっと変わらな

いのは「できる人が できる事を できる範囲で」のスタンスです。 

出会えた仲間達と無理せず楽し

みながら、子ども達と子どもに関

わる方々が、ほんの少しでも心地

良い時間を過ごして頂けたらと

願っています。 

コロナ禍の読み聞かせも、一緒に

悩み考えご準備頂いた函館中央

図書館、いつも心強い活動の拠点

となってくださる事に、感謝の気

持ちでいっぱいです。 

 
北海道表彰本賞 

函館絵本の会「銀のふね」 

渡島管内 函館市    

＜団体の概要＞ 

設立年：平成 6年  会員数：17名 
代表者：中川 寿美子 
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【グループの始まり】 

平成 13 年から八雲町立図書館主催で行われた朗読講習会後、自主的に勉強を行って

いたメンバーが中心となって平成 18 年にサークルを結成。朗読を学び、自ら楽しみな

がら、視覚障がい者や高齢者などに《声》による情報を届け、さらに大人から子どもま

で広く読書の楽しさを伝えることを目指してスタートしました。 

 

【活動の内容】 

● 月３回例会を開き、朗読勉強会を実施。他市町か              

ら講師を招き、講習会を実施。 

● 八雲町からの委託を受け、「広報やくも」「議会広

報」録音版ＣＤを、他に北海道新聞「卓上四季」「いず

み」の朗読ＣＤを作製。いずれも図書館に寄贈し、町

民への貸出に活用。その他希望に応じ、朗読ＣＤを作

製。 

● 毎年図書館フェスティバルの一環として 宮澤

賢治作品を題材に「幻灯朗読会」を実施。賢治作品の

絵本を多数手がけている函館在住の版画家・佐藤国男

さんにご協力いただき、画像提供、講師としての出演、

さらに版画展を開催。版画絵による幻灯と音楽を取り

入れた朗読で、賢治の作品と精神を紹介。 

● 年数回、北海道新聞「いずみ」やエッセイ、絵本

など身近に楽しめる題材で「ロビー朗読会」を実施。 

 

【これから】 

結成から 15 年、いろいろな方々に支えられ、一歩一歩進んできました。平成 23 年

から始めた「幻灯朗読会」10周年の節目に授賞頂けたこと、大変嬉しく思います。 

「ロビー朗読会」では今は中止にしていますが、観覧者も参加できる《飛び入りコー

ナー》を設けていました。その時の参加者がメンバーに加わったり、小学生が飛び入り

で朗読して「楽しかった」と感想をもらったこともありました。コロナが収まったらコ

ーナーを復活させ、小説や落語、時代物や古典などにもトライしたいです。 

今後は、朗読の楽しさをさまざまな年代に広めることを目標に、新しいことにチャレ

ンジし、次の世代の子どもたちにつながるように活動していきたいです。

 
北海道表彰本賞 

やくも朗読サークル 

渡島管内 八雲町 
＜団体の概要＞ 
設立年：平成 18年   会員数：9名 
代表者：太田 幸恵 
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【グループの始まり】 

社会教育委員、エッセイサークルや読み聞かせグループの会員からなる準備委員会

を経て、図書館を拠点として「本を通じて人と人とのふれあいを楽しむこと」を目的

に結成されました。 

 

【活動の内容】 

本の面白さや読書の楽しさを伝える活動を、楽しみながら続けています。 

● 読み聞かせ 図書館で「おはなしぶっくるーむ」（月 1回）、教育施設・高齢者施

設で随時、小学校で国語の授業や図書委員会活動に協力。 

● 朗読 コロナ禍で発表の機会が激減したため、町教育委員会の YouTubeチャン

ネルで詩の朗読を配信。 

● 小物づくり 図書館の展示イベントや児童コーナーに飾る人形、布おもちゃ等の

制作。新入学児童へ手づくりのしおりとストラップのプレゼント。 

● 喫茶コーナー運営 図書館内で「ぶっくるカフェ」を週 2回自主運営。 

● 図書館イベント協力 講演会の司会、受付等の協力。 

 他にも、学習会、研修旅行、町のイベントにカフェ出店等の活動をしています。 

 

【これから】 

 まちの皆さんの心にうるおいを、子どもたちに豊かな言葉を。本と人との出会いに

わくわくしながら、活動を続けていきたいと思います。 

 

 

  本別町教育委員会社会教育課制作

YouTube「げんきくんチャンネル」 

 

毎月第 3土曜日「おはなしぶっくるーむ」 

 
北海道表彰本賞 

本別町図書館ボランティア「ぶっくる」 

十勝管内 本別町  

＜団体の概要＞ 

設立年：平成 12年  会員数：32名 
代表者：綾野 治男 
代表者：太田 幸恵 
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      〒069-0834 江別市文京台東町 41番地 

     北海道立図書館総務企画部企画支援課内 

        ＴＥＬ 011－386－8521 

        ＦＡＸ 011－386－6906 
   

 
  「北読進協（ほくどくしんきょう）」は、公益社団法人読書推進運動協議会

発足の翌年の昭和 35 年に発足した、全道の読書普及に努めることを目的
とする団体です。 

 
  構成団体（令和 3年 12月 22日現在、以下 10団体） 

・北海道図書館振興協議会 
・北海道 PTA連合会 
・北海道学校図書館協会 
・北海道女性団体連絡協議会 
・（一社）北海道ブックシェアリング 
・北海道書店商業組合 
・（株）北海道新聞社 
・（株）毎日新聞北海道支社 
・北海道出版取次協会 
・（公財）北海道青少年育成協会 

（公財）読書推進運動協議会ホームページでは、春のこどもの読書週間、秋の読書週間 

の時に広報に使える ポスター、ハガキ、しおりなどのデータを公開しています。 

2021年第 75回読書週間ポスター 


