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― はじめに ― 

 

公益社団法人読書推進運動協議会は、読書推進団体の草分けで、昭和４３年から「読書

週間」に合わせた「優良読書グループ表彰」（全国表彰）を主催して各都道府県から１グル

ープずつ表彰しています。 

北海道読書推進運動協議会では、この全国表彰への推薦団体の選考に合わせて、昭和 62

年度から、地域で活躍する読書グループを会独自に表彰する「北海道表彰」を実施してお

り、今年度は新設した奨励賞１グループを含めた６グループを表彰しました。 

本号では、受賞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 

H29 

全 国 空知 南幌町 南幌町読み聞かせサークル 

北海道（本賞） 

後志 岩内町 ブックスタートをサポートする会 

上川 比布町 絵本の読み聞かせ会ひろがり文庫 

上川 上富良野町 ふらの・ものがたり文化の会 

ｵﾎｰﾂｸ 斜里町 朗読サークル気のいいアヒル 

十勝 広尾町 ベビーサンタの会 

北海道（奨励賞） 檜山 奥尻町 おはなしの会うみいろ 

H28 

全 国 留萌 羽幌町 あざらしおはなし会 

北海道 

胆振 安平町 ブックスタート読み聞かせボランティア赤ずきん 

上川 名寄市 名寄本読み聞かせ会 

上川 上富良野町 読みきかせ会ムーミン 

ｵﾎｰﾂｸ 斜里町 おはなししゃぼん玉 

十勝 足寄町 絵本の会はらっぱ 

H27 

全 国 檜山 江差町 絵本サークルポポリン 

北海道 

空知 栗山町 栗の子童話会 

空知 岩見沢市 図書館大好きの会 

後志 仁木町 大江読書会 

檜山 今金町 大型紙芝居じゃがいもの花 

ｵﾎｰﾂｸ 佐呂間町 人形劇サークルぱんぷきん 

 

※活動を長く活発に継続していただくための立ちあがり支援になることから、新たに自主的・積

極的な活動を行い、今後の活発な活動が期待される活動歴が５年未満の優良読書グループを表彰

する「北海道表彰 奨励賞」を平成 29年度より新設しました。
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【グループの始まり】 

 平成４年に学校の第２土曜日

が休みになり、数人の母親が集ま

って自身の子どもたちに絵本の

読み聞かせを行ったことがきっ

かけとなって始まりました。現在

は 15名の会員がおり、中には小

さな子どもを連れて活動してい

るメンバーもいます。 

 

【活動の内容】 

● 月１回の定例会では、発表へ向けての打ち合わせや練習の他、人形やパネルシアター

などを手作りしています。 

● 年 1回（11月）の「人形げきのつどい」 

● 年 1回（４月）の春の読書週間に合わせた「はるのおはなし会」 

● 町教育委員会主催のブックスタート事業への協力 

● 小学校での朝の読み聞かせ 

● 幼稚園・保育園への出張読み聞かせ 

● 小学校の放課後子ども教室への協力 

 

【これから】 

この度は優良読書グループとして全国表彰をしていただき、会員一同大変嬉しく思って

おります。 

サークルのメンバーは、仕事を持つ人や家庭の事情で行事への参加が困難になる人も多

く、全員が協力し合い、工夫しながら活動しております。その中で、私たちの地道な活動

を評価していただいたことは、大変喜ばしいことです。 

ブックスタートで絵本をプレゼントした赤ちゃんが園児になり、その後小学生になる姿

を見守っていられることが、私たちの喜びです。 

今後も地域の各機関との連携を図り、地域に深く根付いた活動を続け、絵本を通して温

かい町づくりに貢献できればと考えております。 

 

 

 
全国表彰（主催：公益社団法人読書推進運動協議会） 
 

南幌町読み聞かせサークル 

空知管内 南幌町 
＜団体の概要＞ 
設立年 平成３年    会員数 １５名 
代表者 岡田さおり   平成１２年度北海道表彰受賞 
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【グループの始まり】 

 平成１７年に岩内町教育委員会よりブックスタートボランティアのお誘いがありました。 

そこでブックスタート講習会を数回受けたのち、グループとしてのブックスタートをサポー

トする会が発足しました。 

ブックスタートについての内容、意義などを聞き賛同した方々がボランティアを引き受け、

子どもたちまたその保護者のため活動を続けています。 

 

【活動の内容】 

● 赤ちゃんの１０ヶ月育児相談の

ときに絵本を読み聞かせ、絵本を

渡しています。 

● 育児相談のときに手作りおもち

ゃで遊べるように月１回集まり

おもちゃを作成しています。 

● 絵本館と連携しボランティアが

子どもたちに読み聞かせや催し

物をしています。 

（月に１回の月齢の小さい子どもたちを対象にした「ちいさいお話し会」と幼児を対象に

した「おはなし会」があります） 

● ブックスタート開始から１０周年を記念し開催した「うきうき絵本フェスタ」は今年

度で３回目になりました。記念行事として始めた行事でしたが、町内外の子どもたち

の楽しみになっていることはうれしいことであり、ボランティアのやる気にも繋がっ

ています。また「クリスマス会」はクリスマスプレゼント作りと人形劇などを行って

います。 

● 年に１度の研修を行っており、他町村の図書館見学やブックスタートの行い方、独自

で取り組んでいる読書活動についてボランティア同士の情報交流を行い、自分たちの

活動につなげています。 

 

【これから】 

子どもたちにとって貴重な時間であるこのブックスタートが、長く受け継がれていって

ほしいと思っています。また今後若い人たちが参加しやすいボランティア活動について考

えていきたいです。

 
北海道表彰本賞 

ブックスタートをサポートする会 

後志管内 岩内町 
＜団体の概要＞ 
設立年 平成 1７年  会員数 1７名 
代表者 藤平真樹子 
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【グループの始まり】 

昭和 60年 11月、児童館の図書室にて大人７名で比布町内に絵本の楽しさが広まってく

れるようにと願い、月２回（土曜日）、「ひろがり文庫」と名前を付けてスタートしました。 

 

【活動の内容】 

● 平成 2年から、ひろがり文庫のクリスマス会を始めました。現在は親子で 100名ほど

の参加者があります。 

● 平成 13 年から小学校にて月 1 回、１、２年生の教室で朝学習の時間に読み聞かせを

しています。 

● 平成 15 年 7 月、比布町図書館オープン以来、お話しの部屋にて月１回、日曜日に読

み聞かせを始めました。 

● 図書館のイベント「おはなしひろば」「図書館まつり」「図書館クリスマス会」への協

力をしています。 

         

 

【これから】 

 平成 23年に平成 22年度上川管内教育実践表彰団体として表彰され、平成 25年比布町

文化奨励賞を受賞し、今回北海道表彰をいただき、とても嬉しく光栄に思っております。 

 これからも楽しく、子どもたちの健やかな成長のために、絵本のすばらしさを伝えるべ

く活動を続けていきたいと思います。 

 
北海道表彰本賞 

絵本の読み聞かせ会 ひろがり文庫 

上川管内 比布町 
＜団体の概要＞ 
設立年 昭和６０年  会員数 １３名 
代表者 安藤裕子 
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【グループの始まり】 

 平成 17年当時、１～２年生を対象とした絵本よみきかせグループがありましたが、学校

から３年生以上の読書活動の補助を、との要請があり、宮沢賢治の童話を中心に朗読を聞

いてもらうようになりました。初めは個人ボランティアでしたが、少しずつ仲間も増え、

平成 19年、会を結成しました。 

 

【活動の内容】 

● 町内三つの小学校で主に３年生～6年生を対象に朗読（宮沢賢治の作品が中心） 

● 楽しく分かりやすく聞いてもらえるよう工夫し、朗読劇風に数人で行うことが多く、

練習を重ねる（月１回の定例会にて） 

● デイサービス「かみん」にて、来所の皆さんと一緒に音読と歌で声を出す（毎月第２、

第４火曜日） 

● その他声かけいただけば時々高校や町外へも出かけています。 

 

【これから】 

子どもたちの“聞く力”と共に創り出される「賢治童話の世界」。朝の短い一時ですが、

私たちの幸せの時間です。これからも共に描き出せる作品を増やしつつ、また、この朗読

の楽しさを若い人たちにも伝えていけたらと願っています。 

 

 

 
北海道表彰本賞 

ふらの・ものがたり文化の会 

上川管内 上富良野町 
＜団体の概要＞ 
設立年 平成 19年  会員数 ７名 
代表者 大西邑子 
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北海道表彰本賞 

朗読サークル 気のいいアヒル 

オホーツク管内 斜里町 
＜団体の概要＞ 
設立年 平成７年  会員数 ４名 
代表者 渡辺悦子 

 

【グループの始まり】 

平成７年、病気の後遺症により障がい者になった方たちの学習・交流のサークル「つく

し友の会」記念誌の音訳依頼を受けたのが活動のはじまりです。平成１３年から「目の不

自由な方だけではなく、高齢などで文字を読むことが難しくなった方々の役に立てると良

いな」という想いで毎月斜里町広報誌の音訳を続けています。 

 

【活動の内容】 

● 毎月の斜里町広報誌の録音 

● 語り継ぐ女の歴史「斜里女性

史」の音訳中 

● 保育所や図書館でのイベン

トでの紙芝居、絵本の読み聞

かせ 

● 高齢者の集合住宅での紙芝

居、本の朗読、交流 

● 図書館での朗読会への参加 

● 生きがい大学図書館講座へ

の参加 

 

【これから】 

紙芝居や絵本をみる子どもたちのキラキラした瞳、拙い朗読にじっと耳を傾けてくださ

る一般の方、笑い話に一緒に大笑いしてくださる高齢者の方から私たちのほうがいつもパ

ワーをいただいています。 

また、図書館や周りの方たちの協力があったから続けることができました。 

設立から２０年が経ち、メンバー４人の中には、仕事を退職した人もいて時間に余裕が

できてきました。もう少し活動可能と思います。 

「私たちでも、お役に立てるなら」の気持ちは変わらず、無理をせず、読み聞かせの活

動をしながら、今後は大人向けのよみかたりや朗読にも力をいれていきたいと考えていま

す。 
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北海道表彰本賞 

ベビーサンタの会 

十勝管内  広尾町  

＜団体の概要＞ 

 設立年 平成１４年    会員数 １０名 

 代表者 杉本伸子 

 

【グループの始まり】 

平成 14年度から広尾町でブックスタート事業を開始することになり、ブックスタートの

目的や意義について共感し、読み聞かせボランティアとして 8 名の有志が参加し会を発足

しました。 

発足当時からのメンバーと転入転出等で会員が入会退会で増減がありますが、「ブックス

タートボランティア」として絵本の良さを広め、親子の絆が深まることを期待しながら活

動をしています。 

 

【活動の内容】 

● ブックスタート会議の開催。保健師及び図書館職員と連携を図り年間活動計画を協議 

● 乳幼児健診会場においてブックスタート事業へ協力。対象児（６・７ヶ月）と保護者

への絵本の読み聞かせを実施 

● 絵本の読み聞かせを通して、赤ちゃんにかかわる大人に、スキンシップやコミュニケ

ーションを図る方法があることをお伝えしています。 

● 乳幼児健診会場において、保護者の問診時に幼児子守り等についても協力 

● ブックスタート対象児へのプレゼント絵本の選定について協議 

● 乳幼児向けの絵本貸出用パックについて検討 

● 絵本作家講演会開催時の協力 

● 図書館まつり等へ他のサークルと連携協力及び参加 

 

【これから】 

発足時の『ブックスタートボラン

ティア』から平成 29年 4月に『ベ

ビーサンタの会』と名称を変更し、

気持ちも新たに保健師さんや図書

館と連携し活動していきたいと考

えています。 

また今回の受賞をご褒美として、

微力ながら子どもたちが読書に関

心を持ち、図書館の利用を図れるよ

う活動を継続していきたいと思い

ます。 
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北海道表彰奨励賞 

おはなしの会 うみいろ 

檜山管内  奥尻町  

＜団体の概要＞ 

 設立年 平成２５年    会員数 ２名 

 代表者 紀伊國和子 

 

【グループの始まり】 

子どもが集まる場がないかとの声が寄せられ、「自分の子どもに読み聞かせているような

感じでいいのなら」とのことで、平成 25年に町で開催している町民文化祭でよみきかせを

実施しました。その後、転出入等でメンバーが入れ替わりながらも活動を続け、平成 27年

に会名を「おはなしの会 うみいろ」とし、現在に至っています。 

 

【活動の内容】 

● 奥尻町海洋研修センター図書室内において、幼児・小学生等を対象に、絵本や紙芝居

の読み聞かせ会を月１回開催 

● 年に数回、幼稚園や小学校に出向き、読み聞かせを実施 

● 町教育委員会のブックスタート事業への協力 

● 町内の高齢者施設や病院に出向いて、高齢者を対象とした絵本の読み聞かせ会を開催 

● 奥尻町海洋研修センター図書室で行われるCaféでの読みきかせ 

      

【これから】 

このたび、表彰されましたことに大変感銘しております。毎回の読みきかせでは、子ど

もたちのキラキラした目の動き、にっこりと微笑むかわいい笑顔に、私たちも元気をもら

っています。 

そして嬉しいことに、表彰決定後に、新たに 2名のメンバーが加わり会員が 4名になり

ました。新しい仲間と共に、今後の活動にいっそう邁進したいと思います。 

次は中学校、高校でも読みきかせが実現できるように、仲間と共に努力したいと思いま

す。
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  構成団体（平成 30年 1月 2５日現在、以下８団体） 

・北海道図書館振興協議会 
・北海道学校図書館協会 
・北海道 PTA連合会 
・北海道書店商業組合 
・北海道女性団体連絡協議会 
・（株）北海道新聞社 
・（公財）北海道青少年育成協会 
・北海道出版取次協会 


