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茨城県読書をすすめる協議会

第 22 回茨城県読書をすすめる県民のつどい

コロナ禍２年目の新たな挑戦

変化の時代に

茨城県読書をすすめる協議会長 稲葉 里子

茨城県立図書館長

今年度も新型コロナウイルス
感染症の影響を受けましたが、
皆様の協力を得まして、令和３
年度の総会を７月 10 日笠間公
民会で開催することができまし
た。
県民のつどいでは朗読家葉月のりこさん、ピ
アニスト榎本玲奈さんをお迎えして「本から生
まれるコミュニケーション」というテーマで朗
読コンサートを楽しみました。葉月先生のオン
ライン指導を受けた常陸大宮高校読み聞かせ同
好会の皆様が朗読劇を発表してくださり、若い
人たちと一つのことを成し遂げる喜びは格別と
感じています。
読み聞かせコンクールについては、感染拡大
第６波の影響のため、総合的に判断してオンラ
イン開催に切り替えました。初めてのオンライ
ン開催なので予定通りにいかないこともありま
したが、なんとか開催することができました。
ありがとうございました。参加者の実力も年々
上がってきており、読書をすすめる協議会の目
玉企画として盛り上げていきたいと思います。
コロナ禍２年目は、昨年度より少し「ウィズ
コロナ」での活動を模索する動きが見えたかと
思います。今後とも皆様の御理解と御協力をお
願いいたします。

山田

順一

協議会の皆様には、日頃より
本県の読書活動推進にご尽力い
ただき、感謝申し上げます。
さて、未だ「アフターコロナ」
が程遠い状況にはありますが、
県立図書館は７月にカフェを備
えて新規開館し、数々のリニューアル記念事業
とともに、新たな県民の交流拠点となるべく館
運営に努めております。皆様には、ぜひ新しい
県立図書館をお楽しみいただければ幸いです。
また、読書をすすめる協議会との共催事業で
は、県民のつどいに向けた朗読家による高校生
の指導、読み聞かせコンクールのオンライン開
催等において Web 会議システムを取り入れるこ
とができました。生の朗読でしか味わえないよ
さはあるかもしれませんが、制約の中で一つの
可能性を示せたのではないかと考えます。
現在、県では「第四次いばらき子ども読書活
動推進計画」を策定中です。Society5.0 時代が
到来する変化のはげしい時代だからこそ、皆様
が子どもたちに「生の声」と「ぬくもり」を届
けることの重要性が高まっているといえます。
県立図書館としましても、よりいっそう読書
普及のための事業に取り組んで参りますので、
今後とも御支援・御協力をお願い申し上げま
す。
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期日：７月 10 日（土）
会場：笠間公民館
大ホール

参加：１８８名

茨城県読書をすすめる協議会
会長
稲葉 里子

(公財)げんでん ふれあい茨城財団
専務理事
髙橋 鉄夫 氏

〔朗読コンサート〕 江國香織『スイート・ラバーズ』
宮沢賢治『よだかの星』
朗読

葉月のりこ氏

ピアノ 榎本玲奈氏
〔朗 読 劇〕

太宰

治『走れメロス』

にしのあきひろ『えんとつ町のプペル』
出演

県立常陸大宮高等学校
読み聞かせ同好会

※朗読劇は事前に講師が高校生を指導
その様子をまとめた動画を朗読劇発表前に上映
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茨城県教育庁総務企画部
生涯学習課長
市村 志保 氏

当日上映の動画から

高校生の参加について

＜講師と高校生の稽古スケジュール＞

講師の葉月さんから「ぜひ茨城のみなさんと

５／２６（水）第１回リモート稽古

共演したい」とのお話をいただき、役員会で協

６／ １（火）第２回リモート稽古

議した結果、「それなら若い人たちに」という

６／ ９（水）第３回リモート稽古

ことで今回のコラボが実現しました。

６／１５（火）第４回リモート稽古
６／２３（水）第５回リモート稽古

講師の熱意もあり、６回のリモート稽古と１

７／ ３（土）対面稽古（常陸大宮高等学校）

回の対面稽古によって、２つの朗読劇をつくり

７／ ６（火）第６回リモート稽古（ピアノ参加）

あげました。

・久しぶりに人の声で読書を楽しみ、涙が出るほど感動した。私自身も感動できる読み聞かせをした
いと思った。
・作品のよさがピアノ曲と朗読でより伝わってきた。
・県立常陸大宮高校の３人の生徒さんの『走れメロス』、心から感動した。コロナで人と人が分断さ
れた世界に一筋の光がさした気がした。
・プロのすばらしさはもちろんのことであったが、高校生が一生懸命に朗読する姿と、本の世界を広
げていこうとする努力を感じ、感動した。
・音楽を入れると内容がよりよくなるので、これからやってみたいと思う。
・図書館での読み聞かせボランティアなどをしているが、絵本や本について学ぶ機会がたいへんあり
がたくうれしい。子どもたちが本を好きになってくれるよう、楽しみながら、吸収していきたい。
・若い世代の読書離れが進む中、高校生参加の朗読劇を行ったことはたいへん有意義で、今後もこの
ような取組を続けてほしいと願う。
・高校生の朗読はとてもよかった。頑張っている姿を見て、自分も頑張ろうと思った。
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期日：11 月７日（日）
会場：茨城県立図書館

【読書活動の振興発展に寄与した者等への感謝状贈呈】
○茨城県知事感謝状
金砂郷おむすびの会（常陸太田市）
○茨城県議会議長感謝状
茨城町おはなしの会しらゆきひめ（茨城町）
○茨城県教育委員会教育長感謝状 川原場 好子さん（かすみがうら市）
石のスープの会（かすみがうら市）
乙戸小読み語りの会おはなしかたつむり（土浦市）
○茨城県読書推進運動協議会長感謝状
学校図書館（室）功労者
田中 千恵さん（結城市立江川北小学校）
堀 美智子さん（茨城県立日立北高等学校）
学校図書館（室）
取手市立藤代中学校
読書団体
ももの木の会（土浦市）
朗読ボランティア「コスモス」
（水戸市）
牛久第二小学校読み聞かせボランティア（牛久市）
佐野図書館フレンズママリンパパリン（ひたちなか市）
しいの木クラブ（神栖市）
【公益社団法人読書推進運動協議会長賞】
ネットワークメルヘン（小美玉市）

○小学校低学年の部 上田

悠さん（守谷市立守谷小学校２年）

○小学校中学年の部 柴

皐さん（筑西市立河間小学校４年）

○小学校高学年の部 野口

啓永さん（阿見町立阿見第一小学校６年）

○中 学 校 の 部 金澤 花帆さん（筑西市立下館中学校３年）
○高 等 学 校 の 部 小室 結子さん（茨城高等学校１年）
○一

般

の

部 片根 幸男さん（日立市）

＜優勝＞ 茨城女子短期大学 表現文化学科 １年 池澤 未空さん
＜チャンプ本＞ 蒼井 海里
『幽落町おばけ駄菓子屋』
県内４大学での予選を勝ち抜いた４人が出場し、バトルの様子は
YouTube で生配信されました。池澤さんは大学ビブリオバトル・オン
ライン大会 2021 本戦の決勝戦まで進出し、優秀賞を受賞しました。

「ミヒャエル・エンデの貨幣観」
講師：川村 和宏 氏（岩手大学人文社会科学部 准教授）
ミヒャエル・エンデの作品世界に描かれた貨幣観や人間の欲につい
て興味深いお話をいただき、「時間はお金で買えるか」という問いにつ
いても深く考えさせられました。
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新型コロナウイルス感染拡大防止のため、読書活動が制限されて３年目の年度末を迎
えましたが、状況は深刻になるばかりです。水戸地区では、令和３年度水戸地区だより
23 号として「サークル紹介特集」を発行しました。みんなが顔を合わせて生の声に耳
を傾け、同じ空気を感じる大切な読み聞かせの場が早く戻ってくることを祈りつつ、こ
の冊子を作りました。平穏な生活に戻ったときに、活動に役立てていただければと思い
ます。

新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、県南地区と
しての活動ができませんでした。コロナ禍が終息するま
では今まで通りの活動ができません。
そこで今後の活動方法を検討しました。

① オンライン出前講座の実施ができないか？
学校等に直接うかがうことができなくても、通信環境
があれば読み聞かせは可能です。
加盟団体の方に講師をお願いして、交流を深められ
たらと考えます。

② 「影絵」の作成でレパートリーを増やす
毎年実施していた出前講座では「影絵」が好評でした。
暗闇の中で映し出される光と影がかもし出す神秘さと
暖かさ、優しさ…。絵本とはまた違う幻想の世界です。
子供たちにたくさん楽しんでもらうために、作品を増
やす活動をしていきたいと考えます。
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１月に入ってからの急激なコロナ感染者増に、研修会の実施が危ぶまれるなか、若干
の人数減でしたが無事に開催できました。

各 30 分の持ち時間の中で、チームの特徴がよく表わされていたと思います。
これからも、各団体と地道な活動を続けていきたいと思いました。

公民館講座で講師から発声・発音など
読み方の基礎を学んだのがはじまりで、
35 年以上活動しています。令和元年度、
秋の緑綬褒章を受章しました。
現在は 15 人で活動しています。
＜おもな活動内容＞
○目の不自由な方へ「広報おみたま」音訳テープの作成
○お話し会の開催
幼稚園、小学校、子育て支援、放課後子どもプラン、サロン、施設、敬老会
…聞いてくださる方のニーズに合わせ、会員の得意分野を活かして演目を選定
（大型絵本、紙芝居、朗読、朗読劇、すがたり、民話、エプロンシアター、パネルシ
アター、狂言）
○市行事への参加協力
文化祭、福祉にっこりまつり、やすらぎの里まつり、図書館まつり
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朗読部門：２月 ５日(土)
自由部門：２月 26 日(土)
会
場：茨城県立図書館

令和元・２年度と、新型コロナウイルスにより中止となった本コンクールですが、今年度は両
部門ともオンラインで開催することができました。出場者は各自宅から、観覧者は県立図書館視
聴覚ホールで参加しました。口元の動きや表情がよくわかるなど、オンラインならではのよさも
発見できました。

中学生以下の部
茨城県知事賞
茨城県議会議⾧賞
茨城県教育委員会教育⾧賞
茨城県読書をすすめる協議会⾧賞
（公財）げんでん ふれあい茨城財団理事⾧賞
茨城県立図書館⾧賞
一般の部
茨城県知事賞
茨城県議会議⾧賞
茨城県教育委員会教育⾧賞
茨城県読書をすすめる協議会⾧賞
（公財）げんでん ふれあい茨城財団理事⾧賞
茨城県立図書館⾧賞

中学生以下の部 知事賞：久米さん

一般の部 知事賞：上田さん

久米俊太郎さん(水戸市 小１)
須田 明衣さん(日立市 中３)
坂入 彩葉さん(つくば市 小５)
平野ありささん(群馬県 小４)
坂入 虹帆さん(つくば市 年⾧)
加藤 史織さん(大子町 中３)
菅原 美寛さん(取手市 中３)
上田みつ子さん(埼玉県)
松下 隼司さん(大阪府)
清水 千聡さん(水戸市)
菊池 真弓さん(水戸市)
菊池 歩美さん(常陸太田市)
矢吹 睦子さん（日立市）
関
直美さん(古河市)
一ノ瀬公子さん(神奈川県)

中学生以下の部 議長賞：須田さん

一般の部 議長賞：松下さん
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中学生以下の部 教育長賞：坂入さん

一般の部 教育長賞：清水さん

高校生以下の部
茨城県知事賞
茨城県議会議⾧賞
茨城県教育委員会教育⾧賞
茨城県読書をすすめる協議会⾧賞

小美玉市立美野里中学校演劇部
小島旭陽さん・箕輪邑都さん(水戸市 小６)
茨城県立水戸第二高等学校
茨城県立常陸大宮高等学校読み聞かせ同好会

一般の部
茨城県知事賞
茨城県議会議⾧賞
茨城県教育委員会教育⾧賞
茨城県読書をすすめる協議会⾧賞
（公財）げんでん ふれあい茨城財団理事⾧賞

読み聞かせ屋 サチエさん(常陸太田市)
櫻井惣一郎さん(つくば市)
松下 隼司さん(大阪府)
Barzile Masayo さん(ひたちなか市)
藤田 久美さん(阿見町)
田中きみ子さん(高萩市)
永川 優里さん(水戸市)
上川 克己さん(千葉県)

茨城県立図書館⾧賞

高校生以下の部 知事賞：
小美玉市立美野里中学校演劇部

一般の部 知事賞：読み聞かせ屋サチエさん

高校生以下の部 議長賞：
小島さん・箕輪さん

一般の部 議長賞：櫻井さん

高校生以下の部 教育長賞：
茨城県立水戸第二高等学校

一般の部 教育長賞：松下さん

◇◆◇令和３年度役員紹介◇◆◇
顧 問

山田 順一（茨城県立図書館長）

会 長
副会長

稲葉 里子（県西地区・結城市）
吽野 晴美（水戸地区会長・水戸市）
畠山美弥子（県西地区会長・古河市）
根本美弥子（水戸地区副会長・笠間市）
海老原和子（県西地区副会長・結城市）
海老原一郎（県南地区副会長・土浦市）

理 事
監 事
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林

昌子（県南地区会長・美浦村）

長谷川登代（県南地区副会長・守谷市）
中根 加代（水戸地区副会長・水戸市）

