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｢子どもと本｣

栃本県立がんセンター顧問

全国患者図書サービス連絡会

　　会長　　小　山　　靖　夫

　１月31日（土）の講演会「子どもたちへのサービス」は私にとって記憶に残る催しでした。

子どもと本との係わり合いが持つ重要な意味に、私が目覚める機会を与えていただいたからで

す。子どもへの図書サービスは、ニれまでもニの会で取上げられてきたテーマではあります。

しかし、病気で入院中の子供たち、大都市の中の地域生活圈での子どもたら、そして政治紛争

によって国境の外に出ることを余儀なくされた人たちの難民キャンプに生きる子どもだちと、

非常に異なった環境に置かれた子どもだちと、図書との関わりが、こんなにまとまって伝えら

れたことはありませんでした。　４入の講師の方々は夫々の場で、時間をかけ、真摯に、我慢強

く、困難な状況に耐え、一つずつそれらを克服しながら営まれた実践経験を、極めて具体的に

分かりやすく発表されました。それぞれの演者が遭遇されたさまざまな困難（無理解､無関心、

妨害、資金欠乏、不自由で過酷な環境などなど）を乗り越えられる時に、共通して発揮される

勇気は､子どもたちを無条件に信頼するところから生まれる楽天性に基づくことが伝わってき、

そのことに感勤しました。

　どんな環境にあっても、子どもたちは知的な欲求、未知のものへの強い関心を失わず、美し

いもの、心地よいもの、楽しいものを追求する逞しいエネルギーを保持していることを教えら

れました。病気の子どもだらけ、病気になったことをマイナスに背負うのでなく、病気になら

なければ体験できなかった経験を糧に成長していくこと（「にニにニトマト」神田美子氏、深萱

弘子氏）。京大事務当局とのやり取りで、官僚のズルサ、意識的な反応の鈍さなどに腹を立てた

り、唖然としたり、あるいはそれらを見越したりしながらのボランティアの駆け引きが展開し、

思わず「そうそう！」と相づちがでてくる名演説でした。

　難民キャンプで生まれ育つ子どもは、数少ない図書館の本に、目を輝かせ、“図書館で知っ

た二とは、ぼくの人生にとって金のように光り輝<フと詩にうたう。子どもからの思考力や想

像力の広がりは限りなく、覚えたお話しは、次々親や幼い弟妹たちに伝わる。図書館は、犬人

たちを交えた集まりの場となり、青年たちの語らいの場となり、さらには「読み書きの苦手な

人もどうぞ」と掲示するまでに活動は広がり成長する（渡辺有理子氏）こと。懇親会でお聞き

したキャンプで活躍する「国境無き医師団」のお話に、私は「嗚呼、自分も参加したい！」な

どと目走り、年甲斐も無いロマンとひやかされてしまいました。

　新鮮でしなやかなこどもの脳に蒔かれたニとばの種の一つ一つに、ニどもたちは素直に生き

生きと反応する。そのこどもたちの反応に無限の可能性を読み取られた演者の感動が直に伝わ

ってきました。谷川俊太郎の“かっぱかっぱらっだの愉快な詩も私ははじめて教わりました。
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乳幼児への読みに聞かせに始まる金沢和子氏の「ニとばの種を蒔く」というお話は、ニの無限

の可能性を秘めた子どもの脳という土壌に良質の種をまき、豊かで人間的な知的、情緒的発育

を期待するという、文字通りの種まき運動でした。このような地域生活圏の子どもたちを対象

とした「子どもと本」のサービス活動が幾つかの地域社会で色々な関連施設、組織、ネットワ

ークと関わりあいながら育っていることを教えていただき、心強い限りです。

　ご多忙中のところ、或は遠路はるばる、貴重な時間を費やしていただき、聴衆一同に価値あ

る時間を与えて頂いた講師の方々に心から御礼申し上げます。　またニの素晴らしい企画を起こ

し、準備された役員の方々に感謝いたします。

講演会会場風景
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講演会「子どもたちへのサービス」を企画して

１．はじめに

　以前の講演会は総会の終わった後に行っていましたが、すばらしい講師を

お招きしながらも、総会後のわずかな時間での講演に、熱心な参加者より物

足りなさを感じる声が聞こえることかありました。そこで役員会では、特定

のテーマに焦点を絞りながらも、複数の講師から違ったアプローチのお話を

伺えるよう充分な時間が確保できる単独の講演会を毎年企画することになり

これまで２回聞催してきました。

　今まで「医療情報サービスと公共図書館」、「患者さんへの図書サービスと

ボランティア」というテーマで間催した過去２回の講演会は好評をいただい

ています。そして最近の急速な患者図書サービスの進展と、参加者の熱意に

押され２００４年１月３１目には３回目を開催することになりました。テー

マは「小児への図書サービス」に決定し、講演会の企画は山口文子さん（神

奈川県立こども医療センター図書室）と筆者が担当することになりました。

　当初、山口さんと私は実際に小児病棟で図書サービスを行っている事例紹

介を考えていました。　しかしボランティア活動で行われているであろう小児

病棟でのサービスの実態が中々把握できなかったのです。患者図書サービス

の対象として「小児病棟」は多少特殊なジャンルであることも考慮しても、

どの病院でサービスが行われているかが調査できなかったことは恥ずかしい

限りです。

２．子どもたちへのサービス

　再度２人で企画を練り直し、「小児病棟でのサービス」という凝り固まっ

たイメージを外すことをしてみました。今回のテーマは、図書サービスを提

供する対象は「子ども」であり、提供する空間は「小児病棟」です。しかし

子どもへのサービスを実践している多くの図書館員、地域文庫の皆さん、広

くは我が子を思うお母さん様方は、小学生・幼稚園児・乳幼児など「児童」

全般への「良い読書環境、良い絵本を与えたい」という思いで活躍されてい

ます。その多くはボランティアで、児童書を専門に研究したり、読み聞かせ

や、人形劇を実践するグループで全国各地に数多く存在しています。また地

域の子供や、幼稚園や小学校、養護施設、老人ホームなどありとあらゆると

ころに出張して、お話会を活発にしています。　しかし病院へのお話会の出前

は、受入側の病院の事情もあり数はグンと減っています。

　「病気を持った子供への図書サービス」という概念より、子どもを楽しませ

る絵本や様々なお話会は、何も病棟でなくても家庭や公共図書館や幼稚園で

は行われているのです。小児病棟でのサービスは、乳幼児から中学生までと
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が、この年齢層に対して実践経験と豊富な知識を持つボランティアや児童図

書館員は、様々な子どもに対するアプローチ方法を試行錯誤して豊富なノウ

ハウを蓄積しています。病院でのサービスを考える当連絡会としてはこの児

童サービスにかかわる方々から謙虚に学ぶことが多いと感じました。反対に

児童サービスを実践している方々で、病院へのサービスをも視野に入れた活

動を行う団体はかなり少数であるようです。今回患者図書サービスに児童関

係者のスキルを教えて頂くと同時に、児童サービスに関心をお持ちの方々に、

そのお話を披露する「舞台」の一つに病院も入れて頂きたいと思いました。

３．講師の人選

　ニのように講演会は子どもを対象とした内容にしつつも、患者図書サービ

スの枠から大きく外れることはできません。講師は当初の企画どおり、京都

大学医学部附属病院でのサービス「にこにこトマト」の実践例を神田美子さん、

深藍広子さんにお願いしました。「にニにニトマト」は２００３年７月に山口

さんが実際に見学させていただいており、いつか講演をお願いしたいと思ってい

たとニろでした。　また同じく山口さんの地元である横浜で、パワフルに活動され

ている市民グループ「子どもと本」代:表音の全部和子は、子どもたらへ「ニとば

の種を蒔く」活動をされており、「本を提供する意義」など、内面を考えるお話

が拝聴できると思いご依頼しました。またミャンマー（旧ビルマ）難民キャンプ

での図書館づくりと子どもへのサービスを実践された渡辺有理子さんへもお願い

致しました。

　講師依頼には皆さん快くお引き受けいただき本当に感謝しております。　ご講演

内容は今号に掲載されているとおりすばらしいものでした。「にこにこトマト」

の神田さん、深萱さんのお二人からは、子どもの楽しそうな笑顔のスライド

と典に活動内容をご紹介頂きました。全部さんは「子ども時代は本当に短いの

です。だから種を蒔く時期を逃さないでください。」とおっしやっています。筆

者の勝手な解釈がゆるされるならば、ニのことを患者図書サービスに当てはめて

　「たとえ、子どもの生活の揚が病院であっても、種を蒔く時期は待ってくれませ

ん。　だから病院でも図書サービスが必要なのです。」と私たち連絡会の精神的支

柱に触れるお話を頂いたものと思い大きな励みとなりました。　また躊躇するニと

かく絵本を提供しに渡航する渡辺さんの行動力には、病院での図書サービスが不

可能なことはないという思いを強くしました。

　以上のように今回は「子どもたちへのサービス」をテーマとし、病院に入

院している子どもたちを対象にした「桧本の読み聞かせ」をけじめ、図書館

や本とのかかわりについての幅広い講師を内容の講演になりました。講師の

皆様、当日の参加者・関係者には厚くお礼申し上げます。

(東京医科歯科大学附属図書館　石井保志)
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　講演会を企而して

一企画者としてのまとめー

　今回の講演会では「子どもたちへのサービス」をテーマとして、

いる子どもたちを対象にした「小児病棟での実践報告」をけじめ、

言館や本とのかかわりについての講演を企画しました。

病院に入院して

子どもたちと図

「にこにこﾄﾏﾄの活動について」のテーマで講演していただいた神田美子氏は、京大病

院小児科ボランティアグループ「にこにこトマト」の代表として意欲的に活動して

います｡開設までの経緯や患者家族としてのかかわりなどを語っていただきました。

自分がして欲しいことは他の人にも必要なこと、という言葉をさりげなく言われた

のがとくに印象に残っています。また、深萱広子氏が「にニトマ文庫」の活動につ

いてお話してくれました。個室に入院している子どもたちのためには丁寧に個別対

応もしているそうです。にこにニトマトは文庫も含めた多彩な活動をして、病院の

子どもたちに「遊びの時間」を運んでいます。

５年間の歩みをまとめた「きょうは何しよ、対して遊ぼ？」という本は一読される

ニとをおすすめします。（nicotoma mbox.k oto-inet.or.゛）

次に「ことぱの種を蒔く」という演題万金庫和子氏が講演されました｡市民グループ「子

どもと本」のあゆみ、図書館と連携したサービスとして「おはなし会」「おはなしフ

ェスティバル」の開催、保健福祉センターとの連携で「赤ちゃん学級」「親子で楽し

く遊ぼう」など、子どもたちを対象に実践されてきた活動について伺いました。　ニ

のような活動の基礎として、子どもの言葉の環境づくりや子どもたちへのサービス

に対して、メンタルな面を含めた全体的な支援の必要性についても触れて、いいお

話が聴けました。

「ビルマ難民キャンプの子どもたちへの図書館活動報告」を話された渡辺有理子氏はビ

ルマの難民支援活動の一つとして、子どもたちのための図書館作りをしてニられま

した。民族衣装や現地の言葉に翻訳した桧本の展示もあり、今まで何も知らなかっ

たビルマという国に親近感を覚えました。過酷な環境にも関わらず、子どもたらが

図書館を宝物のように大事に思っているニとが伝わり、胸が熱くなりました。

それぞれの立場で子どもだちとかかわっていらっしやる演者の方たちのお話は、企

画担当者が考えていたよりもずっとバラエティーに富んでいて、興味深かったと思

います。反省としては、予想以上の参加者があり用意した配布資料がたりなくなる

という不手際がありまして、ご迷惑をおかけしました。最後に、講演会にお集まり

くださった皆様、ご協力いた方々に心から感謝申し上げます。

企画担当：神奈川県立こども医療センター

　　　　　　　　　　　図書室　山口文子
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全国患者図書サービス連絡会

第３回講演会報告

予一マ:『子どもたぢのサービスj

～プログ ラム 心

テーマ：『子どもたちへのサービス』

日　時:2004年１月31日（上）13時00分～16時50分

場　所：日本図書館協会　２階研修室

　　　　講　師：神田　美子氏（京都大学病院小児科ボランティアグループ

　　　　　　　　　　　　　　　「にこにこトマト」事務局代表　コーディネーター）

　　　　　　　　深萱　広子氏（「にこトマ文庫」）

　　　　　　　　金庫　和子氏（市民グループ「子どもと本」代表）

　　　　　　　　渡辺有理子氏（元シャンティ国際ボランティア会図書館活動指導員）

12 : 30～13:00　講演会受付

13 : 00～13 : 05　小山会長挨拶

13 : 05～14 : 25　講演会①『「にこにこトマト」の活動について』

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（講師：神田美子氏、深萱広子氏）

14 : 25～14 : 35　休憩

14 : 35～15 : 35　講演会②『ことぱの種を蒔く』（講師：金庫和子氏）

15 : 35～15 : 45　休憩

15 : 45～16 : 45　講演会③『ビルマ難民キャンプの子どもたちへの図書館活動報告』

　　　　　　　　　　　　　　　（講師：渡辺有理子氏）

16 : 45～16 : 50　閉会
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窓　一病院の子どもに運びたいものー

京大病院小児科ボランティアグループ

｢にこにこトマト｣事務局代表

　　　　コーディネーター　神　田　美子

　「にこにニトマト」は、メンバー60人が交替で京大病院小児科に週3～7回の遊び

の時間を届ける活動をしています。私は事務局代表でコーディネーターの神田と申

します。　どうぞよろしくお願いします。今日は前半を活動全般と活動の一環である

　「にニトマ文庫」を始めるに至った思いを私が、また後半は文庫担当の深萱さんが

実際を話す予定です。

　さて、この活動のきっかけは、長女が小５の時に京大小児科に緊急入院したニと

でした。病気は、小児がんの一種の「悪性リンパ腫」でした。娘の発病は突然だった

ので、前日までは全く普通の子どもとして生活していました。だから、入院したら

なぜ今までの生活を捨てなければならないのか、親としてごく単純に疑問が湧き上

がりました。

　そんな時、偶然、友人の一人に家庭で子ども文庫を主宰しストーリーテリングや

ブックトークの得意な人がいました。　これまでこの人は時々我が家に遊びに来て、

娘や近所の子におはなしの世界を楽しませてくれていました。それで私は「お見舞

いは品物よりもあなたの特技がいい。今まで通りにして欲しい」と頼んだので、友

人は月に一度程、病院におはなしの時間のお見舞いを届けてくれました。

　一方小児科内のプレイルームはあまり活発には使われていないことに気付き、

　「友人におはなしの会をしてもらいましょうか？」と申し出て病棟の許可を得まし

た。私は自分にも出来るお手伝いがあることで、気分が少し晴れました。

　その後友人は娘の退院後もずっと活動を続けてくれていましたので、入院中の人

に「楽しい?」と聞いてみました。返答の「知らない。参加したかったのに」は意外

で悔しく、自分にも何らかの役目かおることを予感しました。

　退院して２年後の1995年２月。言葉で目的を的確に言い表せないまま友人知人

を集めて、「入院している子どもたちに手を差しのべたい」と話しました。自ら事務

局を担当することにし、二の日、「にこにこトマト」が生まれました。

　イメージは、「病院の子どもと社会とが交流する窓のような活動」でした。もの作

りやイペントなど夢は色々ありましたけれど、本が私には身近でしたので、活動は

おはなしの会を大事な窓の一つとしてスタートさせました。

今、活動はカレンダーで1､2ヶ月先まで予告し、更に「楽しみ」を予感させるた
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めきれいに邑も塗ります。字の読めない子どもたちにも分かるように、活動目には

トマトのマークをつけます。子どもにとっての「にこトマ」の時間は友だちと出会

うきっかけとなり、午前中の院内学級での勉強後のお楽しみの時間、生活の一部だ

と言われています。参加する年齢層は、主に集団遊びの好きな小学校高学年までが

中心です。

[ﾌﾞﾗ⊇ヱコのポィント

京大病院には外来棟が新築され、図書コーナー［ほっこり］かおる。設備がき

れいで整っていることは気持ちが良いだけでなく、患者の心に明るい未来を

暗示する。

子どもの生活には教育が不可欠なので、京大には院内学級が設置されている。

　「にこトマ」の活動の場は小児科内プレイルームで12畳。ピアノ、本棚（病

院管理・自由借出）、にニトマのブックトラック２台、おもちやなどがあり、

子どもが病気を忘れ子どもらしくいられる場である。

活動の目的は、成長のための良い刺激やチャンス、社会の雰囲気や情報を運

ぶことだ。季節も大切にし、窓には常に季節感のある装飾をしている。活動

の写真や医療の情報などは掲示する。それらは病棟に話題を提供するので会

話が生まれ、明るい雰囲気を作っている。

活動の内容は15～18種あるグループ(定例会)の自由運営で、一つの今は月

に１回で1～4人の担当が平均だ。本の活動以外には造形、手芸、音楽、英

語など。

定例会以外の行事は月２回ほど事務局が担当する。　カフエ(台所での喫茶)な

どユニークなものもあり、夏圭つり、ハロウイン、バザーなど、病棟全体で

大人も楽しめる季節の行事を大事にしている。

文庫に開しては、「子どもに平等にチャンスを」を心がけながら、発会当初か

ら部屋の子どもを訪れる形には感染のリスクがあるので躊躇していた。しか

し2000年の５周年を機に、伊藤忠記念財団の助成を受けた際、巡回サービ

スを開始した。実は初め図書購入費用のみを申請していたが、財団の調査時

に将来は巡回図書も含みたいと伝えたところ、ブックトラック購入をその場

で勧められたのだ。思いとチャンスが出会って実現し、今でも調査に来られ

た方の助言に感謝している。
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5周年の記念事業は、文庫以外にハロウィンファンタジーという行事も開始

し、全国から150人規模の記念の会を催し、記念品を作り、また記念詰も自

費出版した。

ハロウィンは今では一年で最大のイペントに成長している。仮装での記念写

真の顔は満面の笑み。部屋の子どもは部屋で衣装を着け、プレイルームでは、

スタッフ、子どもたら、付添い家族がいくつもの扮装を楽しむ喜びと興奮の

一目だ。

行事や定例会の準備には毎回相当の時間を費やす。子どもたちは｢良いもの｣

を見抜く力があるのではないか。十分な準備が感じられ豊かな時間が運べた

時、子どもはよく反応し、余韻にも酔いしれている。

小児科では子どもらしさを守るための努力をしている。あるお母さんから

　「亡くなった子の姉が『○ちゃんはかわいそうだった』と言うので、『ちゃ

んと病院でも楽しかったよ』と答えるとほっとしていた」という話を聞いた。

病院の子どもの笑顔は家で待っている家族にとっても必要なものだ。ボラン

ティア活動が根付くと、ボランティアと医療者とはお互いが刺激しあって子

どもの笑顔が生まれるようだ。

　当たり前にあるものは当たり前にあるのが良いのです。特別扱いではなく、痛い

辛い体験をカバーするために、病院の中にはさらに良質の時間かおるニとが自然な

のです。

　「にこトマ」の窓は、すでに本の世界に向かって大きく開けられています。プロ

として皆様に窓を広げるお手伝いをしていただけたら幸いです。有難うございまし

た。
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トマ文庫」の活動について

京大病院小児科ボランティアグループ

深萱　広子

　巡回式移動図書館“にこトマ文庫”の開設に当たってば、子ども文庫助成金とし

て頂いたお金で、児童書や絵本など340冊を購入し、移動式の白本の本棚（ブック

トラック）を２台と、それをすっぽり包む布製のブックトラックカバーも作った。

借り出しカードや返却カード、そして返却ＢＯＸも用意した。

　また、実際に活動する“にニトマ文庫”のスタッフメンバーを募った。すると、

子ども文庫を自宅でしている人、司書、元保育士など幅広い人材が集まり、３人１

組で、毎週火曜日に病棟内の約30の部屋を回るというニとてスタートし、現在、

17名が担当、活動している。

　「“にニトマ文庫”です。今から病室を回りますので待っていてください｡」

毎週火曜日の２時、こうアナウンスをして回っていくと、病室で待ちかねている人

もいる。１回に借りられるのはひとり３冊、（付き添いの方も３冊借りられる川昔り

出し期間は２週間｡子ども仁ちは､ブックトラックに並んだたくさんの本の中から、

自分が読みたい本をじっくりと選んでいく。時には、こちらから声をかけて一緒に

読みたい本を探したり、“おすすめの本”を薦めたりすることもある。小さい子たち

やベッドから出られない子には、本の読み聞かせもしている。

　一番の人気は折り紙の本。いろいろな折り紙の本を取り揃えているが、返却され

るとすぐ次の人が借りて行くということもしばしばである。乗り物や動物が描かれ

ている本もよく借り出されている。

　京大病院では、骨髄移植や臓器移植など非常に難しい治療を受けるために、全国

各地から患者が集まって来ている。長くつらい入院生活を強いられている子どもた

ら。しかし、入院中でも子どもたちに自然な当たり前の生活をしてほしい、（学校の

図書館で本を読んだり借りたりできるのと同じように）。

本を読む楽しさや本を選ぶ楽しさを味わってほしいと願っている。

　また、付添いのお母さんたち（京大病院では中学生以下の子供たちの殆どに主に

母親が付き添っている）にとっても、我が子の入院は、精神的にも肉体的にもかな

りの負担であり、病状への不安や悩み、疲れなどで、かなりのストレスを抱え込ん

でいる状態だ。小中学生は院内学級で午前中は勉強をして過ごすが、乳幼児は一日

中、母親とべったりという状況の中で、本の果たす役割は大きい。
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　病室に本を運んで行くと、「うちの子、圭だ小さいので読めませんからー｡」とお

っしやる二とが多い。その時、こちらからそっと本を見せて読んであげると、小さ

な子は文字が読めなくても、目で桧を追い、時には足をバクつかせたりして、本に

すごく反応する。そこで、お母さんたちに、「是非、お子たちに本を読んであげてく

ださい｡」と、本を薦めるようにしている。子どもは、本を読んでもらうことで、楽

しみが何10倍にもなる。親子のスキンシップにもなるし、その本を読む時間がス

トレスをほぐし、一時でもゆったりとした気分に戻してくれる。こうして、病院で

初めて桧本に出会う乳児たちも少なくない。

　“にニトマ文庫”がスタートして、ちょうど３年たった。ニの３年の間に、出版

社や助成団体、いろいろな方々から助成金や本の寄贈を頂き、現在の蔵書は1850

冊。下記の「にニトマ文庫借り出し状況」を見ると、親子で借り出されるようにな

り、借り出し冊数がこニ１年ほどの間にとても増えてきたニとが分かる。

“にこトマ文庫”　借り出し状況（過去３年間）

借り出しカード

新規登録者数

のべ借り出し人

　　　数

のべ借り出し冊

　　　数

一回の借り出し

　冊数の平均

2001年

(44回)
145人 504人 1,355冊 30.8冊

2002年

(46回)
151人 532人 1,456冊 31.7冊

2003年

(45回)
118人 518人 1,920冊 42.7冊

（活動目詰まり）

　今でぱにニトマ文庫”の活動が、入院中の子どもたらやお母さん方に受け入れ

られ、いろいろな方々との出会いが自然体でできるようになり、お互いに楽しい時

間になっている。

　（ブックトラックに載せるニとが出来る

のは２台合わせて350冊程なので、残りの

1500冊余りは、ボランティアルームの本

棚に並べ、定期的に入れ替えている。また、

子どもたちの入院の状況によっても随時

入れ替えをしている。

　病院なので、医療関係の本も最新の情報

を少しでも提供できればと考え購入して

いる。今後も充実させていきたい。

　また、「ハリーポッター」のようなベス

トセラー、シリーズ化された本や話題の本

は、予算の都合もあるが、できるだけ早く

取り寄せるようにしている。借り出される

頻度はかなり高くなっている。
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　本のリクエストにすぐに応えられるように、ボランティアルームの本棚に控えて

いる本の整理をきちんとすることも大切となる。そのため、月一回、「にこトマ文庫

作業日」を設け、新しい本の登録、ブックカバーかけ、本の入れ替えと整理などを

行っている。

　これからも、みんなにますます親しまれる「にこトマ文庫」になるように力を合

わせ、楽しく活動していきたい。

（活動の様子をスライドで説明しました。省略）

「にこにこトマト」貸出風景
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　「ことばの種を蒔く」

～子どもたちへのサービス～

市民グループ「子どもの本」ｲ犬表

　　　　　　　　金　渾　和　子

はじめに

　皆様こんにちは、市民グループ「子どもと本」の金庫和子と申します。どうぞよ

ろしくお願い致します。

　木目は、お招きいただき犬変光栄でございます。そしてまた、全国患者図書サー

ビス連絡会の皆様の長年にわたるご活動に心から敬意を表したいと思います。

今目は、「子どもと本」の活動を交えながら「ニとばの種を蒔く」というテーマでお

話させていただきます。

１「子どもと本」のあゆみ

　横浜淑南区を中心に、「本が好き・子どもが大好き」という女性１０令名で「子ど

もと本を繋ぐ活動」を続けております。　１９９２年に産声を上げ、今年で活動は１

３年目に入ります。

　水底教育学級「おかあさん、本よんで」の講座から出発し、続けて谷川佐太郎氏・

エ藤直子氏・五味太郎氏などを講師に市民学級レ石どもと本］の講座を開講。

２０㈲年の「了-ども読書年」には伊藤忠記念財団の助成を受けて、「２１世紀子ども

たちに伝えたいもの」というテーマで河合隼雄氏の講演会などを開催し、併せて１０

周年記意慾も発行しました。
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　また昨年は、社会福祉医療事業団の助成を受けて、正高信男氏・斎藤孝氏などを

講師に「子どもの今を考える」事業を展開。今年度は「絵本の可能性を考える」と

いうテーマで柳田邦男氏などを招き講座を開講中でございます。また上記の講演会

と並行して、毎月子どもたちに向けて、様々な取り組みをしてまいりました。

２　子どもたちへのサービス

　私たちが行なっているサービスは大きく分けて二つ。一つは子どもへの直接的な

サービス。もう一つは保護者や大人を通しての間接的なサービスです。

　子どもへの直接的なサービスとしては、①図書館との連携による「みんないっし

ょのおはなし会」（毎月）や「おはなしフェスティバル」（毎年）の開催。②「福祉

保健センター」との連携による「赤ちゃん学級」や「親子で楽しく遊ぼう」の絵本

講座やおはなし会。③子育てサークルネットワーク会との連携によるもの。　④社

会福祉協議会やケアプラザと連携によるもの。　⑤保育園・子育てサークル・小学校・

高校へのお話の配達などです。

　子どもへの間接的なサービスとしては、①大人に直接メッセージを伝えることで

より意識が高まり、「子どものニとばの環境」が改善されていくような活動。例えば

区役所や学校の「家庭教育学級」や「生涯学級」、保育園の「保育士研修」に関わる

活動など。②子どもや本にかかわる作家や詩人を招き、講演会やワークショップな

どを開催する活動です。

　私たちは、こうした直接的なサービスと間接的なサービスを絡め合わせながら、

日々活動しております。

３「ことばの種を蒔く」活動団体・個人

　ことばの種を蒔いてくださっている団体・個人はたくさんいらっしやいます。　ま

ず、全国的に「子どもと本を繋ぐ活動」を通し「ことばの種蒔き」をされている私

だちとご縁のある方は、「東京子ども図書館」の松岡享子氏、「日本子どもの本研究

会」の波本井やよい氏、「親地連」の広瀬恒子氏、「すずらん文庫」の渡辺順子氏な

どです。　また私が住む横浜には「よこはま文庫の会」の長崎源之助氏や活動が３０

年にも及ぶ数多くの市民グループがございます。　そして「子ども読書年」や「ブッ

クスタート」を機に、あちこちで新しいグループが生まれ、私たちはこうした方々

とも手を携え支えあいながら、「子どものニとばの環境作り」に力を注いでいかなけ

ればと思っております。

　また一方、作品を通しことばの種を蒔いてくがさる作家、児童文学者、詩人とい

った方々がいらっしやいます。

　例えば、私たちは「子どもと本」の講座で、谷川悛太郎氏をけじめ多くの講師の

方々から、絵本や物語や詩という作品を通し、豊かなニとばをたくさんいただきま

した。私たちはまずはじめ作品の中に蒔かれたことばに惹かれ、講演会では再び作

者自らの肉声で蒔かれるニとばに魅了されてしまうのです。
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　ニうした中で、私にとって忘れられない思い出のひとつは、１９９６年２月、幸

せにも「子どもの世界・詩の世界」で、谷川佐太郎氏と対談させていただいたこと

です。　その時谷川氏から直接ニとばを蒔かれた体験は、今私が「子どもと本」の活

動を続ける上で、とても太きな力と支えになっております。

４　家庭で蒔かれることばの大切さ

　さて二二で、家庭で蒔かれる二とばの大切さをお伝えしたいと思います。私は「子

どものニとばを育む環境作り」では、家庭カレ一番大事なところだと思っています。

いくら作家が素晴らしいニとばを書いてくださっても、どんなに私たちが「子ども

と本を繋ぐ活動」に力を汪いでも、子どものところにニとばが届かなかったら全く

意味かおりません。

　最近、二とばの乱れがひどく、子どもの二とばがとても貧しくなってきています。

子ども白身の本質は変わらないのに、大人の方が「子どものニとばを育む環境作り」

を怠ってきたためではないかと思います。ご家庭の教育力が急速に落ちています。

　以前ほど二のご家庭でも、祖父母が文化の継承の役割を担っていました。　しかし

最近は祖父母との接触が少なくなり、日常の質の良い文化が子どもになかなか伝わ

らなくなってきています。がっては皆が平均的に読書をしていた。そニには精神の

高みを感じるような豊かな文化かおり、日常套語の中に「驚き桃本山根の本」とい

った二とばあそびの文化が満ち溢れ、日常の二とばが生き生きしていました。　しか

し今や、こうした文化が衰退の一途を辿るようになってきたと思えてなりません。

　日本の子どもだらけ、二のような社会や文化・二とばの環境の中にあって、あま

り本を読まず、家庭でも親子の会話が少なくなってきています。

　こういった状況をみますととても心が痛みます。どうかご家庭で二とばを育む環

境を整えてやっていただきたいと思います。

　例えば、子どもに絵本を読んであげる。親も翁どもと一緒に名詩や名句を声に出

して楽しみ、実際に詩や俳句を作ってみる。親子でたくさん会話をする。　こうする

ことによって、「子どもの二とばの環境」が目に見えて良くなっていくと思いま十。

ご家庭で毎日、親御さんが子どもに豊かで上質なニとばの種を蒔いてあげてくださ

い。

５　社会全体で取り祖むべきこと

　もちろん、ニとばの問題はご家庭だけでは無埋かあります。　社会全体の問題、文

化の問題だと思います。子どもの読書環境を整える為に、社会全体で取り組まなけ

ればならない二とがたくさんあります。

　例えば、①学校図書館や公共図書館の充実を図る。②地区センター、コミュニテ

ィーセンターなどの図書の整備を図る。③朝の１０分間読書運動の推進。④保護者

として、学校の読み聞かせ活動などに参加する。⑤地域住民として総合学習に参画

するなど。参加協力の仕方はいくらでもあります。　まずはできることから皆で始め
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ていかなければ、決して「子どものことばの環境」は改善されていきません。皆で

ことばの種を蒔いても土壌が豊かでないとことばは育ちません。そのための環境整

備が早急に求められています。

　さらにメディアや出版関係や作家及び私たちのような市民グループも、「子ども

の読書環境を含めたことばの環境整備」のため、誠意を尽くしていかなければなり

ません。　もちろん各ご家庭でのことばの環境作りがとても大事であることは言うま

でもなく、これからはより一層ご家庭での役割が大きく問われる時代だと思います。

６　今後の課題一視点と理念

　種の蒔き方・方法・手段にもこれからは一工夫が必要な時代です。「子どものこと

ばの環境作り」や「子どもたちへのサービス」に対して新しい視点で取り組んでい

く必要があります。

　サービスはもう当たり前で、サービスからもう一歩踏み込んだ支援、さらには図

書情報のみならず、気持ちや心といったメンタルなものを含めた全体的な支援を

人々が望み始めています。そして子育て支援というキーワードと絡め合わせながら、

　「子どものことばの環境」を整えていく必要があります。そしてネットワークの確

立と情報交換・人的な交流の促進が求められています。

　加えて理念として、ひとりの子ども・ひとつの思い・１冊の本といった「ひとり・

ひとつ」を大切にする理念を持つこと。そして、「ことばの種を蒔く」だけではなく

　「蒔いた種を育てる」という理念を持つこと。

　この二つの理念を持ち、あきらめずに、次の世代を担う子どもたちにことばの種

を蒔き続ければ、確実に今の子どもたらがしっかり未来を担っていってくれると思

います。

　子ども時代は本当に短いのです。　だから種を蒔く時期を逃さないでください。未

来ある子どもたちに、私たちは種を蒔く時期をきちんと見定め、できるだけのこと

をしてあげなければなりません。

　さあ皆様、今日から皆でことばの種を蒔き、そして一生懸命育てていきましょう。

　最後に、聖跡加病院の細谷売人氏「医師としてできること、できなかったこと」

（講談社）より引用（聖書の「伝道の書」第三章から）の言葉を添えて・　・　・。

　どうもありがとうございました。

天が下のすべての事には季節があり

　　　　　すべてのわざには時がある

生るるに時があり、死ぬるに時があり

　　　　　植えるのに時があり、刈り取るのに時があり‥・
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ビルマ難民キャンプの図書館活動

元）シヤンティ国際ボランティア会

　　図書館活動指導員

　　　　　　　　　渡辺　有理子

●国境を越えて

　はじめてビルマ難民キャンプを訪れた日を、私は今でもはっきりと思い出すこと

ができる。茶色い砂ほこりをあげて走る私たちの車を、たくさんの子どもたらが手

を振るニともなく、ただただ、じーっと無数の黒い瞳が車の行方を追っていた。そ

のあまりの数に、“果たしてこれほどたくさんの子どもたちにゆきわたる図書館活

動ができるのだろうか・　・　。　”と、一瞬たじろいだことを覚えている。

　　「ビルマ難民」。おそらく多くの人がその存在を知らないのではないだろうか。

それゆえに、別名「忘れられた難民」ともよばれる彼らの難民キャンプに、人道支

援事業として図書館活動をおこなうために、SVA（シャンティ国際ボランティア会）

から赴任の要請をうけ、私は2000年10月から2003年９月までの３年間を、タイ

北部で過ごすニとになった。　主な仕事は、図書館建設のアドバイスと、難民のなか

から選らばれた図書館員への指導。３年におよぶ年月を経て、現在６つのビルマ難

民キャンプに　18館の図書館が建ち、連日図書館には大勢の子どもと大人がつめか

けている。

●難民の流出

　ビルマ難民がタイに流出しはじめたのは、今から約20年前、1984年にさかのぼ

る。ﾋつﾚﾏは中国以上に多くの少数民族をかかえる国家であるが、軍事政権が台頭

しはじめると、国名もそれまでの「ビルマ」から「ミャンマー」へと変更され、少

数民族への人権弾圧や、焼き討ち、紛争により多くの少数民族（主にカレン人）が

タイヘ逃れて難民となった。　その数約１４万人。未だ難民の流出は続いている。し

かし、ビルマ国内には、まだまだ国内避難民（もともと住んでいた土地を追われ、

ジャングルなどで逃亡生活を送っている人々）が、約60万人から100万人もいると

いわれ、クイに逃れるニとのできた難民は、その一部でしかない。今なお、ビルマ

の民主化運動の先頭にたつアウンサン・スーチ一女史の未来も、暗雲がたちこめた

ままとなっている。

　私は現地で、ビルマの軍事故後による弾圧から逃れた人々への支援に携わる　NGO

の人々と仕事をしてきたため、本原稿でも国名をミャンマーではなく、ビルマとし

て言かせていただくことを、あらかじめお断りしておきます。

●言語の壁

　１年目、やはり苦労をしたのはレ言葉」のニとであろう。　難民キャンプはタイ国
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内にあるが、ひとたびキャンプ内に足を踏み入れると、言語は少数民族の母語であ

る「カレン語」と、帰還後の母語となる「ビルマ語」が主要言語となる。このため、

現地で雇用したスタッフも、カレン系クイ入という生粋のタイ入ではない。しかし、

彼らは私だちとのやりとりとなる英語をけじめ、タイ語、カレン語、ビルマ語とい

う数ケ国語を話す能力を備え、かつ図書館活動で子どもたちにかかわる喜びを感じ

る感性をもつ人材となると、今思えば彼らと出会うことができたことは、奇跡のよ

うにも思う。

　難民キャンプで図書館活動をするうえで、SVAが柱としていたのは、“少数民族の

伝統と言葉を尊重する“という点たった。　このため、図書館に配布をすることにな

った絵本は、すべて日本語、タイ語、英語などから、「カレン語」と「ビルマ語」の

二つの言語にスタッフが翻訳をおこない、シールを貼り付けた状態で配布をした。

カレン語という少数民族の言葉の絵本などを出版しているところはなく、彼らの言

語を尊重した活動をする場合に、こうして貼り付けて配布をするか、または独自に

出版をしなければ、子どもたちに母語で読める本は、NGOのつくる教科書以外には、

なかったのである。

●図書館に求めること

　図書館が建築される以前、難民キヤンプにつくってもらった「図書館委員会」の

人だちと、話し合いの揚がもたれた。 SVAがどのような図書館を共につくってゆこ

うとしているのか、また彼らの希望にも耳を傾ける二とて、日本からの支援がおわ

ったあとも、自主的に活動を継続してゆけるようにしなければならないと考えてい

た。「子どもからか多くの本と出合い、豊かな知識を身につけて大人になれるように

してほしい」「母語での本を多くおいてほしい」など、頷きながらメモをとっていた

私の耳に、「図書館に求めること、それぱ人権”です！」という声がとびこんでき

た。今もその声はつきささるように私の心に残っている。彼らの言う“人権”には、
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目本の図書館でいうプライバシーの問

題などをさしているのではなく、人とし

て生きてゆくうえでの人権を踏みにじ

られ、伝統文化の継承も難しくなってい

る自分たちの悲痛な境遇を、理解してほ

しいという叫びが込められているよう

にも聞こえた。

　私たちは、子ども、大人、お年寄り、

障害をもつ人・・・こうした難民キャン

プで暮らすすべての人に図書館を利用

してもらえるよう、貸出し料も無料にし、

活動の精神的柱としては、ユネスコ公共

図書館宣言を各図書館にかかげて活動

をすることにした。宣言には「年齢、人

種、性別、宗教、国籍、言語、社会的身



らccり

カレン語翻訳の絵本

88

?; ｉ
ｔ″;。

/こ

｀Ｗ?ＷＩＷ･
　　　’４哺;一●゛Ｓ。

４ 、



全国患者図書サービス連終会会報　VOL.10 N0.4 2004

読み聞かせを楽しむ子供たち
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分などを問わず、すべての人々に平等に利用され、かつそれを全員に無料で等しく

公開されなければならない。」とある。　ニれを「カレン語」と「ビルマ語」に翻訳を

し、今では各館の大人の部屋に掲示されている。

●未来への希望、図書館

　「文字を読めない人もどうぞ」、ニのメッセージを図書館の入り目に図書館長が掲

げたことを知ったとき、私は喜びと同時に大きな驚きを感じた。「図書館は、“すべ

ての人に”でしょう？絵本の読みきかせや、素話は、文字が読めない人だって参加

できるもの。」という難民キャンプの図書館長に、私は逆に。ネスコの公共図書館宣

言をニえる、図書館のもつ広い使命を教わることになった。

　今では実に大勢の子どもと大人が図書館を利用している。　かつて「女性図書館」

という名前だった図書館も「公共図書館」にかわったことから、登録者が40名から

いっきに1000人を超えた。「これまで時間があっても何もするニとがなかった、で

も今は図書館かおる。」これは、図書館ができたことで難民キャンプの人々からもら

った、もっとも多くの声である。難民キャンブという閉塞された環境において、就

職する場も、学校で勉強したことを活かすニともできない状況は、人々から未来へ

生きる希望をうばっていた。　しかし、少なくとも図書館ができたことで、本々新聞

から外の世界で何かおきているのかを、難民キャンプの人々は知るニとができるよ

うになったのである。

　最後に、10歳の男の子のかいた「図書館の詩」をご紹介させていただきます。

ぽくは図書館がだいすき　　世界でいちぱんだいすき

とても悲しい気持ちのとき　　図書館に行くといつも気持ちが軽<なる

図書館の中にはたくさんの本がある　本のなかにはたくさんの知識がつまっていて

多くの知らないことを知ることができる

毎日ぽくは学校が終わると走って図書館に行く

図書館に行くと幸せな気持ちになれるから　自然と笑顔になれるから

図書館で知ったことは　　　　ぽくの人生にとって金のように光り輝く

どうか図書館がぼくのそぱからなくなりませんように

ぽくに未来の希望をあたえてくれる場所だから

ぽくは世界で一番、図書館が好き
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全国患者図書サービス連絡会講演会に参加して

佐久総合病院医局図書室

　　　司書　佐々木絹江

　１月３１日、全国患者図書サービス連絡会の講演会に初めて参加した。長野赤十

字病院の前沢さんよりお誘いを受け、当初は「どうしようかな」と迷っていた。

だが、私が勤める図書室でも「患者図書サービス」を今後やらねばと考えており、

それに普段は１人図書室にこもってあまり話し合う機会もなく、気分転換も兼ねて

参加したのが、正直なところ本音であった。

　東京駅で下車し、会場の日本図書館協会に向かった。地図を片手に、寒風に吹き

さらしになりながら歩く。私にとって初めてのところだ。時代劇に出てくる「八丁

堀」を目指し、胸をわくわくさせ、好奇心いっぱいにあたりを見回しながらてくて

くと歩いて行った。だが残念なことに、想像していた昔ながらの面影を残すところ

は、見当たらなかった。

　講演会は私にとり「興味津々。新鮮な感動。パワフルな行動力。エネルギッシュ。

そして改めて図書館の原点をみる」の一言に尽きるとでもいうのだろうか、コック

リと居眠りする間もなく、短い時間に終わってしまった感じであった。

　京都の京大病院にあるボランティア団体「にこにこトマト」の神田先生は、本当

に患者さんに喜ばれるサービスを、９年間も続けられてきたという。ボランティア

活動の一環として患者さんの病室まで行っての図書をサービスから、ひな祭りカフ

ェやコンサート、墨あそび、ハロウイン、折り紙教室、ダーツ遊び、劇や京都独自

の狂言などについての講演会、京銘菓のお茶会など、多種多様なボランティア活動

を行っている。　さらに驚くべきことに、経済的に独立し、活動資金をカンパで賄っ

ているという。

　どのように資金集めがされているのだろうか。かなりの資金がないと、いろいろ

なグループ活動は無理だろう。なんでもチヤレンジしながら、活動を長年継続され

ていることに、私は大いに感銘を受けた。長く続けるということは大変なことだ。

それに、ボランティアの方も自分たちの活動のネタがなくなると、図書館で勉強し

てくるという努力。　このような活動がされているという話は初耳なので、感動する

と同時にとても“新鮮”に思われた。

　次に、横浜の金沢先生のお話は、本を通して子どもの成長を助ける活動について

たった。自宅を子どもたちに聞放し､本の読み聞かせや紙芝居の観賞をされている。

それに、子育てを支援しながら、大人を介して子どもと本を結びつける運動をされ

ている市民グループだ。子どもの言葉の語彙を増やし、コミュニュケーションがで

きるようにすることの大切さを、私は学ぶ二とができた。　さらに、著明な作家へも
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積極的にアプローチし、自分たちの公開講座に講師としてお招きするといった「離

れ業」。ニのすばらしい行動力と熱意と自らの信念を堅持し、明確なポリシーをもっ

ての活動だから二号、有名な作家の賛同を得る二とができるのだと感服した。

　最後に、タイにあるビルマ人難民キャンプに図書館を開設された渡辺先生のお話

は、司書として、図書館活動の原点に振り返って見ることができた。　タイの山中の

難民キャンプには電気が来ておらず、キャンプの外との自由な出入りができないと

ニろだという。雨期ともなれば、車にチェーンを付けなければ車が進まない悪路を

ものともせず、本を届けに行く。外部との交流が遮断されたところで、難民のため

に図書館を開設し、喜ばれている。一切外から情報が入らない場所での図書館のも

つ役割はきわめて大きい。

　子どもたちにとって、たった50タイトルの本ではあるが、すべて母国語に訳して

図書館に置く。自分の言葉で本を読むニとができるのだ。　ニのことが子供たちを未

知への世界へと導いていく。子どもたちにとって、何よりの楽しみとなっているニ

とがよくわかる。読んできた本の内容を、帰宅して兄弟や親に話すという。　どれだ

け子どもたちに大きな心の栄養を与えているニとだろうか。大人にとってもボラン

ティアにとっても、配布される本々新聞が外の世界を知る唯一の手立てとなってい

るのだ。

　図書館の人口には、ユネスコの公共図書館宣言が掲げられ、目の不自由な人には

朗読サービスを行っているとのこと。　ボランティアは情報提供となる媒体を提供し、

図書館員を指導し、利用者と情報を結びつける役割を果たしている。

　私にとって、参加は日頃の忙しさのなかで忘れていた図書館のおり方を改めて考

え直す機会となった。パワフルに行勤し、思ったことを成し遂げていかれる先生方

の講演を拝聴し、そのすばらしい活動に心を打たれ、私は新しいエネルギーをもら

って信州への帰路についたのだった。

像演会参加紀

「子どもたちへのサービス」の講演をきいて

市立川崎病院の小児科病棟ボランティア

　　　　　　　　　レザミ　吉川　みつ子

　市立川崎病院の小児科病棟で、読みきかせのボランティアをさせていただいてい

る私達を、図書室の篠原さんが子どもたちへのサービスがテーマの会があると誘っ

て下さった。

　会場で、開会までの各地から出席された人々が旧交を温めておられる雰囲気に、

初参加の緊張もほぐれる。
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　まず小山会長のご挨拶。　当日の資料で「こやま文庫」を設立され、患者や家族の

相談にのりながら図書を紹介する。全国でもまれな取り組みをなさっておられるお

医者さまを知る。ありかたいことだ。難病名を告げられ、主治医に何を伺ってよい

かわからず慰状態の友に話してみようと思った。

　最初の講演は、京大病院小児科の子どもたちに、「楽しい時間」をプレゼントして

いる「にこにこトマト」代表の神田氏のスライドとお話。　ご自身のお子さんの入院

体験をもとに、入院中でも成長のためによい刺激を‥…と、親として、大人として

の役目を果たしたいという思いをお母さん達に呼びかけて、「にこにニトマト」は誕

生したそうだ。そして個人活動からグループ活動に進展しても、活動の費用は「す

べてカンパによって支えられている」とのこと。

　病棟に季節を運びこむ雛まつりやクリスマスのスライドには、準備からその時ま

での子どもと大人のさまざまな力が結集され楽しまれた背景まで見えてきた。独自

の解決方法を探られて10年、しなやかな芯棒を支えに「にこにこトマト」は、た

わわに実り続けると思った。

「言霊と　十年遊泳　春来る」和子

　　「ことばの種を蒔く」の金庫和子講師からいただいた資料の多彩な活動を集約さ

れた俳句に、きらめく海の広さと藍色を感じる。経済優先の今、種蒔きも育てるニ

とも他人まかせになった社会は、人間の声を遠ざけ機械語が増えている。金庫さん

は10年前からことばの種を蒔かれていたのだ。

　　「日本語には大昔の日本社会の規範や心情がこめられている。そのため日本語を

話すことは、日本人が先祖代々伝えてきたものの感じ方や考え方の根っこを受け継

いでいくことになる｡」（資料より）

　母親の鼓動が子どものきくことのはじまりという。お母さんが読んでくれる絵本

に勝るものはない｡私達は病棟でそのお手伝いをほんの少しでもと思っているが…。

　懇親会のおり金庫講師に、「読み手の年令に問題はないでしょうか？」と伺うと、

「昔ばなしなどは年配者がよい」とのお言葉をいただいた。横浜の勉強会にも参加

させていただきたい。

　最後の講演は。　ビルマ難民キャンプの子ども達に「心の栄養」をと図書館活動を

されている、渡辺講師のお話とスライド。難民キャンプでは電気という便利なもの

はない。明かりを取るためにはプラスッチク板。替い乾季を迎え気温が上昇した図

書館は、まるで「温室」になって子ども達が暑すぎて帰ってしまったこともあった

そうだ。

　児童書は大人の本以上に入手が困難なため、タイ、カレン系の図書館スタッフが、

タイ語、カレン語に翻訳をおこないテキストに貼りつけて配布しているそうだ。

私達もよく読む絵本「ぐりとぐら」とか「はらペニ　あおむし」にも貼られていた。

　絵本の選書基準に、「世界中の子ども達に長い年月読みつがれている､普遍性のあ
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る本」とか「異文化を理解する絵本」などがあげられている。難民キヤンプでの10

歳の子の詩の一節。「ぼくは図書館がだいすき。世界でいちばんだいすき。とても悲

しい気持ちのとき、図書館に行くといつも気持が軽くなる。」

　拙文を斯きながら、あの詣で私はいろいろな種をいただいたニとに気付きました。

育て方を秘めた貴重な資料を添えて。

　かけがいのない時を下さった皆様、ありがとう。

参淮会参加そ

全国患者図書サービス連絡会講演会に参加して

岩手県立中央病院ボランティア「ひまわり」

　　　　　　　　　　　　代表竹花　昭子

　岩手県立中央病院ボランティアひまわりは、発足して４年目の活動をしている。

発足時の経緯として、病院の理念である　一地域に聞かれた病院・地域の人達の病

院－のドに院内スタッフで構成されたボランティア委員会が、市民からボランティ

アを公募し「ひまわり」が誕生した。活動の大きなウエイトを占める　患者図書「ひ

まわり文庫」又、病気を持つ小児に対してどのような活動をしているのか、今回の

プログラムは大変興味を持つものであった。

　京都大学付属病院ボランティア代表の神田氏のお話は、御自分の経験を通して、

小児とその母親に対する献身的ともいえる活動内容だった。仕合の人的資源を広く

取り入れ、母親や学生、病院のスタッフも巻き込みもお子遠の生活が楽しく刺激の

あるもの、さまざまな工夫をした季節ごとのスライドがわかりやすく我々の心に語

ってくれた。長期の入院生活を可能な限り一般の生活と同じ体験をしてもらいたい

という願いがその活動から伝わってきた。「ニコトマ文庫」の深萱氏の読み聞かせの

お話は、私共も目常の活動としているのだが、各々自己流なところがありかなり反

省は改善する必､要を感じた。子供の年齢、本の内容、読むコツ、子供の反応などで

ある、「にニにニトマト」の活動は、活動場所、資金、活動内容など一つ一つクリア

しながら今目に至っている。ニの講演をお聴きして多くのヒントを頂くことができ

た。

　合作氏の「ニどはの種を蒔く」は「ニニろの子育て」というテーマで多くの子育

て支援を通しての経験から実践的な内容だった。資料も沢山あり、後で振り返る時

とても役にてたった。もし、時間的に余裕があったら「読み聞かせ」の実際、ワー

クショップかおり勉強できればよかったと思っている。
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　今後、岩手県立中央病院に「医学情報を提供サービスする図書室」を開設する予

定になっている。ボランティアもお手伝いすることになっているので、これについ

ても勉強していかなければならない。昨年初めて参加し、病院ボランティアと患者

図書は密接な関係かおり平行しながらの勉強を感じていたが、今回の講演会からも

それを実感した。

　帰る電車の都合で、渡辺氏のお話を聞けなかったことが残念である。

会　場　風　景

95



渡辺有理子さん持参の展示物

ビルマ子どもの民俗衣装
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｢世界の図書館活動｣

日本医科大学千葉看護専門学校１年

ボランティアサークル

　　　須賀夕香　高橋千尋　星野茜

　私達ボランティアサークルは、2004年１月31目（土）に東京で行われた「全国患者

図書サービス連絡会」の講演会に参加させていただきました。そこでは、４人の方にお

話しをいただいたのですが、こニでは一つのお話について述べたいと思います。

　それは、「ビルマ難民キャンプの子どもたちへの図書館活動について」のお話しでした。

1984年以降、ミャンマー（ビルマ）政府軍の非人道的な弾圧（強制労働や強制移住）や軍

事紛争などの理由から、国境を越えてタイに逃れてきた難民の数は今なお増え続けてい

るといいます。現在、14万人もの人々が将来に希望を持てず、不安を抱きながら難民キ

ャンプでの生活を余儀なくされているそうです。

　そんな難民キャンプに、たくさんの子どもたらが集まる犬人気場所があります。それ

が、SVA（シャンティ国際ボランティア会）の支援により建てられた図書館です。 SVA

は2002年から図書活動を開始し、現在までに５つのキャンプに17の図書館を開設して

います｡児童書は､タイ･カレン系のSVAのスタッフが英語またはタイ語からカレン語、

ビルマ語に翻訳し、図書館長が絵本への訳文貼り付けをおニなっています。

　しかし現在、図書館に配布されたSVAからの絵本はわずか57タイトルであり、利用

者数に対して、カレン語とビルマ語の蔵書はあまりにも少なく、せっかく図書館にきて

も､貸し出し禁止の辞書しか残っていないときもあるといいます｡それでも本を求めて、

授業の合間の10分休みにも子どもたらが息を切らせながら走ってきたり、自分のお気

に入りの絵本を友達と一緒に読んでいる子。挿絵を夢中になって書き写している子。図

書館長にリクエストする絵本をたくさん抱えている子などがいます。また、子供たちの

多くは、図書館で繰り返し間いたお話しを、自宅に帰ると両親や幼い弟妹たちにも聞か

せてあげているといいます。

　ニのように、本を求め図書館にくる子どもたら、また大入道で図書館は賑わっている

ようです。難民キャンプの外に出て、自由に本を購入してくることの出来ない子どもた

ちにとって、絵本は想像力と思考力に大きな刺激を与えてくれています。また、大人達

にとっては、外の世界とをつなぐ貴重なパイプでもあるのです。

　現地で活動する方途はみな、“子どもたちに、もっとさまざまな絵本と出会わせてあげ

たい！”と切に感じているといいます。

　このようなお話を聞き、本をとても楽しみにしている人がいて、またその楽しみを支

える人たちがいることを知りました。そして、世界というその活動の大きさにも驚きま
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したが、それ以上に、活動する方途の努力と優しさに感動しました。私達ボランティア

サークルで活動している、病院での本の読み聞かせとは、活動内容は異なるものの、本

を楽しみにしている人のために活動するという点では、何か共通点を感じるものがあり

ました。私たちのこれからの活動の中で子供達に本の面白さを伝えていけるように努力

していきたいと思っています。

　ニのように本を求めている人達がいて、それを支える人たちがいることを知る機会を

設けていただき、感謝しています。

像演会参加紀

「全国患者図書サービス連絡会」の講演会に参加して

日本医科大学千葉看護専門学校１年

ボランティアサークル

　　姥山友里　田中康二郎　伴　美幸

　私たちボランティアサークルは、主に病院図書や小児病棟での読み聞かせなどの活動

をしています。そして、今回姑めて、ボランティアサークルとして、図書の講習会に参

加させていただきました｡

　私たちは、小児病棟の本棚の一角を借り、一月に一回のペースで１０冊程の本を入れ

替えに行きます。授業が終わった放課後に本の入れ替えをしに行くので、夕方になって

から病棟に行かせていただいています。そのため、本を借りて行ってくれる子供の姿を

見たニとかありません。入れ替えに行くと、病院の保育上さんが、入気のあった本を教

えてくださったり、読み返されて、ぼろぼろになって返って来る本を見たりすると、「読

んでくれているんだなあ」と感じていました。　しかし、「にニトマ文庫」での活動を聞

かせていただいて、“ボランティアグループの病院図書”と言っても歴然の差かおる事

を実感しました。「にニトマ文庫」は､約３４０冊の本が病棟の中を回って来てくれる、

巡図式の移動図書館です。写真を見させていただいてもわかりましたが、子供たちがた

くさんの本の中から借りる本を選んでいる姿は、楽しそうで、真剣に見えました。　また

　「にニにニトマト」の活動を、たくさんの写真を見ながら聞かせていただきましたが、

本当にさまざまな活動をされていて、驚きました。

　毎週いろんなイベントかおり、どのイベントもたくさんの子どもたちの楽しそうな姿

が印象的でした。また、活動している時のボランティアさんの姿も、子どもだちと一緒

に楽しんでいる感じがよくわかりま七だ。そして、ボランティア活動なので資金作りが

大変だと思いますが、フリーマーケットを病院内で行うなど、活動の幅にも驚きました。

病棟でこれだけさまざまな活動ができるのは、にこにこトマトさんが病院からの信用か

おるのと同時に、病院に掛け合っている、にニにニトマトさんの活動力のすごさだと思
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いました。

　　「子どもと本」の講演では、「ことばあそび」ということで、わらべうたを声に出し

て読みました。テンポがよく、声に出していて楽しかったです。冊子に載っているわら

べうたの中にも、いくつか知っているわらべうたが載っていました。読んでいて、懐か

しい気持ちと、リズムがよいので、なんだか楽しんでいる自分がいました。隣に座って

いた子は知りませんでしたが、私がわらべうたを知っていたのは、国語の教科書に載っ

ていたからです。そして、たくさんの子どもたちにも、わらべうたを知ってもらいたい

と思いました。小児病棟での読み聞かせに行くときに、機会があれば子どもたちに教え

てあげることが出来たらいいなと思いました。

　私達の今後の活動に、刺激のある講演会で、とても勉強になりました。そして、私達

も努力していこうと思います。

＜新刊紹介＞
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＜新会員紹介＞

阿久津裕美

野　田英明

小野真穂

小林順子

茨城県つくば古典間９３５－１ ＴＳＫ２０６

千葉市稲毛区弥生町４－１４　コーポ弥生303

茨城県土浦市中1183-9

〒279-0004　浦安市猫実5･15-II

平成15年度の入会です。どうぞよろしく。

＜編集後記＞

　会報10巻４号をお届けいたします。

　前号でお約束したとおり、平成16年１月31目に問催しました「子どもたらサービス」

をテーマとした講演会の特集をご堪能ください。

　京都大学病院でボランティア活動をされている［にニにニトマト］の神田さんと深萱

さんに活動の基本理念や現状および問題点などを詳しくお聴きすることができ、大変参

考になる講演でした。

　全部さんからは「ことばの種を蒔く」というテーマで、子どもが絵本などを通してニ

とばを“砂漠に水が浸透”していくように吸収Ｕ引与して行くニとが良く理解でき、感

動を覚えました。

　渡辺さんは「ビルマ難民キャンプの子どもたちへの図書館活動」についてお話しいた

だきました。活動のご苦労とともに“何ともやりがいのある国際的な活動”であること

が伝わりました。　苓どもたちのきらきら輝く目が図書館から溢れるように並んでいる写

真は感動的でした。10歳の子どもの詩には、その喜びが溢れておりました。“もう少し

若ければ私も行きたい”という想いに駆られました。

　今号では講演会にご参加いただけなかった会員の皆様にも内容を共有していただきた

いと思い、講師の方々の講演内容とともに、臨場感を味わっていただくために感想文も

５編掲載しました。

　会報に問するご意見や原稿をご投稿いただければ幸いです。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（文責：奈良岡）
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