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〈巻頭言〉

　　　東日本大震災･原発事故から1年を経て思うこと

　　　　　　　　　　　　　　　　　　企図患者図書サービス連絡会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会長小出靖夫

　東日本大震災が起こって１年４ヶ月を経ようとしている。地震発生時（気象庁の発表に

よると2011年３月Ｈ日14時46分）、私は病院の患者図書室にやま文庫）にいたが、ゆった

りしたリズムで次第に強くなる不気味な横揺れに続いて、激し《強い縦揺れの持続…永

い。直感的に、震源地は少し離れていること、しかし私の生涯で最大級の地腹と感じた。

丁度書架の前で選書の最中であったカーディガン姿の女性入院患者さんが、書架脇の机上

パソコンに向かっていた私が、立ち上がると同時に飛びついてこられた。長考、この文庫

は粧期のＭＲｉ検査室を改造したもので、壁、往、床は磁気防御の目的で、厚さ碩ｃｍ俎

上の頑丈な鉄筋コンクリート裂ととっており耐貢使は抜群であった。私は「この建物は、

地震には絶対大丈夫ｌ外には出ないでここで待ちましょう」と声をかけ、書架から歩し離

れた床に置いてある背なしスポンジ梅子に並んで座り、揺れが終わるのを待った。後で、

宇都古市の震度は６と発表されたが、幸いもこの部屋の書架は倒れず、書籍も落ちず、入

院･外来患者にも全く被害無く、病院、研究所、管理部門すべての建物の崩壊被害も無く、

棚や机上の物が落下したり、古い建物の壁に僅かな亀裂が入った程度で治まった。そし

て、目が募れて停電、信号の消えた賠い街路をソロリ運転で帰宅した後、地腹による被害

を上回る大津波、福島第一原発事故のＴＶ報道に、愕然とする目今を重ねることになる。

　福島原発の事故の真相がその浚次第に明らかになるにつれて、家も車も、船も、人も、

立ち木も、渦に巻き込み呑み込み、浚えて行くあの太津彼の映像と祖僕って、心の真庭に

湧き出たのは、人間の騏りに神（自然）の鉄槌が下されたという思いであった。太陽エネ

ルギーの元であり、宇宙創造の中で繰り返される核融合と枝豆裂、この自然の営みの根源

である原子力を、思うままにコントロール出来るという人間の浅薄な思い上がりと傲慢。

原発事故によって思い知らされたこの教訓を忘れてはならない。日本人なら原発は廃止の

方向に造む以外に無いことを誰もが思い知った。と私は考えていた。

　しかし、そうでもない事が最近あちこちで明らかになってきた。原発なくしては成長も

発展も無いという考えは、確かに日本以外の国では、フランスを始めとして幾つもある。

懲りないのが人間の本質であり、有史以来無残な人間同士の殺戮を何度も繰り返し、それ

でも戦争を止める事が出来ずに今に至っているのが人間である。しかし、諦めないで私た

ちの経験と考えを、それこぞ性懲りも無《”日本人と世界に伝えねばならぬ。日本は原

爆の唯一の被害国であり、自無災害が原発を巻き込み、原子炉のメルトダウンを防げな

かった経験を持つ唯一の国である。誇りを持って「原発･原爆廃止」を世界に向かって呼び

かけ、備考かけるべきだろう。その上うな強い意志と信念を持つ政治家が日本の総理大臣

になることを望みたい。
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〈事例報告〉

　　　　　京都府立医科大学財貨病院

　　　　　　　患者図書室「ほほえみ」の試み

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ほほえみボランティア事務局

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　西崎　　薫

※患者図書室設立の構想から開設までの経緯と準備の状況について、患者図書室プロジェ

　クトのなかで大きな役割を担われた京都府立医科大学附属図書館の司書役目佩紀子さん

　に記していただきます。

構想から開設まで

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　京都府立匡科大学附属開書館　枚ｍ價紀子

　2012年11H21日、患者目貫室∩よほえみ_がオーブンしました。患者図書室については、

2∽4年度に京都府立医科大学附属病院外来診療検等整備計画加策定された当時から計画さ

れていたものの、20!i年度段階では計画はまだ具体的ではなく、長い年珂に及ぶ整備計画

の中で、患者頭首室の設置はもう少し先に予定されていました。

　計画が前進したのは2011年度、現在はボランティア事務局を担当してくださっている西

綺さんや譚田さんから京撒府立医科大学あてに患者図書室殷殷の要望が寄せられたことが

きっかけでした。ちょうど頌12年度が京都府立医科大学創立140周年にあたることもあり、

記念事業としての位肩付けが検討されたのも追い風となりました。

　頌12年２汁、京都府立医科大学附属病院病院管理課（以下、病院管理課と記す言加担当

となり、患者目貫室の設置に向かって学内的な調整加西姶されました。附属図書館に対し

ても病腕骨理課から要請かおり、よりよい図書室を整備するため共に俗談して準備を進め

ることとなりました。この設置検討時点で、関宮検の連言主体となるボランティアの核と

なる方々と設置土俗の病院管理課、そして附属頭書館の三者加進携し、意見交換しながら

検討を進める体制が構築できたことは、∩まほえみ_患者図書室の性格を決定づける上で特

筆すべきポイントだと思われます。

　その後、学内調整や図書室投銀膳所の検討、経費の捻出などの課題を一つ一つ解決した

後実際の図書室整備にかかりました。図書や図書館用品、図書館業務システムなど図書館

用務に関する選定等は附属図書館、机や椅子、パソコンなど室としての内装や備品類は病

院管理課というように棲み分け、適宜ボランティアのみなさんの意見を反映させながらll

月に患者図書室「ほほえみ。加完成しました。

　お互いに得意分野を持ち、異なった視点から共に利用者のニーズを考えた病院管理課と

附属図書館の協働の成果は、現在「ほほえみ」において「癒しの空間」としての没割と

　「医療情報提供」の没前がバランスよく提供されていることをどに表れているのではない

かと考えています。
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※オーブン当初からボランティアとして参加していますので、その視点からみた患者回書

　室「ほほえみ」の活動について下記に述べさせていただきます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ほほえみボランティア　西崎薫

運営のかたち

　患者図書室ブロジェクトチームは、附属病院事務保（担当は病院管理課）と附属回書館

の司書で構成され、開設までの準備に当たりました。

　ブロジェクトチームの皆さんの並々ならぬ意欲と努力の結果、回書室は、機能性にすぐ

れ、デザイン性も高い調度品で統一され、落ち着いた雰回議の保証になりました。

　附属図書館で選定された藤吉は、医字書と一般書･児童書で構成され、それらは、全て訴

しく購入された図書で揃えられました。情報検索のためのパソコン２台･病気についての

バンフレット類も加えて、全てが真新しい患者回書室「ほほえみ」ｶ頌延生しました。

　開設後は、ブロジェクトチームに加えて、新しく募集されたボランティアメンバーが運

営に開わっています。

　日常のカウンター当番は、ボランティアが当たり、病院菅垣課がコーディネーター的な

役割を担い、附属図書館が回書に図するさまざまな専門的なサポートを行っています。

　日々の運営内容については、月に一回開かれる事務局会議（病院管理課･附属図書館司

書･ボランティア事務局で構成）とほほえみボランティア金棒ミーティングの場で､話し合

いながら進めています。

いつでも開いている図書室

　「ほほえみ」は、24時間、年中無惨で間室されています。

　スタッフが常駐していない時局帯もありますので、安全菅垣のため、警備室に直結した

２台の防犯カメラと非常道朧眺置が設置さｵ七ています。

　夜に手術を待つ患者家族や、夜遅くまで寝られない患者さん、朝早く目覚めてしまった

患者さん、そして、上目にお見舞いに来た患者家族のためにも、「いつでも開いている図書

室」は大きな意味があります。

　その意味について、患者さん達の声を局さながら考えてみたいと患います。

～患者さんの声から～（樋口明美さんをはじめボランティアメンバーの聞き書きより）

年配の女性

　｢朝の誰もいない図書室は、今の私に安心感と癒しを与えてくれる場所になっています。

どんなに朝早く目覚めても、いつでも何時でも迎え入れてくれる場所があるのは、ありか

たいことよね。

　朝、誰もいないこの部屋のこの椅子に腰掛けているだけで、元気になれるような気がす

るのは不思議ね｡｣
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趣味は登山の年配の女性

　｢入院する前はよく登山に行っていたのよ。全国の山ヘー｣

どちらの山が印象に残っていますかと質問すると］どの山もいいわね。特色があって飽き

ないから。でももう駄目ね。入院して体力無くなったから、登れなくなったわね。

あっ、星久恵には３回行ったの。癒しの恵ね。あの場所は。

でも、この図書室にも山の写真集があったら、嬉しいわ｡」

父と子

週末になると、父と子の入室が増える。

お母さんが入院されているのだろうか。

お父さんが子どもたちに優しく読み聞かせている。優しい空気に

包まれるほほえみの午後。

母親が入院して付き添っている40代の女性

　｢担当のお医者さんとお話する前にここの回書室であらかじめ母の病気のことを勉強し

ておくんです。そうでないと、何を質問していいか分からないので。それで、お医者

さんと話した後は、また、ここで勉強します。お医者さんの言葉って難しいから勺

　贈4時間、年中無惨の間室」について、病院内でもさますまな意見があったと聞いていま

す。特に安全面でのリスクを考えると不安の声が出たというのは当然のことなのかもしれ

ません。

　けれど、得用者である患者のニーズにどう答えるかという篠懸を前にして、リスクを考

えて、そこで止まるか、それとも、回遊点を解決するための努力をして、リスクを乗り越

えるか、いずれにしても、患者さん達のこうした思いのとかに、糸口を見つけることがで

きるのではないでしょうか。

医字書について

　一般向けの医療･健康情報については、書店の棚に並ぶ書籍やインターネットLに抱腹

レいざ、患者が自分にとって必要な倍額が欲しいとき、患者白身にそれを見極めるだけ

の能力が必要となります。

　けれど、医療の専門家でもない患者にとって、それは思いのほか難しいことと言えます。

　そのため、ある程度取捨選択された情報のなかから、信頼のおける情報を得ることがで

きる環境を、医療の現場である病院のなかに整備さ才七るということは必要なことではない

でしょうか。

　「ほほえみ」の蔵書には、附綴目香盤で選言された医字書が約半数あり、分かりやすく、

かつ専門的な内容の図書を別掲する患者さんが多く見られます。
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患者図書室に求められるもの

　近年、医療現場でおこる医療者と患者とのトラブルが問題となっています。こうした問

題は医療現場でさまざまな弊害となって、より良い医療を目指す人、求める人達の妨げに

なっているように思えます。医療者サイド、患者サイド、双方が相手側に責任の所在を求

めるだけでは問題解決の道は遠くなるでしょう。

　患者も自分の病気については、主体的な姿勢でのぞみ、自身が受けたいと考える医療に

近づくために自己学習をするなどの努力をすることが必要だと思いますし、医療の側も、

患者が自身の病気や治療法について、理解を深めるために自己学習できる環境を整えるな

ど、専門的な立場からのさまざまなサポートが求められているのではないでしょうか。

　それがひいては、互いが理解しあう早道につながるのではないかと思います。

　｢信頼のおける医療情報を得ることができる患者図書室｣もそのなかに位置づけられると

考えます。

患者図書室「ほほえみ」の概要

設置の趣旨

附鋸病院の患者さんや家族に対し、サービ

ス･支援を提供するための施設とします。

患者さん自身が病気を知り、病気と向き合う

ことを支援するための回書を提供します。

設夏場所

病棟３階（約50㎡）

外来診療棟と病棟の中ほどにあります。

利用対象

入院患者さんとその家族

外来患者さんとその家族

間室時間

年中無体･24時間利用できます。

蔵書数　1,725冊

　(2013年６月現在)

内訳　　医学書　　462冊

　　　　一般書　I,263冊
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利用者データ

･利用者数　月平均　約1,100名

･貸出回書数　月平均　約420冊

運営

･図書室はボランティアによる運営を基本とし、図書や入室者の管理等をします。

･ゆっくりと入院患者さん等が読書できるよう、また、手術待ちの家族等が控室で利用でき

るよう患者図書室内だけの利用でなく、図書の貸出も行います。

(ボランティア数:2013年６月現在26名)

「ほほえみ」の名称について

たくさんの人に親しまれることを目指して公募し、「つらい、きびしい、そんなひとときを

相互に和らげあえげと」「患者さんをはじめ、より多くの人がこの図書室でくつろぎ、必要

な知識を身につけ理解を深め、ほほ笑み、喜びにつながりますように｡」と名付けられまし

た。
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〈事例報告〉

　　伊藤忠記念財団病院施設子ども読書支援を受けて

　　　　　　　　　　　　　　　　　神奈川県平塚市　平塚市民病院文麻

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　草　野　富　子

絵本の読み聞かせをして

　2008年４月　喘息で入院の５歳男児。酸素マスクを着けながら目を見張って絵本に見

入っていました。その様子を小児科病棟の看護師長が病室入口から見ていて、読み聞かせ

の後、「いつも苦しそうにしているのにあんな顔初めて見ましたよ」

　2008年６月｢ゲームばかりしているので絵本を読んでやってください｣ベッドヘ行って

師長の権限(？)ででも穏やかにゲームを終わりにさせ聞く態勢に。その子は反発もせず絵

本を楽しんでくれたので、こちらはホッと。

　2009年４月　７歳男児。入院が不本意だったのでしょうか、看護師に痛いことばかりさ

れるので看護師の言うことを聞かなくなった由。「草野さんは痛いことしていないから大

丈夫だと思いますから」と。数冊読んでいる内､静かだなと思ったらスースー眠っている。

後で師長が「緊張がほぐれてぐっすり眠ってくれると泊りが早いんですよ。草野さんに読

んでもらった子は早く退院していきますよ」と。信じることにしました。

　2009年10月　８歳女児。次から次と絵本を「読んで」と言われ１時間ちょっとに。帰り

際「明日も来て！」

来てあげたいのは山々なれど‥･

　2010年２月　兄弟で入院していて、師長が「興奮していて昨夜から余り寝てないんです

よ。絵本を読んでもらえば眠るかも知れないので待っていました」どうも拗ねていた様子

の兄の方、絵本が進むにつれてちょいちょい口出しするようになり、そのうち二人ともあ

くびをしだして目がトローン。「ああ、これで眠るかも」とお母さん。

ボランティアを始めるきっかけ

2007年　私の夫が平塚市民病院に二ヵ月以上入院した折、主治医、スタッフの方々に大

変親身に看ていただき、私で何か役に立てることはないだろうか？と思ったのがきっかけ

です。当時、経営が厳しい等の理由から閉鎖する病院や小児科がメディアに取り上げられ

ていました。平塚市民病院も赤字でした。地域の病院を市民の一人として何か手伝えられ

れば。私は長年文庫、絵本に関わっている、そうだ思い切って病院に掛け合ってみよう。
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総務　小児科病棟の理解と積極的なバックアップ

　当時ボランティアを受け入れて下さった小児科病棟の師長は、私と問い年の気さくな方

でした。出だしから恵まれました。そして、私の絵本の準備があるので、総務の担当の方

が（後に患者サポートセンター）事前に読み聞かせ対象の子どもの年齢と性別を毎週連絡

して下さいました。冒頭に書きました初期の読み聞かせの様子は病院側そして特に師長の

理解と積極的なバックアップがあっだからこそのものと、後に師長の異動があって初めて

気付かされました。

伊藤忠財団より助成

　読み聞かせボランティア活動は今年で６年目に入りボランティアは４入になっていま

す。火、本願目の週二回子ども一人ひとりのベッドサイドにイスを並べて読み聞かせをし

ます。病院側スタッフにも恵まれて去年平塚市民病院文庫を立ち上げ、又伊藤忠記念財団

より「病院施設子ども読書支援」枠で助成していただける事が決まり、皆で大喜びしまし

た。出来れば連絡を下さる病院側の負担と私たちが自宅や図書館から重い絵本を連ぶ負担

を無くしたい事から、この一年図書館の団体貸し出しを利用してきました。けれども必ず

しもボランティアそれぞれが読み聞かせしたい絵本が揃わず、文庫の蔵書を切望してきま

したので、助成をいただけるのはとてもありかたいです。

課題　その他

　地域の病院でボランティアをするというのは患者さんのプライベート空間に入りますの

で顔を見知った人は「ちょっと嫌だな」と感じるのでは？と申し訳なく思う事があります。

　又家族がいれば一緒に絵本を見る場合があります。お母さんがベッドに入って抱っこし

ながら、あるいは疲れていて子どもと一緒に横になりながら。（お母さんが先に眠ること

も）けれど時々お祖母ちゃん、お祖父ちゃんがいらして「ちゃんとして聞きなさい」とか

先回りして返事を促したりという状況になると、具合が悪いのに気の毒になり読み聞かせ

しないほうが良かったと落ち込む事もあります。

　ゲーム、ビデオに夢中で「絵本？いらない」と子どもが言うケースが度々あります。緒

本の面白さを分かってもらえる良い棟会なのですが。もちろん絵本どころでは無い子ども

もいますし決して無理強いはしません。

　子どもに感染症がある場合読み聞かせは出来ないのですが、その確認方法にまだ探題か

おる様に思います。

　病気になって突然家族から離れ入院。周りで知らない人が出たり入ったり。注射の恐怖

や不安､寂しさから法いたり黙りこくったり。（反対に元気で、こちらがくたびれてしまう

ことも）そんな子どもたちのそれぞれの状況に合わせて、絵本の読み聞かせをしてきまし

たが、たいていは子ども達の気持が落ち着き笑顔が出たりして読み聞かせの効果を実感し

ます。そしてこれまでの経験から私たちボランティアの熱意、力量と経験が半分、病院側

スタッフと病棟の理解バックアップが半分。この二つが合わさって初めて絵本の読み聞か
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せが十分に活きてくるのではないかと強く感じています。

最後に

　私たち平塚市民病院文庫はまだ日が浅く、伊藤忠財団からの助成を機にやっと少し文庫

の体を成してきた様な状況ですので、今回は私個人の感じてきた事のみを書きましたが

このような拙い内容で会報に相応しいかどうか非常に心許ありません。

　私たちはこれから　文庫の蔵書となる絵本の選本に入ります。やがてはその本を携え

て、入院している子ども遠の傍らでページをめくり、少しでも楽しい安らぐ時間を持て

れぱと思います。そしてそのことが誰かの何かの役に立っていればこんな嬉しいことはあ

りません。
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〈事例報告〉

　　　｢がんの親とその子どもを結ぶ絵本のちから｣

　　　　　　　　　　　　　　　　Hope Tree　増　ｍ　志　穂

　　　　　　　　　　　　栃木県立がんセンター　念者図書室『こやま文庫』

はじめに

　私が、親ががんである子どもの支援団体「Hope Tre（むに所員して二年が経ちます。

　去る2012年）［2荊22日（ﾆﾋ）に厚生労働省科学研究補助金がん臨床研究事業小潭班主催で

ある市民公開シンポジウム「ｶ1ん診療におけるチャイルドサポート＿が聖跡加国際病院で

同前され『がんの親とその子どもを結ぶ絵本のちから』という演題で発表させていただき

ました。そのご報告を掲載させて頂くことになり、大変恐縮な思いと共に「HOPe Tree」

の活動が皆さまのお力にな才玉石ことを題っています。

　「HOPeTree」の組介

　2008年８回にスタートした‾HOPe Tree。のメンバーは、医師、看護師、チャイルド･ラ

イフ・スペシャリスト、臨床石垣士、医療ソーシャルワーカーといった様々な職種で成り立

ち、ブログラムの実施､針子作成、絵本組介と幅広く活勤しています。私はこの中の“迷っ

た時に手にする本”コーナーで絵本等の紹介をしています。

　詳しくはホームページをご覧ください（httPこwww.hoPe七eejP）

絵本のちからマ

　“絵本のちから”とありますが､実はどんな力かおるのか私の中でまだよくわからなくて

ハッキリしたことが言えません。“ちから”ではなく、違ケ言葉で表号うと思ったのです

が、いい表現が思いつかなくて、このままにしました。ですので、絵本にはこんな力かお

るのでは？という思いと、著名な方のお言葉をお借りしてmoPe Tree」で組介している

絵本について述べていきたいと思います。

どうして絵本か

　絵本は子どものサポートに効果的な手法の一一つである、と言われています。（注:1）絵

本は、文字だけの本よりも優しい伝達機能があって、最低限の言葉と視覚で訴えます。大

人は絵本を悪ぶ時、どうしても悪名や文章だけで考えがちです。子どもぱいつ・どこ

で・だれが・なにを・どうして・どうなったがという物証そのものの展開やつながり、

変ｲﾋﾟといった衷現に興味を持ちます。そして、絵も大豆Jです。特に小さい子どもは視覚か

ら入ります。絵本は子どもにとって馴染みやすく、手に取りやすいというのも理由の一つ

です。

額
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選書基準

　選書基準ですが、教育とか治療ではないので今のところ特に決めていません。ホーム

ページで紹介している絵本の対象年齢は一応の目安で、大人が読んでも感じられる絵本も

紹介しています。グリーフケア（大切な人や物とか思い出などを失い、悲嘆に暮れる人が、

その悲しみから立ち直れるようにサポートする）や、親が病気で自分がどうしていいかわ

からなくなったとき「それで、いいのよ｡」と言ってくれる絵本や「お父さん、お母さんは

ずっとあなたの事を大好きよ、忘れていないわ、そばにいるのよ｡」といった、それぞれの

状況において自分の思いや感情に向き合えることができて、そして安心できるような絵本

選びを心がけています。ただ、感じ方は自由なので、メッセージを押し付けるようにはし

たくないと思っています。

絵本の役割

　絵本の役割は沢山あるかと思いますが、子どもは主人公に自分を重ねながら共感して絵

本を読むので、自分みたいな子が他にいると、孤立感を和らげて心の中の葛藤を表現する

ことができると言われています。（注ﾆ1）子どもは､言葉で上手に自分のことを表現すること

がなかなかできません。絵本は子どもの「言葉にならない言葉」をうつしてくれて、自分

の思いや感情に向き合うことができるのではないかと思います。そして、大人と子どもを

つなぐコミュニケーションの道具としても大きな役割を果たしているのではないかと思い

ます。

言葉のちから

　絵本にある言葉には思いがけず深い意味を読み取れることがあります。言葉には魔法の

ような表現力があり、考えるより、感じるものだと思います。児童文学者の松居直氏は、

よく言葉を「五感で感じる」とおっしやっています。何の本か忘れてしまいましたが「形

あるものは滅びる、けれど言葉は人の心の中に入ると力となって生き続ける」とありまし

た。もしかして、言葉のちからが絵本のちからなのかな、と思ったりします。

大切なこと

　できれば読んであげてください。前述で絵本の役割ついて述べましたが、絵本だけでは

少し足りないかもしれません。絵本はコミュニケーションの道具であって、コミュニケー

ションには「人」が必要です。声を聴くこと、そばにいること、自分の為に読んでくれる

ということで子どもに安心感を与えます。一緒にいる大切な時間を共有して欲しいと思い

ます。実は自分で絵本を読むと、「字」と「絵」を一緒に読むことは難しいのです。子ども

は「絵」を読みます。絵も言葉です。見えない「言葉」を発信しています。読んでもらう

ことによって、耳から間いた言葉と、目で見た言葉の世界が一つになり、見えないものが

見えてくるのです。

81



絵本紹介

　とっておきの絵本を紹介します。

　『くまとやまねこ』（湯木香樹実文　酒井駒子絵　所出書房新社）

　突然最愛の友達である小鳥を亡くしてしまったくまは、そのことをなかなか受け入れる

ことができません。小鳥の亡骸をきれいな箱に入れていつも持ち歩いていて、それを見た

森の仲間たちは決まってこう言います。「小鳥はもう帰ってこないんだよ、忘れなくちや」

小鳥が帰‘ってこないことを、くまだってわかっています。部屋に閉じこもってしまったく

までしたが、ある口外に出て、やまねこに出会います。そして、きれいな箱に入った小鳥

を見てこう言ったのです。「この小鳥と、本当に仲がよかったんだね。小鳥が死んで、さび

しいんだね」くまはこの言葉を持っていました。一緒に「かなしいね」と言ってくる友達

を持っていたのです。　くまの喪失態と心の再生が描かれたお話です。

これから

　これからですが、絵本は「生と死」や「いのち」の問題に関して素晴らしい可能性を秘

めている分野ではないだろうか、というのがわかってきました。絵本の中の言葉の持つ意

味や深碧を読み取り、心の中の深いところで感じられる、優しくて、安心できる絵本を届

けていきたいと思います。

最後に

　絵本でサポートするということは、その子どもを長く支えていく上での小さなことかも

しれませんが、子どもの発達段階を踏まえながら、その子どもの感性を大切にし、絵本の

選書や提供ができたらと思います。

　「HOPe Tree」の活動に携わるようになったきっかけは、一人の女性患者さんとの出会い

と、小学校の図書室に勤務していた時のある少年との出会いが重なり、始まりました。ま

さか絵本がこのように医療と結び付くとは思っていませんでした。そしてあの時、子ども

だちと一緒になって夢中で絵本を開いていたことが、絵本の新しい可能性を拓く、子ども

だちからの贈り物だったということをとても嬉しく思います。

　様々な環境にいるすべての子どもたちが笑顔であることを願いつつ、今日も絵本の扉を

開いています。

参考文献

　.『絵本の力』　　　　　　　　　　松居直･河合隼雄･柳田邦男著　2001年　岩波書店

　.『大人が絵本に涙する時』　　　　　　　　　　　　柳田邦男著　2006年　　平凡社

　･『私たちの先生は子どもたち！』一子どもの「悲嘆」をサポートする本－

　　　　　　　　　　　　　リンダー･エスピー著　細谷亮太　監修　2005年　　青海社

　･『松居直のすすめる50の絵本』　　　　　　　　　　　松居直著　2008年　　散文館

　.「声の文化と子どもの本」　　　　　　松居直著　2007年　日本キリスト教団出版局

　･『絵本が育てる子どもの心』　　　　　　　松居直著　2004年　日本基督教団出版局

　.『絵本をひらく』　　　　　　　　　　　谷本誠剛　灰島かり編　2006年　人文書院

　＊注I

　Hope Tree ワークショップ2012　　Sue P.HeineyrGOOD GRIEVING』より
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｢タブレット端末を使ってみて｣

(小児科医)

　嶋 大二郎

　何をするものか、老若男女、乗客の七、片前はスマートホン覗きっ放しの地下鉄車内。

ただ一人座りそびれた中年会社員が、立ったまま本を続行姿はまぷしかった。

　「本は寄子に限る。電子書籍なんて」との古い観念は捨てきれず、タブレット端末を使お

うという家族の提案に、端は冷淡だった。しかし考えてみて、移脱牢にネットやメール

を大画面で使えるなら、年に何度もある東京や名古星への出張ではそれなりに便利なはず

だ。あくまでも自こ中心的な垣内で最後は回意したのであった。

　大成功。列車に閉じ込められる片道３時間半。ネットで、訴同社のＷｄ）版ニュースを閉

賢し日頃調べ観なっている疑問、その日の会合で出くわした未知の言葉や事柄なども調

べる。生産性という点では机上のパソコン端末と比ぶべくもないが、キーボードは使いや

すいので、書き物やアイデアを打って家子職場に送信しておく。

　電波の居かない山間邦子トンネルで動かるのが、大容量の音源だ。趣味の落居や初前

に、もちろん音楽も。好きなものを入れておき、騒音を減らすイヤホンを使えば、殊に帰

洛では一日の疲れを忘れ、目と心と体を体めることができる。

　とりわけ、電子書籍はすごくてありかたい。私が使っているのは、著作権切れ、つまり

明治から戦後にかけての主に日本の名著が多数、おそらくは数百計分担上が収められ、人

会金数百円のみで、あとは使い放題という電子文庫である。

　使ってみて、１）書籍やCD再生観が要らず族が親祭｛ﾋできる（私のＡ社監端末は菊くて

700g）、2）知らない言葉の意味もその場で調べられる、３）飽きれば他の本に移動でき

る、４）明るい背景に黒の書体がくっきりと浮かび、拡大も自由で、文床本がもはや厳し

い遠視には助かる、などの良い面がたくさんあることに気づいた。

　欠点は、「感触」の問題だろうか。寄子は、手中で、今自分のいるおおよその役員を、欄

外の員数など見なくても感覚的につかむことができる。対する電子書籍は、画面に軽く触

れれば現在位置が正使に数字で示されるが、その表示が員の一部を隠すし、触れ損ねれば

千態せず員がめくれたりして興が削がれる。

　この一年の出張で、「破戒」「野菊の墓」「だけくらべ」「三回邦」など青年初に播いた名

作を他に縦組も淡んで読み直し、今は「金色夜叉」に取りかかったところだ。

　電子書籍を総話するなら、家でじっくりと前むには味わいに欠ける一方で、放にはとて

つもなくありかたい友であり道具でもあるということになるのだろう。

　ところで、件の会社員氏。揺れた拍子に手にしているのは漫画月刊誌と判明した。た

だ、それでも本に役人する姿への畏敬の念はいささかも揺らがないのであった。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　愛媛販回護宿怨

　　面詰賤巽緩急に祭服ごこ

[コラム1喬信濃詞尺度

l盲菓後記E

皿畏服1

　脂.珍蔵脆味

盲-､前賢院長

姦戸服腸ヽ-‥回

尽育゛若子-一一揖

酉聚諮白---一肩

脱瓦こ諏一----腿

I巻確言］

目 戻

Ｕ肌を軽て言令ここ 金位　1%._　膳夫、ヽヽヽ､召

‘はほえみ．の試み

　刄ほえみざランふダ゛瓢身辺

　　　　　　　　　　　　河崎　儒-－-ヽご

言諮語形院総長　垢大工詣レーヽヽ一報

回諏漬菜盲1

伊藤言説と忿胆亘痢聡箆設子どむ読諮笑談を受にて

　　　　　　　　　　　　　　　　　節語塾壁瑠面乖瑠函腿痍院見鵬

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　草野鉦子-－ヽ､’゛

呑気の膜こそ罰Ｆごｌを毎加齢珍蔵の屯芯べ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　泳聊忿でl回　龍紐万策‥ヽ､頻

　　　　　　　　　　　栃器皿瓦からセンター言責側n診察゛二心管見腿

[コラム1タブじ゛ド崖反登使づてみて
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　　　　　　　　　　　　　　全国患者図書サービス連絡会会報投稿規定

　1.本会会員（購読会員を含む）は誰でも投稿できます。

　2.本会報は、患者図書サービスをめぐるいろいろな話題や問題、そしてこれらと関係する論文、報告、資料などを

　　掲載します。

3.投稿原稿の採否は、役員会で決定します。

4.投稿原稿の長さは問いません。

5.投稿原稿の執策･提出要領は次の通りです。

　①用紙は問いませんがワープロソフト搭載のパソコンを用い、また手書きの場合は楷書で編集者か読みやすい文字

　　で書いてください。

　②パソコンで作成した場合は、メールの添付ファイルでお送り下さい。

　③表紙頁には表題、著者名、所属を明記し、更に、執筆者の所属、郵便番号と住所、電話番号、ＦＡＸ番号、メー

　　ルアドレス等を明記してください。

　④外国人名は分かるものについては原語を付け、適当な日本語訳のない言葉も原語を用いてください。

　⑤原稿に付随する図や、表、写真は図１、表Ｉ、写真Ｉなどの番号を付け、本文とは別に添付し、本文中の該当箇

　　所に（回１）などと指示してください。原稿を含め、投稿されたものはお返ししませんので、特に手書き原稿に

　　示付する貴重な写真などはコピーをとってください。返却を希望されるときは、その旨お伝え下さい。

　⑥参考文献記載の様式

　Ｏ記載順序は出処順とし、０、２）、３）の書式に従って下さい。

　iO雑誌の場合は、著者名。標題。雑誌名。発行年;巻（号）:開始ページー最終ページ。の順に記載。

　1旧単行本の場合は、著者名。書名。版表示。（シリーズ名;シリーズ番号）。出版地:出版者;出版年。開始ページー

　　最終ページ｡。

6、原稿送付先：メール添付＝yamamum＠tb3､so-neLnejp

　　　　　　　　郵送の場合は　〒236-0053　横浜市金沢区能見台通16-16　アイネス能見台101宮目方

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　全国患者図書サービス連絡会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2012ふ31　改訂）

　［編集後記］

　残暑お見舞い申し上げます。

　平成24年度の最終号の第19巻４号をお届けします。

　今号では昨年11月21日にオープンした京都府立医大の患者図書室「ほほえみ」をご

紹介しました。京都府立医大図書館の司書とボランテャアの方々で運営されて利用

者の方々に適切な医学情報の提供がされていることと思います。

　平塚市民病院文庫の草野富子氏はこの度新しく当連絡会へ入会していただきまし

た。この度「伊藤忠記念財団　病院施設子ども読書支援」を受けられ入院児への読み

聞かせのサービスをされています。これからは新しい本でサービスの輪が広げられ

ると喜んでおられます。

　増田志穂さんからは早くから原稿を頂きながら掲載が大変遅れましたことをお詫

びします。日常の勤務のかたわら当連絡会の活動ご協力と、かつ「Hope Tree」に所

属してのご活勤に敬意を表します。

　今後の会報の内容をより充実していく所存ですが、そのためにも多くの会員の皆様

からの忌憚のないご意見、ご提案をよろしくお願い申し上げます。　　（編集子）
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能です。

　「CORE Joumal 循環器」は、日常診療におけるさ

まざまな疑問（CQ）に対して、専門家が現時点に

おける最良のエビデンスを検証し、実践的指針を呈

示する新しい形のオピニオン・ジャーナルです。

Pieronlineでは、通常冊子体の年間購読がご契約の

条件となっておりますが、「癌と化学療法」は、

冊子体のご購読は必要なく、Pieronlineで電子ジヤ

ーナルのみのご契約が可能です。

■･･-|㎜s･･■■皿--■all回-●J』●･J-･ljl臨｡|整形外科領域の「手桶」を徹底して取り上げる

liil£こ?|新しい専門誌です。教科書には載っていない手

llll=j川桶のコツ、ピットフォール、リカバリー法など　　　　　　　　、
‐駐T佃湊SU。　　　　　　　　　　　　　I.

。。、一。Pieronlineはパッケージ商品ではありませんので、

言言　必要な雑誌だけを一諾栄位でご購読いただけます。

言告示ご　また、お得なパッケージ価格もございます。

紬甲9?怖;http://www.i4j｢6nlihejp/ﾌﾟﾃ……i°11…………………'………‘……｀…………ﾉﾉ
=
j………ﾉ……j………j.･.･･,･」.･=j･

･j･.･･j･･J･.



みんなで知っ得［助かる］［助ける］

視党障宿老のための防災対策マニュアル増補版

日本盲人社会福祉施設協議会情報サービス部会／編　Ｂ５判・!60ページ　定価2j00円

2010年刊行の防災対策マニュアルの増補改訂。東日本大震災などの教訓を生かし、普段からでき

る災害への備えや、避難所･仮設住宅に視党障害者のニーズをどう生かすか、また地震､帰宅困難、

津波、原発事故、火山噴火、風水害での対策について、体験談をまじえながら解説します。

りコービジョンの子どもた今を支援すｌために

見えにくい子どもへのサポートQ8､A

氏聞和仁／編著　Ａ５判・256ページ、定価l､890円

一人ひとり見え方が異なる弱視の子どもたちの特性と支援方法についてQ&A方武でわかりやす

く解説。その子どもにあった補助具やタブレット型端末を使った事例紹介も掲載しています。

ｙティスレクシアの子どもだ考を支揺す３ために

読み書き障害のある子どもへのサポートQaA

河野後覚／著　Ａ５判り60ページ　定価|､890 F9

学習障害の中でも「読み書き」に困難がともなうディスレクシアの子どもたちの特性と支援方法

についてQ&A方式でわかりやす《解説。スマートフォンや小型ワープロ、便利なアプリなど、

さまざまな伏勢手段を具体酌に紹介します。

｢iiiil ;」Ilj31181r悶悶芯U訟にぷ

一一

　　　全国患者図書サービス連絡会会報　　=ISSN 1334-2937

　　　　　　第19巻　第４号（通巻69号）2013年８月31日発行

発　行：全国患者図書サービス連絡会（httpがkanjatoshoJp/）

　　　　　　　　〒939 －2692 富山県富山市婦中町新町3145

　　　　　　　　　　　　　　独立行政法人国立病腕機構富山病院･気付

　　　　　　　　　連絡先:Ema11:i油）@ka司atoshoJp

　　　　　　　　　　　　　　　　　yamamuro@tb3.so-net.neJp

　　　　　　　　　印刷所：株式会社　中島印刷所

　　　　　　　　　　　　　　〒232 －0026 横浜市南区二葉町4 －39

年会費は下記へお願いします。

　　　　　振込口座　　00590－4－9311

　　　　　加入者名　　全国患者図書サービス連絡公

　　　　　年会費･購読料共　4,000円
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