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コロナ禍の夏の「お買いもの」
大型扇風機 、ウォータークーラー、熱中症計 、泡石鹸液…
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泡石鹸で手を洗う別府大学明星小の

柏崎小のデジタルクロック
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葛尾中の大型扇風機

三輪小の大型扇風機

5

三滝中のウォータークーラー

清原南小の熱中症計
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年生

1

大分県別府市の別府大学明星小学校

つ。支援で買った大型扇風機を体育館に

広島市西区の市立草津小学校は、ミス

は、熱中症と新型コロナの対策グッズが

置き、コロナ対策の換気にも役立ててい

トの出るガーデンホースなどを購入。校

は、コロナ対策で泡石鹸液などを購入。

目立っています。具体例をいくつかご紹

ます。生徒数は5人で全員女子。和気あ

門近くにホースを設置しました。暑い日

児童たちは手首まで泡を付けてしっかり

介します。

いあいと学びつつ、今回の豪雨災害では

の登下校時にミストを出し、子どもたち

洗っています。臨時休校中の3月に注文

支援の募金活動もしました。

を喜ばせています。

し、4月上旬に届きました。

最近のベルマークによる「お買いもの」

北海道北見市の市立三輪小学校は大型

東京都世田谷区の区立松沢小学校は、

一方、商品の到着に日数がかかるケー

扇風機20台を買いました。北海道でも

宇都宮市の市立清原南小学校は、熱中

夏は気温が30度を超えます。コロナ禍

症の危険度を「暑さ指数」として表示する

6月にミストポールセットを買いました

スも。奈良市の市立三笠中学校は、修学

で夏休みが減り授業機会が増えたことか

「黒球型携帯熱中症計」を買いました。
「ど

が、商品が届いた直後から長雨が続き、

旅行で使いたいと非接触型の体温計を注

ら購入を決め、さっそく各教室で使って

こにいても危険度を測れます」と吉住寛

1学期は使う機会がなかったとのこと。

文しましたが、商品の到着が旅行には間

います。「子どもたちは風を感じられて

子校長。数値が高い時は教室で過ごす等

でも夏休み中、学童保育の子どもたちの

に合わなくなりました。協力会社の内田

喜んでいます」
と酒井宏昭教頭。

の対応を取ります。

ために稼働させるそうです。

洋行によれば、熱中症やコロナ対策の物

三重県四日市市の市立三滝中学校は、

品は人気のため品薄で、非接触型体温計

横浜市立新鶴見小学校も大型扇風機

青森県八戸市の市立柏崎小学校は、大

14台を購入。体育館での熱中症対策と

きな「熱中症・乾燥注意表示付きデジタル

校内に3台あるウォータークーラーのう

の場合、注文してから届くまでに3カ月

して以前から検討していましたが、コロ

クロック」を購入。赤・黄・青3色の顔マー

ち1台を更新しました。福祉委員会を中

近くかかることがあるそうです。

ナ禍を受けて台数を増やし、校舎の廊下

クが光って危険を知らせます。PTAの母

心に生徒が代々ベルマーク活動を続けて

◇

にも10台設置しました。

姉教養委員会が購入を提案しました。
「状

きた成果です。担当の元水幸子教諭は「購

ベルマーク預金で商品を買うと、購入

況が一目瞭然で分かり、大変助かります」

入額の1割が支援に回り、誰かを助ける

額の1割が自動的に援助資金として寄付

と小林淳教頭。

力になれたことも嬉しい」。

され、被災校等のために使われます。

福島県葛尾村の村立葛尾中学校はベル
マーク財団の東日本大震災援助校のひと

豪雨災害の被災校へ 、緊急友愛援助募集
「令和2年7月豪雨」ベルマーク預金から直接寄付
ていただける学校・団体は、所定の申込書に必要事項を

した。今後、
「激甚災害」に指定される見通しだそうです。

ベルマーク教育助成財団は緊急の友愛援助を募集しま

記入し、学校長と、PTA会長または代表者が署名・押印

財団は、被災地の子どもたちの学ぶ環境を整え、笑顔

す。いただいた友愛援助は、支援の資金として活用いた

のうえ、郵便で財団までお送りください。2020年12月

を取り戻してもらえるよう、これからも支援してまいり

します。被災地の厳しい環境で「学び」を強いられている

末日まで受け付けます。

ます。

7月の記録的な豪雨で被災した学校への支援として、

子どもたちに、温かい手を差し伸べてください。

今回の大雨は「令和2年7月豪雨」と名付けられ、全国

友愛援助は、参加団体が持っているベルマーク預金を

各地で記録的な降水量を記録しました。特に九州では熊

使って、援助資金を直接寄付できる仕組みです。協力し

本県の球磨川が各所で氾濫するなど、大きな被害が出ま

豪雨災害被災校の緊急友愛援助・申込書は財団ＨＰの
「ダウンロード」→「各種申込書」からどうぞ。

2

第475号

2020年（令和2年）8月10日（月曜日）

台風・コロナ禍にめげず「車いす寄付しよう」
生徒が頑張る栃木・下野市立石橋中 、累計300万点
1 2

福祉委員会のみなさん

台風

3 1

3

2

仕分けに取り組む委員たち

号襲来後の様子（石橋中提供）

19

かわなご るな

栃木県下野市にある市立石橋中学校

学校の周囲は田んぼが広がっていま

も再スタートを切りました。最初の福祉

福祉委員だった川中子瑠南さん（2年）は

（坂口修校長、生徒606人）は、生徒の福

す。昨年10月の台風19号で近所の川が

委員会では、今年度中に車いすを1台以

「たくさん集めたマークが使えなくなっ

祉委員会が、ベルマークを貯めて車いす

氾濫。泥水が学校に押し寄せました。当

上贈ろうと、全校生徒に一人毎月10点

たのは残念でしたが、これからもっと

を買い、近くの施設に届ける活動をして

時、校舎は改修工事中で、プレハブの仮

ずつマークを集めてもらう計画を立てた

いっぱい集めて、車いすをプレゼントす

います。ところが昨年、台風19号の大

設校舎を使っていましたが、床上浸水の

そうです。

る目標を達成したい」と前を向きます。

雨で校舎が浸水、せっかく集めたマーク

被害に遭いました。生徒会室で保管して

７月上旬、委員会の活動を取材しまし

が泥につかって廃棄せざるを得なくなり

あった仕分け済みのベルマークも泥だら

た。放課後、担当の加藤香織先生が委員

学校全体で社会貢献

ました。さらに新型コロナ禍も襲いまし

けになり、廃棄処分にしたそうです。

たちにマークが入った封筒などを渡し、

できることに興味を

福祉委員長の大塚勝平くん（3年）は、

たが、生徒たちはめげずに活動を再開さ

財団では昨年の台風・大雨で宮城・栃

仕分け作業が始まりました。みな真剣な

持ち、委員会に入っ

せ、
「今年度中には車いすを贈りたい」と

木・千葉・長野4県の計50校を支援しまし

眼差しで手を動かしています。お互い声

たといい、「呼びか

張り切っています。

た。石橋中も支援先に選ばれ、3月に寄

をかけ合うなど協力し、作業を終えた封

けるとみんな協力し

石橋中はベルマーク財団からの支援

贈マークが預金に加算されました。これ

筒が次々と教壇に戻されました。特別支

てくれるのでありが

対象にもなり、その寄贈マークを加え

も加えて、マークの累計点数は300万点

援学級の生徒が作業学習の一環として仕

たいです」と話します。

て累計点数は300万点の大台に達しまし

の大台に。この支援で、高圧洗浄機と掃

分けをすることもあるそうです。

た。ベルマークの活動主体は生徒の福祉

除機を買いました。

委員会。点数を貯めて3年に一度、車い

校舎の改修工事は台風の影響で遅れ、

加藤先生は「目標に向けて生徒たちは

増山輝くん（3年）は台風の際に、教室

黙々と活動しています。累計の300万点

のロッカー最下段に入れていた教科書

も、過去の石橋中の頑張りを今の生徒が

すを買い、近くの特別養護老人ホームに

今年3月まで続きました。すると今度は

やファイルが半分以上水に浸かり、「自

引き継ぎ、自主的に活動を続けてきた結

贈ることを目標にしています。最近では

新型コロナ禍で休校に。学校が再開した

然災害は人間の力ではどうにもできず、

果なので、非常に嬉しいです」と語って

2016年11月に車いす2台を贈りました。

のは6月でした。そこでベルマーク運動

すさまじい」と思ったそうです。昨年も

くれました。

トヨタ看護専門学校の学生の皆さん

愛知の専門学校と秋田の児童発達支援施設
ベルマーク運動には毎月、10 ～ 30ほ
どの団体が新たに参加しています。小中
学校がほとんどですが、大学・公民館や
専門学校、さらに児童発達支援事業所な
ども含まれます。6月に運動に参加した
2つの団体、愛知県豊田市にあるトヨタ
看護専門学校と、秋田県五城目町にある
チャイルドステーションゆうゆうに、そ
れぞれの取り組みなどをお聞きしまし

「ゆうゆう」
での作業風景。整理袋にゴム印を押していく

ベルマーク、はじめました

2 1

1 2

た。
トヨタ看護専門学校は、トヨタ自動車

ベルマークは、ただ集めていただけ

過ごす事業所で、計19人が通っていま

サミを使うのが苦手なのにマークは頑

が1943年4月に准看護婦養成所として

だったそうですが、たくさん貯まってき

す。職員の島﨑瑠衣さんは「障害の特性

張って切り取ってくれます。「自分たち

創立、その後1987年4月に現在の校名

たことから参加登録を決めました。自治

に応じた個別活動や、地域の施設を利用

ができる範囲で楽しんでくれている」と

で開校しました。現在は約120人の生徒

会担当職員の内田ルミさんは「ベルマー

した体験活動、教室開催など、広い視点

島﨑さんは感じています。

が看護師を目指して日々学んでいます。

ク運動は幼い頃から親しみがあり日頃か

からのアプローチ」を大切にし、「今日も

実は島﨑さん、以前勤めていた幼稚園

ベルマーク運動への参加登録はPTAが

ら触れる機会も多い。それを継続した

楽しい！」を引き出すことを心掛けてい

でもベルマークを集めており、累計200

かった」と言います。

るそうです。

万点を達成して財団から感謝状が届いた

一般的ですが、同校から届いた申込書の
団体名は
「自治会」
。地域社会に貢献する

今後の目標を教えてくれたのは大橋玄

ベルマークに関わったきっかけはひと

ことを覚えていました。2018年4月に

ため、全校生徒が所属する組織として

季さん（2年）。「目標は年間2000点の収

りの女の子。その子は来るたびに職員と

設立したばかりの“ゆうゆう”ですが、
「子

1943年の創立時に作られました。長谷

集。集計が想像以上に大変ですが、皆と

マークを集めて数え、100点を目標にし

どもたちが大人になるまでに、どれくら

川葵さん（2年）をリーダーに、教職員15

協力して続けていきます」と話してくれ

ていました。それが1年半後には400点

い集まるのかな」と楽しみにしています。

人も協力してペットボトルキャップの回

ました。

を超え、今回の参加登録となったのです。

“ゆうゆう”が目指す“今日も楽しい！ ”を

ある子は毎日のおやつにマークがつい

引き出すひとつとして、マーク収集を継

収や古本のリサイクルなどにも取り組ん
でいます。

チャイルドステーションゆうゆうは、
知的障害や発達障害がある子どもたちが

ていないか探します。また、別の子はハ

続してもらえたら嬉しいです。
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「次は社長さんから表彰状を」
ショウワノートキャンペーン全国1位・那覇市立小禄小の真栄平大使
協賛会社のショウワノート（ベルマーク番号53）の第

さんは「全国1位」
「ご協力ありがとうございました!!」の

46回（2019年）ベルマークキャンペーンで全国1位と

文字が入った横断幕を作り、学校のフェンスに掲示しま

なった沖縄県の那覇市立小禄小学校（平敷兼栄校長、児

した。「いまも小禄小は頑張っていることを、卒業生に

童418人）は、ベルマーク大使の真栄平京子さんが活動

もぜひ知ってもらいたいです」。

の拠点にしている学校です。このほど真栄平さんから、

真栄平さんは、お子さんが小禄小に通っていた頃にベ

のベルマーク大使の一人として任命されました。

のような表彰式は行われませんでしたが、真栄平さんは

今回のコロナ禍は、学校でのベルマーク活動にも大き

「いつかまた全国1位になり、ショウワノートの社長さ

く影響しているようです。でも「ベルマークは私の生き
がい」という真栄平さんは希望を捨てていません。「保護

んから表彰状を受け取りたい」と話します。

者や先生方の協力があってこその活動。皆さんへの感謝

このキャンペーンは、1年間に財団で検収したショウ
ワノートのベルマークの点数を競います。小禄小は、真

の気持ちでいっぱいです。私はこれからも頑張るので、

栄平さんが以前からノートの校内販売に力を入れている

みんな一緒に楽しく続けていけたらうれしい」。
ショウワノート経営企画部の原田英彦さんは「ぜひ連

こともあり、2015年から4年連続で九州・沖縄地区1位
を獲得しました。そして今回の全国1位。
「やったーっ、

覇していただき、来年こそお伺いできれば」。真栄平さ

と思いました。今まで地区の1位で満足していましたが、

んは「もしそうなったら『全国連覇』という横断幕を新し

全国というのは、やっぱりすごいことですね」
。真栄平

く作りますよ」と明るく語りました。

赤嶺美智子さん、川満恵さん、ベルマーク

た。新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、例年

㊤左から、ベルマーク委員の栗山志奈さん、

ク活動を続けています。2018年秋には財団から第2陣

大使の真栄平京子さん、平敷兼栄校長先

記念品を前に撮影した写真がベルマーク財団に届きまし

生、仲地敬教頭先生

ルマーク委員長を務め、卒業後も同校を拠点にベルマー
㊦小禄小のフェンスに貼り出された横断幕

学校に届いた表彰状と、事典・ジャポニカ学習帳などの

寄贈マーク、いつもありがとうございます
ウエルシアとキリンビバレッジ

ナックが12年連続

ニチレイが3年連続

全国に2115店舗のドラッグストアを展開しているウ

社内で毎年ベルマークを集めて寄贈してくれている株

協賛会社のニチレイ（ベルマーク番号88）が、グルー

エルシアホールディングス（本社・東京都千代田区）と協

式会社ナック（本社・東京都新宿区）が、今年もたくさん

プ企業全体に協力を呼びかけて集めたベルマーク1万

賛会社のキリンビバレッジ（ベルマーク番号54）は、共

のマークを届けてくれました。ナックからの寄贈はこれ

5847.2点を財団に寄贈しました。2017年4月に協賛会

同で展開したキャンペーンで集めたベルマーク14万

で12年連続。干支が一周するほどの長期にわたり、ベ

社になって以来、これが3回目の寄贈です。

9866点を財団に寄贈しました。

ルマーク運動を支え続けてくれています。同社は他にも

7月14日、ウエル
シアホールディング

社内掲示板を活用し、国内約200の事業所に呼びかけ

様々なCSR活動をしていますが、「一番長く続けている

て集めました。人事総務部総務・

のはベルマークかも」。

渉外グループの菅野久美子さんは

ス本社に関係者が集

同社CSR委員会の白濱夢子委員長と、IR・広報室の松

「呼びかけると、すぐに各事業所

まって寄贈式が開か

田萌絵さんが7月17日にベルマーク財団を訪れ、ベル

からマークが届けられます。とて

れ、ウエルシア薬局

マーク16万9千点を寄贈しました。昨年度の1年間、約

もありがたく感じています」。

取締役商品本部長の

200の拠点で集めた

畑和彦さんに、ベル

ものだそうです。

障がい者雇用を促進する特例子会社のニチレイアウラ
の皆さんが会社・点数別に仕分けしました。作業は延べ

マーク財団から感謝

「暮らしのお役立

状が手渡されまし

ち企業」を掲げる

ニチレイが目指すのは「子どもたちの学びや笑顔に少

た。

ナックは、宅配水「ク

しでも役に立つこと」。菅野さんはそのために、「良い製

45人が参加し、計21時間かけたそうです。

ウエルシアの店舗で3月2日から5月10日まで実施した

リクラ」、掃除用具

品やサービスを提供していくことはもちろん、社会貢献

「ベルマークを集めて東北復興応援キャンペーン」で、キ

などダスキンのレン

のための行動を自然と起こせるような、社内の雰囲気に

リンビバレッジのベルマーク4点分を1口としてはがき

タル商品、さらに住

していきたい」と考えています。その一歩としてベルマー

に貼って応募すると、抽選で東北にちなんだ名産品がも

宅建築、省エネ資材

ク収集を位置付けており、「これからも継続して実施し

らえるというもので、3万3132通の応募がありました。

など、住まいと生活

ていきたい」と話してくれました。

共同キャンペーンは昨年に続いて2回目。応募総数は前

を軸に様々な事業を手がけています。従業員は約1500

回より1万通以上も増えたそうです。

人。CSR委員会は、ちょっとした心がけで気軽に取り組

◎「本の帯創作コンクール」表彰式は開催せず

キリンビバレッジ広域流通営業部課長の松園明子さん

めるボランティアを「ちょいボラ」と称し、ベルマークを

「大阪こども『本の帯創作コンクール』」は、今年度は表

は
「コロナ禍だからこそ、『何か自分に出来ることはない

はじめ様々な取り組みを進めています。すでに今年度の

彰式を開催しないことになりました。コンクール自体は

か』とお客様の意識も高まり、今まで目につかなかった

ベルマーク収集も始めていますが、「今は無理して集約

引き続き作品を募集しています。締切は９月３日、消印

ものが目につくようになった結果では」と分析していま

せず、個々人で手元にマークを貯めています。早くコロ

有効。審査結果は11月に朝日新聞（大阪本社版）で発表

す。今回寄贈されたベルマークは、すべて東日本大震災

ナが終息して、来年まとめてお届けしたいですね」と白

します。賞の中にはベルマーク賞もあります。問い合わ

被災地のために活用いたします。

濱さんは話してくれました。

せは大阪読書推進会事務局（06-6361-5577）へ。

大台達成校
7月
魚崎小
神戸市東灘区
明倫小
三重県伊勢市
桜台小
神奈川県伊勢原市
少路小
大阪府豊中市
北の台小
神奈川県綾瀬市
大富士小
静岡県富士宮市
玉島小
岡山県倉敷市
愛徳幼稚園 神戸市垂水区
北斗小
北海道根室市
認定こども園わかくさ
福島県田村市
宝泉小
群馬県太田市
針ケ谷小
さいたま市浦和区
五井小
千葉県市原市

11,021,473
9,001,774
7,012,270
7,010,608
6,003,161
6,016,811
6,026,826
5,013,375
4,032,213
4,073,355
4,052,786
4,004,846
4,005,472

藤の木小
吉田南小
北小
第２向陽小
新田小
久枝小
三内西小
吉沢小
大穴小
稲荷木小
多聞小
三ツ境小
荒川小
江浦小
湯本第二小
吉井田小
真岡東小

横浜市南区
新潟県燕市
愛知県津島市
京都府向日市
山口県防府市
松山市
青森市
水戸市
千葉県船橋市
千葉県市川市
東京都世田谷区
横浜市瀬谷区
大阪府東大阪市
山口県下関市
福島県いわき市
福島市
栃木県真岡市

4,005,058
4,032,009
4,009,526
4,023,632
4,019,337
4,004,384
3,001,742
3,002,457
3,014,660
3,009,250
3,059,533
3,011,088
3,038,580
3,003,905
2,036,243
2,004,756
2,009,882

新金岡東小 堺市北区
嘉瀬小
佐賀市
鳴見台小
長崎市
門川小
宮崎県門川町
宮川小
鹿児島市
西小
北海道滝川市
大河原小
宮城県大河原町
大谷北小
栃木県小山市
高井戸第四小 東京都杉並区
小金井第三小 東京都小金井市
菅生小
川崎市宮前区
蝶屋小
石川県白山市
旭小
福井市
聖ドミニコ学院京都幼稚園
京都市上京区
春日幼稚園 京都市右京区
長池小
大阪市阿倍野区

2,003,606
2,011,605
2,011,775
2,016,364
2,006,553
1,006,541
1,021,384
1,001,174
1,009,085
1,016,298
1,018,975
1,010,910
1,023,373
1,033,193
1,004,726
1,011,254

安乎小
昭和中央小
宇美小
東与賀小
高城台小

兵庫県洲本市
広島県呉市
福岡県宇美町
佐賀市
長崎市

寄付してくださった方
8月

中林緊治

1,014,183
1,010,130
1,005,054
1,036,587
1,006,564
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児童文学評論家・藤田のぼる
絵

本

学年以上向き、1500円＋税）

『あめかっぱ』
（むらかみさおり・作、偕成

『区立あたまのてっぺん小学校』（間部香
『せんそうがやってきた日』
（ニコラ・デイ

社）
思わず「あまが

低・中学年向け

ビス作、レベッカ・コッブ絵、長友恵子・訳、

っぱ」と読んでし

すずき出版）

まいましたが、
「あ

8月 と い う

代・作、田中六大・絵、金の星社）
二学期の始業式の

『うちにカブトガニがやってきた!?』（石
井里津子・文、松本麻希・絵、学研プラス）
カブトガニは 2 億年
前から形が変わらず、

日、寝坊してあわてて

「生きた化石」と言わ

学校に行ったリョウ。

れていますが、瀬戸内

め」で、
「かっぱ」

ことで戦争に

頭の上がもぞもぞする

海から九州にかけて干

に濁点はついてい

関わる絵本が

ので鏡を見て、びっく

潟で見ることができま

ません。このタイ

何冊も出され

り。頭の上に小さな小

す。毎年夏休みに開か

トルを見ただけで

ましたが、こ

さな教室（黒板や机）が

れる山口県の観察会に

「おもしろそう」
と思えました。お出かけ

れを選びました。でも、説明がとても難

あり、先生や生徒たち

参加した著者の一家。下の子のハツがそ

のお母さんと入れ違いに、なおちゃんの

しい。いつものように両親に見送られて

がいるのです。他の子たちに見てもらう

の魅力にはまり、３年生の夏にたまご

家にやってきた緑のかっぱ。
「今日はピ

登校した〈わたし〉。学校のランチタイム

と、「区立あたまのてっぺん小学校」の看

を 50 個ほどもらい受けて、飼育を始め

クニック日和」とおにぎりを作り始めま

のすぐ後に「戦争がやってきて」、町をが

板があるといいます。区役所に行くと、

ます。孵化の後、脱皮して成長していく

す。最初は「 雨なのに」としぶっていた

れきに変えてしまいます。野原や山を越

他に適当な頭が見つかるまでそのままに

カブトガニ。秋から冬にかけては泥の中

なおちゃんもなんだか楽しくなり、雨の

え、「小屋がひしめきあっているところ」

して、と頼まれます。頭の上の先生や生

で休眠します。ふた夏かけて、30 匹ほ

中を出かけます。やってきたのは林の中

までたどり着いた〈わたし〉。しかし、通

徒たちとは話もでき、お昼になると給食

どの幼生を育てたハツ。こんな体験をし

で、たくさんの子どもたちがそれぞれの

りを歩いても家々のドアは締められ、学

を分けてもらいに降りてきます。ところ

た小学生は珍しいでしょうが、カブトガ

かっぱと一緒に集まってくるのでした。

校に〈わたし〉の椅子はないのです。これ

が他のクラスの子から気持ち悪いと言わ

ニを「かぶこ」と呼ぶなど、大変さとい

シュールともいえる細密な絵と、絵の中

は、難民の子どもをモチーフにした絵本

れ、ちゃんと言い返せなかったことを悔

うより、楽しさが伝わってきます。子ど

の子どもたちの衒いのないワクワク感が

ですが、戦争が何よりも子どもの当たり

やむリョウ。突飛な設定ながら、段々「そ

もの視点と（著者である）大人の思いと

見事に融合して、確かに「あめかっぱ」で

前の日常を奪うものであることを、静

んなこともありそう」と思えてくるのが

がうまく重なり合ったハートフルなノン

した。
（低学年以上向き、1300円＋税）

かに告発しています。（低・中学年から、

不思議です。（低学年以上向き、1200円

フィクションでした。（中学年以上向き、

1500円＋税）

＋税）

1400 円＋税）

高学年・中学生向け

原作を読んでないという人も、本書と合

に戦争の時代でした。十代の時に家を飛

『生きつづけるキキ―ひとつの『魔女の宅

わせて、ぜひ『魔女の宅急便』の本のほ

び出して満州にわたり、その後農作物の

うも手に取ってみてください。共に東京・

検査技師として働いた時代は、完司さん

てら

『カメレオンのかきごおりや』
（谷口智則・
作、アリス館）
今度はタイトル
で中味が見当つき
ますが、
最初の
「ぼ

急便』論―』
（斉藤洋・著、講談社）

くは たびする か

タイトルが示すよう

下町生まれという、角野・斉藤対談も

にとって実は「一番よかった時代」でし

きごおりや」とい

に『魔女の宅急便』
（角

収録されています。（高学年から、1500

た。そして召集を受け、完司さんが所属

う一人称の文で、

野栄子・著）の作品論

円＋税）

する部隊はグアムに送られます。しかし、

ちょっと意表をつ

なのですが、これを書

かれました。カメレオンが世界中で集め

いたのが『ルドルフと

た色とりどりのシロップ。元気のないサ

イッパイアッテナ』な

ルには黄色の太陽かき氷、夏バテのシロ

どの作者の斉藤洋さん

聞き書きのノンフィ

ました。そしてそれから一年ほども、ジャ

クマには青い海風かき氷、というふうに、

ということで、作家と

クションで、著者が講

ングルの中で生き延びたのです。終戦と

お客さんによってシロップの色を変え、

して『魔女の宅急便』のおもしろさのツ

師を務める英会話教室

ともに捕虜となってアメリカに移された

喜ばせます。でも、
「ぼくって いったい

ボを解き明かす、といった内容です。創

で出会った女性のお連

完司さんでしたが、そこでの待遇は思い

なにいろなんだい？」と自問するカメレ

作の裏側というよりも、作品の中に埋め

れ合いが「完司さん」で

の外いいものでした。従来の「戦争体験

オン。この、自ら行動し、考えるカメレ

込まれた宝探しをするような楽しさがあ

した。ひょんなことか

を語る」的な本とは一線を画す、証言者

オンが、
「あなたは何色？」と、こちらに

ります。角野ファン、斉藤ファンには欠

ら、その完司さんの若

の肉声が聞こえてくるような一冊でし

問いを投げかけてくるようでした。
（低

かせない一冊ですが、アニメだけでまだ

い頃の話を聞くことになり、それはまさ

た。（高学年以上向き、1600円＋税）

満足な補給もないまま部隊は「玉砕」、実
『完司さんの戦争』
（越智典子・文、コルシ
カ絵・漫画、偕成社）

家には戦死の報せが届きます。しかし、
完司さんは片足を失いながらも生きてい

ベルマーク寄贈者・友愛援助リスト
（敬称略）
局 ガールスカウト鹿児島県連盟 鹿児島県立短
〈震災寄贈〉 6 月 21 日～ 7 月 20 日
▼北海道 山口美智子▼岩手県 ㈲ニコニコ総合 期大学 かごしま骨髄バンク推進連絡会議 鹿児
企業▼栃木県 福田英二▼埼玉県 鈴木千波 ㈱ 島市社会事業協会 鹿児島実業高等学校 鹿児島
丸山自動車 匿名希望▼千葉県 菊地美智子 多 信用金庫 鹿児島大学 かごしまベルマーク運動
田明・直子▼東京都 イトーヨーカ堂 中島好子 推進の会 かごしまボランティアセンター カフ
日本基督教団小金井緑町教会 富士通ビー・エ ェギャラリーあがってん カローラ伊敷店 川畑
ス・シー労組 ブラザー工業㈱法務・環境・総務 篤 草牟田小学校給食室 さとみクリニック 純
心女子短期大学 ジョイフル恵理 聖母幼稚園
部 ウエルシア薬局㈱ 杉島徳子 名倉真理子
匿名希望▼神奈川県 牧田知与▼新潟県 木嶋祐 智書 西伊敷の太陽クリーニング 日本生命鹿児
島支社労組 原村かつ子 本願寺鹿児島別院 前
子▼静岡県 ㈱星野新聞伊東店 ㈲神谷新聞店
鈴木晶子 疋田みさと▼愛知県 黒島三賀 匿名 田尚美 宮脇孝子 山口浩クリニック 四枝晴美
和菓子工房花月▼ さくら▼無記名＝ 16 件
希望▼三重県 畑千夏 四日市市立保々中学校▼
大阪府 伊川かおり 中嶋一湖 澤田文子 匿名
希望▼兵庫県 前田直希 奈良市ボランティアイ 〈一般寄贈〉 6 月 21 日～ 7 月 20 日
ンフォメーションセンター 「ベルマークあつめ ▼北海道 美唄消費者協会 若林和恵 佐藤玲
隊」 足立佳代枝 ワイズメンズクラブ国際協力 柴田千鶴▼岩手県 鈴木明広▼福島県 佐藤ひと
西日本区六甲部 神戸ポートクラブ 山森好恵▼ み▼栃木県 ( 同 ) 縁ＧＡ和 大塚正志▼群馬県
関まさかず 中村明典 明電舎労組太田支部▼
和歌山県 嶋田純佳 谷祐輝▼香川県 堤すみれ
▼福岡県 阿部信志▼佐賀県 中島展子▼鹿児島 埼玉県 ㈲朝日メディアサービスＡＳＡ小手指・
県 志摩喜代子 ( 福 ) 薩摩川内市社会福祉協議 狭山ヶ丘 新崎清美 仙波美保子 中村 石田真
会樋脇支所 九州労金労組鹿児島支部 A コープ 規 内藤美子 藪陽一▼千葉県 越智庸子 匿名
伊敷ニュータウン Café オアシス SONY 鹿児島 希望▼東京都 清田達雄 瀧島百合子 直江成子
平野美穂 細沢旨生 堀美紀 荒井奈美子 市
studio princess TK パルジュ アルモニー薬

川佳世子 井上一郎 ㈱萩原製作所 国府方嬌子 阪トヨタ自動車労組 大西祐子 後藤光子 田邉
鈴木則子 増岡文子 東京ボランティア・市民 﨑美▼兵庫県 日本ハム食品㈱関西プラント 中
活動センター 野口早苗 榎本紀子 ㈱文理 ツ 村弥生 アイスター商事代理店松本雅子▼奈良県
関本幸子 匿名希望▼鳥取県 永原千恵▼岡山
ルオカユキ 平野美穂 石井りさこ 市野容子
小野楽夢里 葛西美沙子 ㈱ジェー・シー・スタ 県 大塚泰弘 鳥越多美子 大森和美▼広島県
ッフ ㈱ナック 昭和電工㈱ 横沢護 匿名希望 中国労働金庫労組▼山口県 大船一宝 匿名希望
▼神奈川県 Kyoko Katsuki 田中宏 東芝イン ▼香川県 匿名希望▼福岡県 JR 九州ユニオン
塚本幸子 下田照代 中村葉子 医療法人南島
フラシステムズ㈱小向事業所 アイスター商事代
整形外科 武田綾奈▼長崎県 久保山繁樹▼大分
理店土屋眞弓 アイスター商事代理店前川敏子
武田冨士子 中村照子 ヨネクラリエ 石黒琢一 県 石堂泰史 井上義雄▼宮崎県 石橋薫▼沖縄
郎 今倉世志江 大橋敬義 川崎久美子▼富山県 県 大嶺さつき▼ 村上 美少女戦士セーラーム
堀喜江▼石川県 守田陽子▼山梨県 濃野あゆ ーン▼無記名＝ 42 件
み 山梨中央銀行職員組合▼長野県 穂苅喜一郎
高橋広美 匿名希望▼岐阜県 堀田輝子 丸山 〈友愛援助申し込み〉7 月 1 日～ 7 月 31 日
◆大阪府 楠葉西中（枚方市）◆兵庫県 高州小
恵子 北川幸子 太田仁美 匿名希望▼静岡県
土屋比都司 水上 畠中将也▼愛知県 安藤佳未 （西宮市）
㈱ジェイエスピー AT グループ健康保険組合
〈友愛援助申し込み・豪雨災害被災分〉
石井由美子 名古屋市民 阪堂淳子▼三重県
渡辺満美 パナソニックライフソリューションズ 7 月 1 日～ 7 月 31 日
労組津支部 藤原あづさ 旭電器労組 辻かよ▼ ◆栃木県 西那須野幼稚園（那須塩原市）◆東京
滋賀県 小林雷希▼京都府 浅井潤 小林成代▼ 都 駒本小（文京区）◆愛媛県 大島中（今治市
大阪府 溝口しげみ ㈱関電エネルギーソリュー ）◆沖縄県 小禄小（那覇市）
ション タグチ書店 和木志津子 稲垣直子 大

