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創立90周年「みんなの時計台」
福岡市立吉塚小 、ベルマークを集めて設置
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「みんなでベルマークを集めて時計台を！」。そんな運

動を進めてきた福岡市博多区の市立吉塚小学校の校庭

に、ポールに支えられた直径70㌢の時計が立ち上がり、

ナ禍に見舞われながらも、創立90周年を迎えた2020年

クやカートリッジがたくさ

3月、同校に取材しました。吉塚小が創立90周年を記

念して学校環境を整える計画を立てたのは2018年。計

画には屋外にポール型の時計を立てることも盛り込まれ
ました。そこから時計購入を目指して、学校と地域が一

緒になったベルマーク収集活動が始まりました。「ベル

マークなら1年生から参加できます。寄付金ではなく、
みんなで力を合わせて実現したいという思いがありまし

とあわせて昨秋、念願の時計を購入しました。

協力会社のセイコータイムシステムから学校に届いた

られ、ベルマーク回収の

らも招かれて出席。ベルマーク委員の児童たちが司会役

た。学校側も廊下に会社

シートを外しました。そこには「みんなの時計台」の文字

になり、ポールの足元に据え付けられた銘板を覆った

企業が同校にマークを寄せてくれたりもしたそうです。
集めたベルマークは児童の委員会が昼休みを使って会

社ごとに仕分け、その後はPTAの委員会が点数別に集計

ベルマーク預金 、HPで残高照会
4月からシステムが稼働しました

各参加団体のベルマーク預金残高を、

2021年4月から財団ホームページで照

が。冬休み期間に全児童から時計の呼び名を募った際、
最も多かった名前でした。銘板のデザインと製作は、技
術のある保護者が担当したそうです。

太田校長は「ベルマークの点数は0.5点や１点とわずか

でも、みんなで力を合わせれば大きなものになる。また
コツコツと集めることができたら」と語りました。

2021年の説明会は中止します
コロナ禍に配慮 、今年も
「バーチャル説明会」用意

ベルマーク財団は、5月と6月に全国

念ですが、本年も説明会を中止せざるを

中止することにしました。新型コロナウ

各参加団体には、個別に説明会の中

で予定していたベルマーク運動説明会を

ください。

在の使用可能金額が表示されます。金額

ります。最初に「PTA番号（登録番号）」を

日に更新作業をします。

入力が正しければ、
「進む」ボタンで現

同校は、不足分はPTA費で補充することにし、預金全額

お披露目式では、全児童や教員に加え地域の公民館長

置。地域の自治協議会が収集を呼びかけたり、校区内の

物の宛て名に使われているものです。

達していました。このため

ソーラーで供給します。

便宜を図りました。このほか公民館などにも回収箱を設

登録名をお願いします。財団からの郵便

分も含めて25万3781点に

も校庭からも時間を確かめることができます。電力は

番号別の引き出しがある棚を常設し、児童たちの活動に

を入力します。学校・団体名は、財団の

残高は、過去に貯めていた

点」。翌2019年度には4

呼びかけなどを始めまし

今度は
「都道府県名」と「学校・団体名」

長。でもベルマーク預金の

ました。ポールの高さだけで4㍍以上あり、校舎側から

「ベルマーク委員会」が作

入力して次に進みます。

ん残っています」と太田校

時計は校長室前に１週間展示された後、校庭に設置され

年生児童による臨時の

トップページ上部の
「残高照会」から入

る活動ができなくなりました。「校内には、まだベルマー

た」と太田康治校長（4月に異動）。
目標は大きく「100万

会できるようになりました。ぜひご利用

ところが、思わぬ障害が待ち受けていました。コロナ

禍です。同校では2020年2月以降、ベルマークに関わ

度に設置する目標を果たしました。

露目式の様子

小は年間集票点数で福岡県2位になりました。

2月にお披露目式が開かれました。名付けて「みんなの

時計台」。地域ぐるみで収集に取り組んだ同校は、コロ

1お披露目された「みんなの時計台」2銘板を覆ったシートを外す3お披

しました。2019年度は13万5427点を積み上げ、吉塚

データの更新は週ごとで、毎週初めの平
毎年10月にお送りしていた残高通知

はがきは今年度から廃止します。操作に

イルス感染が沈静化する見通しが立たな

止をお知らせするハガキをお送りしま

2年連続の中止となってしまい、大変申

ていた内容の一部を「バーチャル説明会

いことを踏まえた決定です。昨年に続き、
し訳ありません。

会場を絞って感染対策の措置を講じる

ついての不明な点があったり、登録名が

方法なども検討し、開催の可能性をギリ

ク財団（03-5148-7255）までお問い合わ

株の広がりもあって感染状況は予断を許

分からなかったりしたときは、ベルマー
せ下さい。

得ないとの最終判断に至りました。

ギリの3月末まで模索しましたが、変異

さない状況が続いています。このため残

す。また昨年と同様に、説明会で予定し
2021」として、財団ホームページでご覧
いただけるように用意いたします。5月
の連休明けにアップする予定です。

なお、東京都の緊急事態宣言が解けた

ため、財団の電話受付は午前9時～午後
5時の通常態勢に戻しました。
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小学生4人が3年間ベルマーク集めて寄贈
「世の中に貢献しよう」大人に頼らず活動

3月初め、東京都新宿区に住む小学6年生のグループ

1 2

「ベルマークジャパン」から、財団に寄贈マークが届きま
した。手紙には「僕たちは約3年間マークを集め、世の

中に貢献しようと思いました」とありました。小学生が
大人の手を借りずにベルマークを集めて寄贈するのはと
ても珍しいことです。

3月18日、卒業式を間近に控えたメンバーたちに話を

聞きました。
区施設に集合したのは、田畑裕理（ひろみち）
さん、田畑智脩
（とものぶ）さん、榮（さかえ）真乃介さん、
浅井碧生（あお）さんの4人。裕理さんと智脩さんは双子

3

で、弟の裕理さんが代表です。

活動のきっかけは3年前の夏頃。4人の学校はベルマー

ク活動が休止状態でしたが、4年生だった榮さんは自分

で調べて寄贈マークの存在を知り、ノートのベルマーク
を切り取っていました。そこに同級生の裕理さんが声を
かけ、
「楽しそう」
と一緒に集めることにしました。その
後、智脩さんも協力するようになり、クラスで仲の良い
浅井さんも誘いました。

5年生になった後、みんなは「グループ名をちゃんと

1「ベルマークジャパン」のみなさん。右から、榮真乃介さん、代表の田畑裕理さん、田畑智脩さん、浅井碧生さん2きちんと仕分けられたマーク

決めよう」
と話し合いました。そこで決まった名称が「ベ

3取材日は3月18日。裕理さんはスケッチブックに「最高な1日」と記した

クという言葉は宣伝になるし、入れたかった。ジャパン

押しがありました」と話します。

ルマークジャパン」
。考案者は裕理さんです。「ベルマー
は……なんとなくかな」

達が『これからも集めるね』と言ってくれた。みんなの後
そして2021年3月、いよいよ財団にベルマークを送

友人や家族、塾の先生の協力も得てマークを集めてい

る日が来ました。郵便局の窓口で裕理さんが封筒を提出

加え、中学受験も控えていました。
「でも、集めるのを

たら今までの努力が水の泡」と、両手を合わせて拝んで

たのですが、6年生に進級した2020年度はコロナ禍に
やめるのは悲しい。行事はつぶれたけれど、せめてこれ
だけは続けていこうと思った」と裕理さん。榮さんは「友

する間、外で待っていた他のメンバーは「ここで失敗し
いたそうです。こうして無事、財団に届けられたベルマー
クは、会社別にきちんと仕分けてありました。

4月から中学生ですが、それぞれ別々の学校に通うそ

うです。「みんなで集めたことは忘れない」（裕理さん）、

「この4人だからこそ集められた」（榮さん）、「ベルマー

クを集めると少しでも社会の役に立てる」
（浅井さん）、

「ベルマークで生まれた絆もあり、達成感も大きかった」
（智脩さん）。

そして口々に「新しい友達とベルマークをまた集め続

けたい」と語ってくれました。

大阪・常盤小 、4年連続で優秀賞
ベルマーク便りコンクール2020

日本一の超高層ビル「あべのハルカス」から徒歩約10

お便り「ベルマーク通信」は、ほぼ毎月発行しているの

分。大阪市阿倍野区の市立常盤小学校（三島公德校長、

が大きな特徴です。長年お便りを作ってきた吉岡由枝さ

大阪でも屈指の大規模校です。2020年度のベルマーク

アとして学校に来ています。最後の年度は「パソコンを

児童1256人）
は、周辺の再開発で年々児童が増えている、
便りコンクールでは4年連続優秀賞に輝きました。

コロナ禍の緊急事態宣言が関西で解除された3月前半

に同校を訪ねました。ベルマークを担当するPTA学級委

んは、お子さんは昨春卒業しましたが、現在もボランティ
使えない人が委員になるかも知れない」と、すべて手書
きで発行したそうです。

コンクールの賞金が計10万円たまった昨年は、感謝

員会の、久々の活動日です。

の気持ちを込めて全児童に消しゴムを贈りました。「ベ

計していきます。通常は2学年ずつ担当月を設けていま

て配りました」と坂本さん。今回の賞金も子どもに還元

児童のベルマーク委員会が回収・仕分けたマークを集

すが
「無理のないよう、ゆるく運用しています」と委員長
の坂本慶子さん。見ていると、先に作業を済ませて帰る

ルマーク協賛会社のクツワの製品に手作りシールを貼っ
できる形を考えていくことにしています。

学校もベルマーク運動に協力的。校舎入り口にはマー

人もいれば、あとから教室に入って来る人も。そのたび

クを会社別に入れる引き出しが設置されていました。
「収

を伝えていました。

考えました」と教務主任の中川敬吾先生は話します。

に坂本さんが
「初めてですか？」と優しく声掛けして要領

集日以外でも、児童が持参したマークを入れられるよう

㊤常盤小のみなさん。前列左から教務主任の中川敬吾先生、坂本慶子PTA
学級委員長、吉岡由枝さん

㊦㊧児童に配った消しゴムに貼ったシール
㊦㊨ハルカスからも常盤小が（写真上部）

ボールを蹴って、長縄跳んで…支援品を活用
福島県の田村市立都路小 、楢葉町立楢葉南小・楢葉北小

2020年度の東日本大震災支援対象校

同じく福島県の楢葉町立楢葉南小学

がスタートした3月、町内の出発地点で

100人）からも感謝メッセージと写真が

「天神太鼓」を演奏して盛り上げていまし

のひとつ、福島県の田村市立都路小学校

校・楢葉北小学校（堀本晋一郎校長、児童

で購入したターゲットマット付きミニ

届きました。購入したのは10メートル

（安瀬一正校長、児童44人）から、支援

の長縄4本など。2月の「なわとび月間」

サッカーゴールと、元気なポーズをとっ

ではこの縄も使い、学年単位で長縄跳び

た子どもたちを収めた写真が、ベルマー
ク財団に届きました。子どもたちはボー
ルが通った点数を数えながら楽しんでい

て給食が出なくなり、弁当持参に切り替

2月にあった福島沖の地震で田村市は

害はなく、子どもたちも落ちついていた

るそうです。

震度5強を記録。給食センターが被災し

の練習に励みました。

両校は2022年度に学校統合する予定

えたそうですが、学校自体には大きな被

です。2月の地震は、楢葉町では震度6

とのことです。

のことです。オリンピックの聖火リレー

弱を記録しましたが、被害はなかったと

は3年生の子どもたちが、地元に伝わる
た。
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たくさんの寄贈マーク、ありがとうございます
あいおいニッセイ同和損保「AD全国プロ会」

協賛会社のあいおいニッセイ同和損害

さん集めていただき、ありがとうござい

組織「AD全国プロ会」が、全国1080の加

机の上に置かれたベルマークは、大き

浜松の保険代理店 、株式会社トップ

あいおいニッセイ同和損保の代理店で

文哉常務理事が出席しました。髙安社長

トップ（髙安紀足＝たかやす・きたる＝社

渡し、「コロナ禍の中、社員一同とお客

ます」と感謝を伝えました。

静岡県浜松市に本社を構える株式会社

盟代理店で集めたベルマークを寄贈し

なボックスから溢れるほどの量でした。

長）が3月26日、ベルマーク財団に21万

細江哲也会長がベルマーク財団の高木文

ブロック代表）は「代理店でもベルマーク

保険（ベルマーク番号92）の専業代理店

AD全国プロ会の野田健一前会長（現東北

ました。東京・渋谷区の本社で3月24日、

収集が定着し、意識が高まってきた成果

哉常務理事にマークを手渡しました。同

ではないか」と話しました。

会からの寄贈は4回目です。

通常は同社ホールで開く「支店プロ会

代表者会議」の席上で寄贈式をしてきま

余点のベルマークを寄贈しました。

トップは社会貢献としてベルマークを

集め、保育園や社会福祉施設に寄付して
きました。2020年の創立50周年式典に

向けて全社あげて収集に努めていました

は高木常務理事にベルマークと目録を手
様の集めたベルマークです。被災地のみ

なさんに渡してほしい」と話しました。
高木常務理事は「被災地支援に役立たせ
ていただきます」とこたえ、髙安社長に
感謝状を贈りました。

が、新型コロナ禍で式典は中止に。でも

したが、今回はコロナ禍のため応接室で

収集活動は継続し、社員が集計したとこ

の寄贈でした。細江会長は「収集は継続

ろ計21万4515.1点にもなりました。

していくことに価値がある。コロナ禍と

26日は浜松市のホテルで寄贈式があ

いう厳しい状況ですが、活動を盛り上げ

り、トップの髙安社長、加藤丈雄常務取

高木常務理事は「こんな状況下でもたく

洋司浜松支店長、ベルマーク財団の高木

る方法を考えていきたいです」と語り、

締役、あいおいニッセイ同和損保の戸高

沖縄・小禄小が連覇
ショウワノートのキャンペーン

協賛会社のショウワノート（ベルマーク番号53)が実

点数2倍キャンペーン
スミフルジャパンが今年も実施

協賛会社のスミフルジャパン（ベルマーク番号70）は、

6団体が受賞

日本テトラパックのキャンペーン

協賛会社の日本テトラパック（ベルマーク番号17）が

施した「第47回ベルマークキャンペーン」の表彰校が決

昨年に続いて今年も「点数2倍キャンペーン」を実施しま

昨年4月から10月にかけて実施した「第3回アルミ付き紙

めた点数を競います。全国1位は昨年に続き、沖縄県の

のベルマークを貼って財団に送る

6団体が受賞しました。

まりました。同社のベルマークを2020年の1年間に集

那覇市立小禄小学校。ベルマーク大使の真栄平京子さん
が活動の拠点にしている学校です。

各ブロック毎の順位は以下。数字は集めた点数です。

す。「ベルマーク点数2倍キャンペーン専用台紙」に同社
と、2倍の点数をもらうことが出

2種類あります。内側が白い「アルミなし」と、内側が銀
ルミ付き」は1kg40点で、「アルミ付き」はより効率良く

対象期間は6月1日（火）から10

①那覇市立小禄小(沖縄県)8787

月29日（金）までに財団に到着し

関東

①船橋市立坪井小(千葉県)6023②習志野市立谷

マークのみが対象です。専用台紙

東京

①台東区立松葉小6845②江東区立浅間竪川小

①宮城教育大学附属小(宮城県)7558

津小(同)4600③市原市立ちはら台桜小(同)3741
3854③世田谷区立用賀小3023
北陸・甲信越

①高岡市立福岡小(富山県)6053②魚津市

立清流小(同)4757③氷見市立西の杜学園(同)4369
東海

①尾張旭市立本地原小(愛知県)4062②岩出市立

根来小(和歌山県)3169

たマークで、専用台紙に貼った
はスミフルジャパンのホームペー

ジからダウンロードしてくださ

い。1学校・団体あたり専用台紙5枚が上限となります。
専用台紙は6月1日（火）に公開します。

スミフルのベルマーク付きバナナは以下の全5種類で

す。たくさんのご応募をお待ちしております。

中国・四国 ①倉敷市立児島小(岡山県)5736②浅口市立
鴨方東小(同)5368③里庄町立里庄東小(同)3424

九州・沖縄 ①久留米市立南小(福岡県)4296②福岡市立
美和台小(同)4100③北中城村立北中城小(沖縄県)3179
全国＝小以外

①新潟市立新津第二中(新潟県)6360

近畿、北海道・東北の2・3位、東海の3位は該当校があ

りませんでした。2021年の第48回キャンペーンもすで

に始まっています。エントリー不要、ショウワノートの
マークを財団に送ると自動的に記録されます。

新年度資料をお届け
ベルマーク運動の2021年度資料を参

加団体にお送りします。4月末までには
届くように発送作業を進めています。
内 容 は 、ベ ル

4社が協賛会社を脱退

いる「ベルマーク

てアルパチャレンジ賞」。受賞した6団体には紙パック
をリサイクルして作られた製品が贈られました。

日本テトラパックによると、各参加団体は「こまめな

声かけの実施や、回収箱を集めやすいところに設置した
り、夏休みの宿題にしたり、様々な工夫をしてくださっ
た」とのことでした。受賞団体は以下の通りです。

宇都宮市立古里中（栃木県）／大和高田市立片塩幼稚

園（奈良県）／総社市立神在小（岡山県）／鈴鹿市立国府
幼稚園（三重県）／相生市立平芝幼稚園（兵庫県）／たい
しゃ保育園（島根県出雲市）

日本テトラパックのホームページには、過去の受賞校

へのインタビューや、「集められた紙容器のその後」など
もわかりやすく掲載されています。

製菓（ベルマーク番号16）、ファミリー

社名変更しました。また、同じく協力会

2021年3月末日で脱退しました。岩塚

マート（同23）、クラレトレーディング
のうち、岩塚製菓とファミリーマートの
た分が有効です。クラレトレーディング

とBRITA Japanの ベ ル マ ー ク は、2021
年12月末到着分まで有効です。

岩塚製菓は2016年4月から、ファミ

リーマートは2008年3月から、クラレ

ク送り状、注文書、協賛会社からのお知

BRITA Japanは2015年4月から、それぞ

らせなどが一緒に梱包されています。

今回のキャンペーンは、過去に「アルミ付き紙パック」

を送ったことがない参加団体が対象で、名付けて「初め

3月
富田東小
山口県周南市
幡多小
岡山市中区
上沖小
埼玉県春日部市
松浪小
神奈川県茅ケ崎市
牛久保小
愛知県豊川市
宝永小
福井市
南桜塚小
大阪府豊中市
鳥栖北小
佐賀県鳥栖市
八幡小
埼玉県八潮市
庄戸小
横浜市栄区
福田小
神奈川県大和市
幸小
千葉県市川市
東小倉小
川崎市幸区
柳原小
長野市
芳井幼・小 岡山県井原市
井口明神小 広島市西区
碑小
東京都目黒区
結小
岐阜県安八町
高月小
滋賀県長浜市
岡山大学附属小 岡山市中区

手帳2021」のほか、ベルマーク一覧表、
お買いものガイド、
整理袋一式、ベルマー

もらえます。

コータイムシステムは4月1日に事業統

ベルマークは9月末までに財団に到着し

業などを掲載して

めて回収センターに送ると、ベルマークの点数証明書が

ベ ル マ ー ク 協 賛 会 社 の う ち、4社 が

流 れ、 協 賛 会 社

去の財団の援助事

点数を集めることができます。どちらも専用回収箱で集

大台達成校

（同30）、BRITA Japan（同66）です。こ

48社 の 紹 介、 過

色の「アルミ付き」です。「アルミなし」は1kg20点、「ア

マークを付けてくれていました。

マーク運動の歴史
やしくみ、活動の

テトラパックの紙パックには開いたときの内側の色が

来ます。

全国

北海道・東北

パック回収チャレンジ」キャンペーンの結果が発表され、

ト レ ー デ ィ ン グ は1963年12月 か ら、
れベルマーク運動に参加し、商品にベル

協力会社のセイコークロックとセイ

合し、セイコータイムクリエーションに
社のエルモ社は4月1日からテクノホラ

イゾンに社名変更しましたが、お買いも
のに関しての連絡先は変わりません。

友愛援助申し込み

〈3 月 1 日～ 3 月 31 日〉
◆山形県 梨郷小（南
陽市）◆埼玉県 栄和小（さいたま市桜区）
中央小（行田市） 松山女子高（東松山市）◆
千葉県 さわやか県民プラザ（柏市）◆神奈川
県 永野小（横浜市港南区） 東山田小（横浜
市都筑区） 大谷戸小（川崎市中原区）◆新潟
県 三条東高（三条市）◆三重県 厚生小（伊
勢市）◆兵庫県 小寺小（神戸市西区） 白金
小（猪名川町）◆福岡県 古月小（鞍手町）◆
大分県 判田小（大分市） 挟間小（由布市）

7,030,898
6,019,956
5,009,915
5,060,871
5,008,248
4,017,060
4,002,344
4,023,370
3,009,970
3,003,766
3,001,093
2,009,277
2,001,571
2,012,621
2,004,027
2,012,264
1,008,207
1,000,051
1,035,942
1,023,572
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児童文学評論家・藤田のぼる
絵

本

『おにぎり！』
（石津ちひろ・文、村上康成・
絵、小峰書店）

ライトブルーの

画 面 の3分 の2ほ ど

も占めそうな白い
丸、その白と青を背
景に、黒で「おにぎ

り！」の書き文字。

それだけでなんだか楽しくなります。右
下のピンクも効果的です。更に、帯に

はピンクで
「春がきた！ 五・七・五でピク

ニック」とあり、すっかり春の気分にな
ります。扉のページの「ひろいそら くも

がぽっかり うかんでる」をスタートに、
文はすべて俳句調。教室で読んであげた
ら、いつのまにかみんなで声を合わせて
読みそうで、しばらく会話も五七五にな

りそうな、いかにも“乗せてくれる”絵本
でした。
（低学年から、1400円＋税）

『おおきなキャンドル 馬車にのせ』
（たむら
しげる・作、偕成社）
最初のページ、
「こ

びとのニコさんと
ロボットのダダくん
が、森にやってきま
した」とあり、大き
な木を見上げるニコ

さ ん と ダ ダ。 次 の

ページ、木にくっついた蜂の巣を採ろう
としているあたりから、スケール感が見

えてきます。蜜ろうで作った一本のキャ

年生担任の「一びょうまもる先生」と名乗

でこたえる／「まだわからない」】。詩は

で、途中でいちごを収穫している人たち

時計が寝坊をして、くみちゃんを起こせ

思います。（中学年から、1400円＋税）

ンドルを二人がかりで荷馬車に積み込ん
に会いますが、その人たちの体よりいち
ごの方が大きいのです。ここはそういう
世界なんだ……ということが伝わってく
ると共に、二人の行き先に何が待ってい
るのか、期待が増していきます。この絵
本のオリジナリティーに失礼な言い方
かもしれませんが、「借りぐらしのアリ

エッティ」のドキドキ感と、
「ぐりとぐら」
のワクワク感を合わせたような魅力、と
言ってみたい気がしました。（低・中学年
から、1400円＋税）

ります。なんと、くみちゃんの目覚まし
なかったというのです。一年生のくみ
ちゃんと、一年生の目覚まし時計。二人？
の朝の奮闘が始まります。一年生にはも
ちろん、一年生を卒業した二年生も、楽

しめそうです。（低学年向き、1100円＋
税）

『ほんとのなまえ』
（いとうゆうこ・詩、て
らいんく）

子どもが詩集を手に

取って読むということ

はあまりなさそうで、

低・中学年向け

この欄で詩集を取り上

とっくん！』
（村上しいこ・作、ひがしち

れるのですが、子ども

『一年生なんだもん

めざましくんと大

から・絵、学研プラス）
タイトルはいささ

かベタですが、そこは

『れいぞうこのなつや

すみ』などでおなじみ
の村上しいこワール

ド、 一 筋 縄 で は い き

ません。一年生になっ

たから自分でセットして起きられるよう
にと、ママから目覚まし時計を渡された
くみちゃんでしたが、寝坊をしてしまい
ます。目覚まし時計が鳴らなかったので
す。学校に行く途中現れたのは、四角い
おじさん時計で、つくもがみ小学校の一

げるのはややためらわ
たちへの紹介のしかた

によっては詩のおもしろさ、楽しさに気

づいてもらえるのではないでしょうか。
この詩集は三章に分かれていて、特に第
一章は中学年あたりから親しめそうで

す。冒頭に置かれ、詩集のタイトルにも
なっている「ほんとのなまえ」は、【ゆり
／ゆり／いくらよんでも／ゆりはこっち

をむいてくれない∥かぜがささやいたら
／うなずいていたのに∥かぜはきっと／
ゆりのほんとのなまえを／しっているの
ね】。もう一つ、「ばくはつ」。【妹が不安
げな顔をしてたずねる／「おにいちゃん

ばくはつするんじゃない∥兄は真剣な顔

堂悦子 ガールズスカウト鹿児島県連盟 鹿児
島信用金庫全店 カフェギャラリーあがってん
仮屋慶子 北薗美代子 草道礼子 相良整形
外科 ( 垂水 ) 日本生命鹿児島支社労組 平田
本願寺鹿児島別院 前田尚美 松崎一矢 宮
田内科胃腸科 矢野礼子 鹿児島大農学部 吉
野公園 坂上 田辺美恵子 神田 かごしまベ
ルマーク運動推進の会▼ 伊達千尋▼無記名＝
31 件

〈一般寄贈〉 2 月 21 日～ 3 月 20 日
▼北海道 水道機工㈱札幌営業所 田中美保
札幌学院大鉄道研究会 OB 会 滝川市の一住
民 加藤あゆみ 松田めぐみ 岸篤子▼岩手県
三田康子 川原まき子 相馬猛 明治安田生
命労組岩手南支部 ( 一社 ) 岩手県診療放射線
技師会 匿名希望▼宮城県 近藤智恵子 柳町
龍一▼山形県 内山幸江▼福島県 猪狩京子
三枝和代▼茨城県 堀多加子 飯塚裕子 鈴木
詠子▼栃木県 クレハ合繊㈱▼群馬県 太田中
高崎トーヨー住器㈱▼埼玉県 杉本保弘 杉
浦雅乃 大畑直美▼千葉県 中島賢一郎 藍場
英光 相原恭子 鈴木茉里花 井上太稀 聖和
工業㈱ 髙見千代子 N．U. 二関隆太郎 平
山靖子 幕張南小 PTA 蝦名直美 匿名希望
▼埼玉県 匿名希望▼東京都 アンジェラ 澤
田如 平野美穂 山口美鈴 NTT ファイナン
ス㈱東京総合料金センター 市川佳世子 北澤
勉 木村友理香 栗原景子 第一生命保険㈱企
業年金業務室 冨澤裕子 SMBC コンシューマ
ファイナンス㈱ ( 東日本お客様サービスセンタ
ー・カウンセリングセンター ( 東京 )・保証セ
ンター ( 東京 )・事務センター ) 緒方ちはる
㈱日立 LG データストレージ 神﨑美津子 熊
切清美 舩野純民 三田村弘美 三菱総研 DCS
㈱ 五十嵐泰子 坂井乙栄 東弥鋼業㈱ 日見
奏・進藤由香・宮川直己 上鷺宮小 PTA 大
迫奈緒 ㈱ ALS 菊池 麹町小 PTA 杉田由
美子 千寿桜小児童会 太陽誘電モバイルテク
ノロジー㈱ 高橋顕治 徳永敦之 西城美由紀
長谷部玲子 三菱 UFJ ニコス㈱ 谷川雄介
堀澤淑江 浅井万友美 市川佳世子 匿名希
望▼神奈川県 今永 田口美智留 中西恭子
鶴間さつき 新堀弘子 石黒琢一郎 小田川敏

高学年・中学生向け

『わたしのあのこ あのこのわたし』
（岩瀬
成子・作、ＰＨＰ研究所）
タイトルから連想さ

れるように、二人の女

の子をめぐるストー

リ ー で、 一 人 は 曽 良
秋、もう一人は持沢香
衣。二人が親しくなっ

たのは5年生で同じク

ラスになってからで、登下校時に話をす

るようになり、ゴールデンウィーク後に、
秋は「友だちになりたい」という手紙を香
衣に渡したのでした。二人とも女の子た
ちのグループに積極的に加わるタイプで
はなく、秋はマイペース派、香衣は他の
子たちの話をにこにこして聞いているよ
うな性格です。秋は結婚式場に勤めるお
母さんと二人暮らしで、月に一回父親で
ある「道夫くん」と会っています。その道
夫くんからプレゼントされたビートルズ
のレコード。香衣の家にレコードプレー
ヤーがあるというので使わせてもらうの
ですが、香衣の弟のせいでレコードに傷
がついてしまい、二人の境遇の違いへの
意識も含めて、秋の心の中に（本の帯の
言葉を借りれば）ひっかき傷のような思
いが生まれます。

でも、そういう（境遇の）子だから、と

いうような話では全然ないのです。大人

ベルマーク寄贈者リスト
（敬称略）

〈震災寄贈〉 2 月 21 日～ 3 月 20 日
▼北海道 斉藤宝子 中垣隆之 坂上美裕己
美幌町立東陽小児童会 宮森裕子▼青森県
成田▼岩手県 足澤知恵美 吉田智尋 佐藤梢
日本フード㈱▼宮城県 斉藤礼子 唐桑中生
活奉仕委員会▼山形県 Y.H 明山哲也▼福島
県 斎藤恵美▼茨城県 斉藤美奈子▼栃木県
長岡花恵 渡辺珠江▼群馬県 木村唯香 柄沢
裕子▼埼玉県 藪陽一 末永容子 渡辺貴美子
尾崎里都子 角則夫・美由紀・栞里 匿名希
望▼千葉県 国分寺台地区社協 佐治絵美 井
上太稀 千葉都士子 土居優斗 長島 関田
元子 小山田歩▼東京都 大塚由樹子 石神井
幼稚園父母の会 菊地由美子 井上恵里子 岡
部玲子 舩野純民 ベルマークジャパン田畑裕
理・田畑智脩・榮真乃介・浅井碧生 津村友佳
子 中村日香里 藤村みどり 安部真由美 花
井紘子 パナソニックシステムソリューション
ズジャパン㈱本社総務部 村上千恵子 吉井志
織 日本大医学部眼科学教室 松永弘子 森ま
さみ▼神奈川県 加藤容子 川口 髙木悦子
野庭団地地区社協 匿名希望▼長野県 富草小
児童会▼岐阜県 松田澄子 匿名希望▼静岡県
共和食品㈱▼愛知県 宮崎千恵 五十嵐佳奈
平井圀行▼三重県 多気町立勢和中 2 年 A
組一同▼滋賀県 横田育子 匿名希望▼大阪府
左近隆 中辻安紀子 川口律子 JA 共済連
大阪センター ㈱ NTT ドコモ関西支社㈱ドコ
モ CS 関西 杉本幸子▼兵庫県 そら 三木市
市民生活部市民協働課市民交流係▼和歌山県
殿尾奏多▼岡山県 中村泰子 土田仁美▼広島
県 江野一志 川原英之▼山口県 有井ナオキ
赤道委代▼香川県 黒瀬光希 内藤真由美▼
愛媛県 松山市役所▼高知県 大源洋治▼福岡
県 藤澤礼子 脇佳江 TOTO メンテナンス㈱
福岡コールセンター▼佐賀県 村山佳乃子▼鹿
児島県 鹿児島市社会事業協会 鹿児島大ボラ
ンティアセンター 鹿児島県立短大 鹿児島実
業高 SONY 鹿児島 TK パルジュ さとみク
リニック アルモニー薬局 山口浩クリニック
西伊敷太陽クリーニング 川畑篤 原村かつ
子 A コープ伊敷ニュータウン 四枝春美 ジ
ョイフル恵理 studioprincess 聖母幼稚園
草牟田小給食室 四枝皮膚科 みなと商店 石

子どもの言葉への親しみと信頼を育むと

への階段を一歩踏み出そうとしている二
夫 中村まり 福岡雅子 三井住友銀行相模大
野支店 村上文彦 横浜市立馬場小 5 年 2 組
匿名希望▼新潟県 田辺加代子 地域密着型
複合施設わしま▼富山県 松井和子 高岡市社
協高岡市ボランティアセンター 渋谷彰一 滑
川有恒ライオンズクラブ 銀の車輪▼福井県
花筐小▼長野県 入沢由美子 ニッキトライシ
ステム㈱ 匿名希望▼岐阜県 岐阜県 JA ビジ
ネスサポート㈱ 藤井智子 大塚福惠 合渡小
▼静岡県 上田浩晶 清水歌乃 石橋直也 國
武眞由美 橋本美代子 畠中将也 横山すえ
細江小四年一組一同 匿名希望▼愛知県 三井
住友海上火災保険㈱中部総務部 岡谷コンサル
タント㈱ ㈱サンエス 筑瀬美紀 山中邦子
TOUGHSHOP 名東エス保険設計㈲ 匿名希望
▼三重県 上杉有沙 石田智恵子 川浪緑 橋
本 アイスター商事代理店川口節子 第一生命
労組三重営業職支部▼滋賀県 近藤仁美 中埜
麻希▼京都府 小田哲司 小嶋智穂 三井住友
信託銀行京都支店 ㈱ホンダ販売山本 野田美
奈子 福田純子 湯浅総子▼大阪府 奥田亜弥
子 大戸史子 関目保育所 飯田淑子 本多緑
加瀬智美 豊徳建設㈱ 京セラドキュメント
ソリューションズ㈱▼兵庫県 鎌田りえ子 北
鈴ラッキーノース 福田登三枝 前田直希 西
村裕子 下浦紗綾▼奈良県 山中肇 井戸川桂
子 堀田幸代▼和歌山県 こばやしかずみ▼岡
山県 鳥越多美子 NPO 法人玉島たんぽぽ
児島マリンプール 大塚泰弘 明治安田生命総
社営業所 山下理恵▼広島県 中住 AIR オー
トクラブ広島支部会員一同 松尾真希 JSA 中
核会広島支部▼山口県 福島ゆかり 匿名希望
▼徳島県 武内千都美▼香川県 中嶋弘美▼愛
媛県 ぱんだ 四国中央市立新宮公民館▼福岡
県 船越睦子 加藤和代 永津安子 石橋由記
子 日本道路㈱九州技術センター 匿名希望▼
長崎県 中島一良 長崎県大村高家庭クラブ委
員会▼熊本県 田上哲士 牧山健二 工藤理紗
岡田英俊▼大分県 井上義雄 石堂泰史 院
内中部小 PTA ▼宮崎県 木之川内小児童会
都城市立東小 PTA ▼沖縄県 匿名希望▼ 樋
口さつき YukaDobashi 新井玲子▼無記名＝
51 件

人が、どんなふうに自分を引き受けよう
としているのか、読めばきっと二人を好

きになります。（高学年以上向き、1400
円＋税）

『岩波少年文庫のあゆみ』（若菜晃子・編
著、岩波書店）

岩波少年文庫が創

刊されたのは1950年、
そ こ か ら70年 が 経 ち

ました。創刊の中心に

いたのは石井桃子で、
創刊時の作品には、井
伏鱒二訳の「ドリトル

先生」シリーズを始め、ケストナーの『ふ

たりのロッテ』『エミールと探偵たち』、

そして内藤濯訳の『星の王子さま』など、
これらの作品が日本のその後の児童文学
に与えた影響ははかり知れません。僕が
知る限りでも、中川李枝子さんとか、斎
藤惇夫さんとか、岡田淳さんとか、これ
らの作品に親しんだことが児童文学作家
への出発点になっています。しかし、そ
の岩波少年文庫の70年の歩みは、必ず

しも順風満帆な時ばかりではありません
でした。岩波少年文庫のファンはもちろ
ん、翻訳の歴史や児童図書の歩みに関心
のあるすべての方たちにお勧めしたい一

冊です。（高学年・中学生から大人まで、
1000円＋税）

