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8月号

　協賛会社のあいおいニッセイ同和損害保険（ベルマー
ク番号 92）が、自社などで集めたベルマーク約 113 万
点を財団に寄贈することとなり、7 月 13 日に贈呈式が
ありました。コロナ禍で東京都に 4 度目の緊急事態宣
言が出された直後だったため、同社広報部サステナビリ
ティ推進室とベルマーク財団をオンラインでつないで実
施されました。財団から中継するリモートの贈呈式は今
回が初めてです。
　式では、あいおいニッセイ同和損保の秋山昌子サステ
ナビリティ推進室長が目録を読み上げました。内訳はベ

ルマーク 95 万 1500 点と、カートリッジ分 17 万 7155
点。これらは 2020 年度に同社各部署や代理店、取引先、
個人のお客さまなどの協力を得て集めたものです。「今
年こそ収集 1 番を目指して頑張るぞと、気合いを入れ
て取り組んでいる支店もあります」と秋山室長。
　あいおいニッセイ同和損保は過去 10 年間、自らベル
マーク収集の取り組みを進め、その累計は約 2000 万点
にもなります。今までは同社で寄贈先を選んできました
が、今回からはすべて「寄贈マーク」として財団が受け
取り、支援に役立てることになりました。

　仙台市青葉区にある宮城学院高等学校
（平林健校長、生徒 363 人）の 1 年生の
うち 106 人が、ベルマークの仕分け作業
にボランティアとして取り組みました。
　宮城学院高はキリスト教系の女子校
で、年間を通して宗教行事があります。
そのうちのひとつ、毎年 5 月に設けら
れる「キリスト教教育週間」の中に、丸
一日かけて特別プログラムを行う「全日
行事」があります。
　その「全日行事」の学年別プログラム
として今回企画されたのが、ベルマーク
の仕分けです。発案者は宗教主事の大久
保直樹先生。ボランティアとしてベル
マークを仕分けることは、『共に生きる』
という今回の全日行事の主題を具体的に
経験できる活動だと考えたそうです。

　使える時間は 160 分。先生は授業の進
め方について模索を続け、4月下旬から
は行事を担当する各クラス選出の宗教委
員 8 人とも打ち合わせを重ねました。
　5 月 25 日、全日行事が始まりました。
仕分けは 4 クラスで実施されます。ま
ず財団が公開している動画「未来を育む
ベルマーク」を前もって観ていた宗教委
員が、自分たちで作成したスライドをも
とに、運動の概要を説明しました。
　概要をつかんだあとは、いよいよ作業
です。生徒 1 人ずつにジッパー付きの
袋に入ったベルマークが配られました。
それを黙々と仕分けていきます。次にグ
ループを組んで、カップやクリップを使
いながらマークをまとめていきます。そ
の結果、クラスごとの集計までを時間内

に終えることが出来ました。後日、大久
保先生と学年担当の佐藤友久先生が全て
のマークを合わせる集計作業を済ませ、
財団に送りました。
　106 人で仕分けたマークは合計 4 万
3896.9 点。作業の指示を出した宗教委
員の皆さんは、実は準備段階では不安
だったそうです。なぜなら、高校生活は
始まったばかりで、全員で一緒に何かを
する経験も、クラスメイトと話すきっか
けも少なかったからです。クラスの様子
を見ていた高 1 学年宗教委員長の瀧澤
色春さんは、委員以外の人が臨機応変に
声掛けをしてくれる姿や、終わっていな
い人を率先して手伝う友達の姿に気付き
ました。「マーク仕分けが人と話すきっ
かけとなり、クラスメイトと打ち解ける

良い機会になりました」と話してくれま
した。
　仕分けされたマークは、災害被災校な
どへの支援に活用されます。ベルマーク
の仕分け作業は、マークを寄せてくれた
方々の思いを形にしていくと同時に、支
援を必要とする子どもたちと「共に生き
る」ことにもつながります。宮城学院高
の皆さんがそれを体感することができた
なら、これほど嬉しいことはありません。
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㊧みんなでピース！いい笑顔です
㊨㊤各クラスから２人ずつ選出される宗教委員が運動
の概要を説明
㊨㊦集中して仕分けに取り組んでいることが伝わって
きます

昨年度に集めた113万点を財団へ寄贈
あいおいニッセイ同和損害保険

宮城・宮城学院高の1年生4クラス
106人で仕分け、「共に生きる」を学ぶ

仕分けしてくれて
ありがとう!!

リモートで実施された贈呈式。寄贈マークを抱える財団の小野高道常
務理事（左）と、目録を持つあいおいニッセイ同和損保広報部サステ
ナビリティ推進室の秋山昌子室長
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　ベルマーク財団が 2013年から後援し
ている「スナッグゴルフ対抗戦JGTOカッ
プ全国大会 in 西郷村」が 7月17日、福
島県西郷村のグランディ那須白河ゴルフ
クラブで開かれました。コロナ禍で密を
避けるため、今年は 2 ヵ所での分散開催
です。この日は東日本各地から集まった
小学生の 21チーム 108 人に、プロゴル
ファー 6人による「JGTOドリームチーム」
も加わり、熱い戦いを繰り広げました。
　スナッグゴルフは「ゴルフを始めるた
めに」を意味する「Starting New At Golf」
の頭文字から名付けられた競技で、ホー
ルの代わりに、ボールがくっ付く素材の

「スナッグフラッグ」を使います。用具は
ベルマーク預金でも購入できます。
　2～6 年生による 3～6 人で 1 校 1 チー
ムを編成、9 ホールをプレーし、上位 3
人の合計ストロークで順位を決めます。

予選を勝ち抜いたチームに加え、2019
年度全国大会の上位 3 校、震災復興支
援枠のチームも参加しました。特設コー
スは合計 507 ヤード、パー 36 です。
　午前 10 時過ぎから、選手は会場に慣
れるための練習をしました。練習を終え
ると、カレーライスの昼食です。
　午後からはいよいよ開会式。「ドリー
ムチーム」の宮里優作、貞方章男、内藤
寛太郎、額賀辰徳、大槻智春、堀川未来
夢の各プロが登場すると、小学生たちか
ら憧れのまなざしを浴びていました。選
手宣誓は常陸大宮市立大宮小 ( 茨城県 )6
年の佐久間大魁さん。「去年大会に参加で
きなかった先輩たちの思いを胸にプレー
します」と話しました。
　その後、コースに移動してプレーが始
まりました。最高気温は 36.5 度を記録
し、太陽が照りつける中でも、選手は一

打一打に集中。プロから「ナイス」「上
手いよ、伸びてるよ」と声がかかります。
　「スイングの方法など、スナッグゴル
フとゴルフは通じるものがあります。経
験しているとゴルフにも応用できる」と
話すのは宮里プロ。実は娘さんもスナッ
グゴルフをプレーするそうです。
　競技を終えると表彰式です。優勝は選
手宣誓した佐久間さんの大宮小 (76 スト
ローク )。準優勝は千歳市立千歳第二小
(北海道)、３位は笠間市立北川根小 (茨
城県)でした。
　ベストスコア賞に選ばれたのは佐久間
さん、西郷村立米小 6 年の大川原伊吹さ
ん、千歳第二小 6 年の山口令愛さん、笠
間市立宍戸小 6 年の山中奏良さん。そ
して、この 4 人以上に好成績を収めたの
は額賀プロ。前回 2 位だったことが悔
しく、家にスナッグゴルフ用具を常備し

て練習してきたそうです。
　閉会の挨拶をしたのは多古町立多古第
一小 ( 千葉県 )6 年の木川智史さん。「昨
年はコロナで我慢の一年でしたが、今年
は全国のお友達とプレーできてとても幸
せです」と話し、みんなで一礼。大会は
盛大な拍手で締めくくられました。

◇
　この大会は一般社団法人日本ゴルフツ
アー機構 (JGTO) と日本スナッグゴルフ
協会が主催しています。JGTO貢献事業部
長の宮内勝さんは、「スナッグゴルフは
審判員がいないため、自分で考え、申告
し、責任を負うスポーツ。競技を通して、
道徳心を学んでほしい」と語りました。
　翌日、子どもたちは東日本大震災の教
訓などを学ぶため、福島県三春町の「コ
ミュタン福島」を訪問。毎年、大会翌日に
このような見学会が付設されています。

　コロナ禍で昨春は学校の運動会・体育祭の中止が相次
ぎました。でも今春は、感染防止対策を取りながら、多
くの学校で実施されているようです。必要な用具を揃え
るためにベルマーク預金も活用されました。
　名古屋市昭和区の市立向陽高等学校は 5 月 11 日に体
育祭を実施しました。コロナ対策で、応援する生徒を競
技ごとに入れ替え、閉会式も開かず、後日優勝クラスに
は教室でトロフィーを手渡しました。
　そのトロフィーはベルマークで買いました。様々な行
事で使えるよう 12 個購入。台座に行事名や賞の種類な
どが刻まれています。発案はベルマーク活動を担う生徒
の財政常任委員会（27 人）。「コロナの影響で行事が縮
小される中、みんなが喜ぶものを」との思いからでした。
生徒会顧問の佐藤圭先生は「行事は生徒たちの成長の場
として大切な機会。それを盛り上げるのにベルマークも
役立ったのでは」と話しました。
　福島県伊達市の市立掛田小学校は 5 月 22 日に運動会
を予定。雨で翌日に延期されましたが、保護者の校庭整
備への協力もあって何とか開催することができました。

　この運動会にあわせ、同校は玉入れ競技の紅白玉を各
80 個と、綱引きロープ 1 本を購入していました。でも
雨上がりの校庭の状態が良くなかったため、「新品を下
ろすのはもったいない」と当日は古い用具を使い、新品
は後に子どもたちにお披露目したそうです。「学校予算
が限られている中、ベルマークでの購入は非常にありが
たいです」と斉藤正義教頭。
　昨年は 5 月に運動会ができず、種目も縮小したうえ
で 9 月に実施したそうです。
　千葉市若葉区の市立千城台東小学校は昨年、春の運動
会を 11 月に延期しましたが、今年は例年通りの春開催
に戻し、コロナ対策を施して 5 月 22 日に開催しました。
　運動会にあわせ、ベルマークで「ワンタッチテント」
を買いました。一昨年の運動会では 5 月なのに気温が
30 度超にもなり、子どもたちの応援席にもテントを、
と決まったそうです。ベルマーク預金だけでは足りず
PTA 費を補充して購入しました。でも当日は強風だっ
たこともあり、テントは「温存」されました。今は箱に
入ったままの状態で次の出番を待っているそうです。

①比較的起伏の多いコースのため、時には慎重なプレーが求められた　②試合前、ゴルフクラブを重ね気合いを入れる「ドリームチーム」　③108人の児童を代表して、宮里プロを前に選手宣誓した佐久間大魁さん
④開会式で決めポーズを披露した笠間市立宍戸小学校（茨城県）　⑤キッズキャディーに優しく話しかける額賀辰徳プロ

① ② ③

④

真夏の陽浴び、プレーできる幸せを噛みしめて

今年は春の運動会・体育祭できた！

「スナッグゴルフ対抗戦JGTOカップ全国大会」が2年ぶりに開催

ベルマーク預金で用具購入
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　横浜市中区にある事業所「イールド桜木町」は、企業
に対して「障がい者雇用補完サービス」を提供しており、
ベルマークの「仕分けボランティア」も活動内容に取り
入れています。約 3 年前から始め、今までに仕分けた
点数は 300 万点を超えました。
　事業所では、初めに就職希望者への研修を 2 年間行い
ます。研修を終えると、合同会社ガイヤイールド（本社・横
浜市中区）と契約を結んでいる企業の社会貢献・CSR 部
門に正社員として採用・配属されます。でも勤務地は引き
続きイールド桜木町の
ままで、社会貢献活動
を続けることが日々の
業務になります。つま
り、就職後も慣れ親し
んだ環境で働ける、と
いうわけです。
　社会貢献活動の一つがベルマークの仕分けボランティ
アです。事務所発足当初、活動は人手不足の農家を支援
する「農作業」だけでした。しかし、雨の日はどうするか
という課題が生まれたことから、職員の刈谷鉄平さんが
室内で出来るボランティアをネットで検索し、ベルマー

クに辿り着きました。
　初めて仕分けをしたのが 2018 年 8 月。作業手順の効
率化や、小さなマークに見合う入れ物探しなどを手探り
で進めました。回数を重ねるにつれ、くじ引きで担当す
るベルマーク番号を決めたり、二重チェックを取り入れ
たりするなど独自の工夫が出来てきました。現在は、天
候に関係なく毎日仕分けに取り組んでいます。
　事業所に伺った 6 月 25 日は、7 人が作業をしていま
した。「毎日マークに触れていたら、何番がどの会社か覚
えちゃいました」と笑うのは S.W. さん。スーパーに行っ
たとき、ご両親との会話のネタとなっているそうです。
　ガイヤイールドの端野健一代表は、障がい者の皆さん
と仕分け作業の相性について「今日の何時までにこれを
仕上げるという『納期』が厳しくないことが大きい」と
分析。「今後も、障がい
のある人の自立支援は
もちろん、ベルマーク
仕分けや農作業といっ
た活動も継続し、社会
に貢献していきたい」
と話してくれました。

　ベルマーク財団の教育応援隊の 1 つ、
防災科学教室が 7 月 14 日、山梨県甲府
市の山梨県立盲学校の体育館でありまし
た。国立研究開発法人・防災科学技術研
究所（防災科研）との共催で 4 年前か
ら実施しており、今年度では初めての開
催です。小学部から高等部までの生徒と
先生、計約 40 人が参加しました。
　山梨県は前日、激しい夕立と雷に見舞
われたそうです。成田健校長は「昨日は
雨と雷がすごかったですね。家にいる時
や外にいる時、身近で災害が起きるかも
知れない。どういうしくみで起きるのか
学びましょう」と話しました。
　この日は 2 部制。前半は防災科研の
研究者で Dr. ナダレンジャーこと納口恭
明さんと、ナダレンコこと罇

もたい

優子さんが
講師です。金とピンクのかつらにメガネ
といういつもの仮装姿の二人は、お馴染

みの皿回しからスタートしてみんなの心
をつかみます。
　実験の最初は突風マシン。勢いよく風
が吹き出します。ペットボトルで作った
ミニサイズのマシンを子どもたちに渡し
たナダレンジャーは「自分の顔に向けて
やってみて……これ小さいから面白いけ
ど、体育館の大きさだったらどうかな？　
みんなふっとんで死んじゃう。巨大化す
ると災害って怖いんだよ」。

　さらに、建物の高さによって地震のと
きの揺れ方が違うこと、実験器具「エッ
キー」を使って地盤が液状化することな
どを学びました。「サイエンスを勉強す
る時は、楽しく」とナダレンジャー。
　休憩をはさんだ後半では、講師が花崎
哲司さんにバトンタッチ。防災科研の客
員研究員で元香川県立盲学校の先生で
す。「みなさんは見えない、見えにくい
けれど、自分の得意なことがあるからね」

と話します。例えば雨の夜は移動が難し
いけれど「みなさんは音や匂いで方向が
感じ取れるかも」と花崎先生。
　お話の後は、みんなで簡易プールの前
に移動。まずは先生オリジナルの「ねこ
ちゃんハウス」を使って、水の力で扉が
開きにくくなることを実感します。増水
にはまった車から脱出するのが大変なの
と同じです。
　続いて、ただの水プールと、泥や石こ
ろが入っているプールに順番に入り、土
砂があるととても歩きにくいことを体験
します。生徒の一人は「石があってすべ
りそうで怖かった」。
　教室の最後に、子どもたちの代表 2
人が感想を述べました。「水の中は歩き
づらかった。勉強するのは楽しかったけ
ど、本当に起きたら怖いなと思う。今日
のことを生かしたいです」

　ドラッグストアの全国チェーン、ツルハドラッグ（本
社・札幌市）と協賛会社のキリンビバレッジ（ベルマー
ク番号 54）は昨年、北海道・東北・関東の 3 地区で共
同キャンペーンを実施し、11 万 5816 万点のベルマー
クを集めました。このうち半分はベルマーク財団に寄贈、
残り半分は北海道、東北、関東の各地区の小学校に寄贈
されました。
　関東地区の贈呈先は千葉市花見川区の市立幕張東小学
校。6 月 23 日、同校で贈呈式があり、ベルマーク 1 万
5928 点が贈られました。工藤正弘校長は「ご支援いた
だき、本当にうれしいです」とお礼を述べました。
　このキャンペーンは地域貢献や復興支援を目的に昨年
8 ～ 10 月、北海道・東北・関東のツルハドラッグ全店
舗で実施されました。キリンビバレッジのベルマーク 6

点を送ると、抽選で商品券などが当たるというものです。
　両社の共同キャンペーンはこれが 2 度目。今回の応
募総数は 1 万 7486 通で、寄贈先は応募数が最も多かっ
た店舗の近隣校を選んだそうです。ツルハドラッグの小
田哲・関東店舗運営本部第二店舗運営部長は「これほど
応募が多いキャンペーンは他になく、驚きました。地域
の子どもたちのために店舗を利用してくれて、うれしく
思います」、キリンビバレッジの光富常郎・広域流通営
業部長は「少しでも教育の場に役立つよう、これからも
ベルマークの取り組みを続けていきたい」と語りました。
　北海道では札幌市西区の市立八軒小学校、東北では岩
手県北上市の市立黒沢尻東小学校に、それぞれベルマー
クが贈られました。ツルハドラッグにはベルマーク財団
から感謝状を贈りました。

仕分けたマーク、3年弱で300万点超

災害の話、もっと身近に感じて

北海道・東北・関東の3校にマーク寄贈

「イールド桜木町」で障がい者がボランティア活動

山梨・県立盲学校で防災科学教室

キリンビバレッジとツルハドラッグ、半分は財団にも寄贈

㊤幕張東小でのベルマーク贈呈式　㊦㊧幕張東小　㊦㊨学校のキャラ
クター「キャロミー」は地元名産のニンジンがモチーフ

㊤試行錯誤した結果、小さな紙コップを使うことになった
㊦この日仕分け作業をしてくれた皆さんと、端野健一代表（後列右端）、
刈谷鉄平さん（後列左端）
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〈マーク寄贈者〉　6月 21 日～ 7月 20 日
　▼北海道　㈱アルファ技研　川内みゆき　赤
間諒子　大須田悦子　若松靖子　幸正美智子　
篠崎良惠　髙橋宗子　成田龍子　北海道信用農
業協同組合連合会　匿名希望▼岩手県　小野寺
玉枝　上屋敷司　匿名希望▼宮城県　斎藤早苗
　伏見弘子　田川順子　匿名希望▼山形県　内
山幸江▼福島県　㈱福島総合保険事務所　菅野
和枝▼茨城県　黒川建設㈱▼栃木県　古澤和恵
▼群馬県　大根美鈴　関昌一　館林土木事務所
▼埼玉県　石田宏美　藪陽一　齋藤あさ子　タ
ワーベーカリー㈱　長里まめぞう　( 医 ) 大渡
歯科　LETHANHHUYEN　伊藤由美子　イング
リッシュ・ブルーベル　内田裕子　折原理恵子
　小菅邦子　戸田フーズ㈱　内藤美子　西澤美
紀　匿名希望▼千葉県　越智庸子　関田元子　
柴田智子　勝股智子　田中　阿部眞也　㈱ SS
コミュニティー　関かよ子　明治安田生命保険
相互会社館山営業部　森靖之　㈲テラホーム▼
東京都　ツルハドラッグ　青木美穂　アンジェ
ラ　内記佐和　㈱ IWD ベスト　㈱ジェイテク
ト　㈱天塩　㈱ドコモ CS ロジスティクス事業
部　小池知里　田中有哉　パナソニックライフ
ソリューションズ労組東日本総合支部　福井翼
　( 一社 ) 東京都産業資源循環協会・㈱三凌商
事・成友興業㈱・高俊興業㈱・㈱ティーエムハ
ンズ・㈱東京クリアセンター・中野運輸㈱・㈱
ハチオウ・㈱フジ・トレーディング・松田産業㈱・
㈱メッドトラスト東京　市川佳世子　猪谷美代
子　川上洋一　佐藤志津香　㈲光洋　阿部文哉
　川上裕子　中村由香　アイスター商事代理店

安本晶子　㈱長谷建築設計事務所　㈱文理　さ
うらべ　中島好子　丹羽瑛子　浅沼　小澤悠早
紀　坂本咲　産業遺産情報センター　高梨恵　
タナカダテヒデノリ　永井勝之　日本基督教団
小金井緑町教会　富士通ビー・エス・シー労働
組合　船橋ミツエ　峰岸由架利　吉田　湯澤寿
子　匿名希望▼神奈川県　佐藤禮子　浅井友希
　佐藤直子　佐野沙織　寺田凪子　伊藤有希子
　全富士通労働組合連合会　堤麻子　中村達　
本吉淳一　アイスター商事代理店土屋眞弓　谷
城文康　山田千津子　斉藤衣里　森智子　石黒
琢一郎　石木田美華　奥野朝美　㈱アサヒビー
ルフィード神奈川事業所　倉片孝行　中野千恵
美　牧田知与　井上明生　小島嘉子　匿名希望
▼新潟県　㈱ネイグル新潟　地域密着型複合施
設わしま　大塚みどり　田辺加代子▼富山県　
福田政子　銀の車輪▼石川県　加藤　北陸学院
高校シャローム部　石本聖子　小村郁恵　田中
三千代▼山梨県　山梨中央銀行職員組合▼長野
県　小山弓恵　寺島美恵　牧嶋育子　平林産業
㈱▼岐阜県　㈱コーノ　井貝美奈　堀好樹　渡
邉美里　岐阜県 JA ビジネスサポート㈱　匿名
希望▼静岡県　畠中将也　( 福 ) 菊川市社会福
祉協議会　足立ヤス子　㈱ハマネツ　中村朱里
　村田正弘▼愛知県　Y.N　岩村孝子　丹羽洋
二　真野範子　田辺　杉山まり子　㈱伸和　安
藤佳未　カリツー㈱総務部　斎藤真理子　阪堂
淳子　和佐田節子　匿名希望▼三重県　稲森智
子　安田▼滋賀県　長尾英一▼京都府　中尾佳
奈　岩井みちる　清水真由美　野口美幸　若林
　森英治　イーシーピーシステム㈱　サンエー

電機㈱　匿名希望▼大阪府　下山司　野原安衣
　古谷寿美　矢内一磨　大西祐子　ブリヂスト
ンタイヤサービス西日本㈱　杉原千鶴　豊徳建
設㈱　中嶋一湖　ほくとクリニック病院デイケ
ア　匿名希望▼兵庫県　飯塚隆士　中村弥世　
西岡輝枝　村瀬敬子　健斗　前田弘子▼奈良県
　立木美里　宮崎新嗣　山中肇　奈良市ボラン
ティアインフォメーションセンター▼和歌山県
　和歌山県立和歌山北高３年 G 組一同　久保
佳奈▼鳥取県　網田伸一　永原千恵▼島根県　
安部美保子　横山正紀▼岡山県　大塚泰弘　横
溝弓子　門脇悦子　津島利彦　鳥越多美子▼広
島県　植村啓子　五日市南小　薮下真由美▼山
口県　村田政子　匿名希望▼徳島県　福池裕香
▼香川県　香川敬子▼愛媛県　原暦子　目崎忠
好▼福岡県　TOTOUNION　赤木明美　マルハ
ン苅田店　亀田良江　㈱ LIXIL トータルサービ
ス九州支店福岡営業所　JR 九州ユニオン　瀧
あゆみ　武田綾奈　㈲江島木工▼佐賀県　松本
理香　ダイレックス▼長崎県　野中継吉　津田
和美▼熊本県　牧山健二　明治安田生命熊本第
二マーケット開発室▼大分県　井上義雄▼宮崎
県　中原真理恵▼沖縄県　在日大韓民国民団沖
縄地方本部 SDG ｓ委員会　大城祥平　㈱読谷
ククルリゾート沖縄▼　島村悦子　深瀬美穂　
松井恵　水嶋典代　中桐正至▼無記名＝ 53 件

〈友愛援助申し込み〉　7月 1日～ 7月 31 日
　◆東京都　小平第六小（小平市）◆奈良県　
富雄南小（奈良市）◆沖縄県　小禄小（那覇市）

7 月
咸宜小 大分県日田市 12,019,087
こばと保育園　石川県小松市 6,023,227
浜脇中 兵庫県西宮市 6,035,022
向丘小 堺市西区 5,008,752
宮内小 川崎市中原区 4,028,377
菅野小 長野県松本市 4,008,780
コスモ幼稚園　岐阜県池田町 3,013,132
姫島小 大阪市西淀川区 3,023,303
良城小 山口市 3,002,358
西町小 長崎市 3,006,622
相浦西小 長崎県佐世保市 3,011,975
西原小 栃木県大田原市 2,031,115
高根小 千葉県船橋市 2,003,801
東京朝鮮第一幼初中級学校
 東京都荒川区 2,008,115
富樫小 金沢市 2,001,660
岡崎平和学園　愛知県岡崎市 2,036,524
舞鶴こども園　京都府舞鶴市 2,005,498
八木郷小 埼玉県三郷市 1,010,171
林町小 東京都文京区 1,005,923
府中第八小 東京都府中市 1,012,795
北部小 愛知県みよし市 1,006,304
香里ヌヴェール学院中・高 
 大阪府寝屋川市 1,002,904
上郡小 兵庫県上郡町 1,006,976
安岡幼稚園 山口県下関市 1,010,755
築城小 福岡県築上町 1,004,313
桜が丘小 長崎市 1,004,371

　今回は本の紹介に入る前に書かせていただきたいことがあります。まずは、このベルマーク新聞でご紹介いただいた日本児
童文学者協会創立75周年記念の本のプレゼントのこと。「ベルマーク新聞を見て」という応募校も何校もありました。抽選結
果は各校にお知らせし、協会のホームページにも掲載しています。その児童文学者協会の僕の三代前の理事長の那須正幹さん、

「ズッコケ三人組」の作者ですが、７月22日に亡くなられました。新聞でご覧になった方も多いと思いますが、僕にとっても
大事な先輩でした。その那須さんの作品をあえて一つあげろと言われれば、6年生二人がパラレルワールドに迷い込む『屋根
裏の遠い旅』というＳＦ作品。偕成社文庫版は僕が解説を書いていますので、図書館で見つけたら、読んでみてください。

絵　本
『火星は…』
（スザンヌ・スレード文、千葉茂樹・訳、
三河内岳・監修、あすなろ書房）
　ということで、
今回は絵本は一冊
のみですが、これ
を写真絵本といっ
たらいいのか。写
真 絵 本 に は 必 ず
撮った人の名が記
されているわけですが、この写真を撮っ
たのは探査機のカメラなのです。2005
年に打ち上げられ、今も画像データを
送り続けているアメリカの探査機MRO。
その鮮明さには息を飲みます。水が作っ
た地形や火山の噴火が作った地形などに
加えて、今も刻々と姿を変える火星の姿
は、まさに生きている大地そのものです。
平均しておよそ15分かけて画像が地球
に届けられるという説明も、印象的でし
た。（中学年から、1800円＋税）

低・中学年向け
『かえるのエルのともだちになりたい！』
（乗松葉子・作、おおでゆかこ・絵、ポプラ社）

　動物が登場する幼
年童話はたくさんあ
りますが、すぐ思い
出 せ る の は 神 沢 利
子さんの「くまの子
ウーフ」、森山京さん
の「きいろいばけつ」
のシリーズなど、決して多くはありませ
ん。この本は「かぜぎみになりたい！」「く

もは ともだちを つくらない？」の二話
から成っていて、主人公はもちろんかえ
るのエル、そして相方がカエルの女の子
のアールちゃんです。第一話の始まりで、
エルがいつものようにアールちゃんの家
に遊びに行くと、アールちゃんは遊べな
い、というのです。なぜならアールちゃ
んはかぜぎみだから。「かぜ」ではなく

「かぜぎみ」というのがミソで、ここから
物語が展開していきます。小さな？が次
の！につながっていくようなストーリー
は、幼年童話の王道ともいえ、家や教室
で読んであげるのにもぴったりです。（低
学年向き、1250円＋税）

『どっちでもいい子』
（かさいまり・作、おとないちあき・絵、岩
崎書店）
　タイトルを見て、はっ
とする子がいるのでは
ないでしょうか。４年
生になったはるは、新
しいクラスで友達がで
きるかどうか心配でし
たが、他の子が「いて
もいなくても、どっち
でもいい子」と自分のことを話している
のを聞いてしまいます。はるには中学一
年のお姉ちゃんがいて、去年小学校対抗
の弁論大会に優勝したという、正反対の
タイプ。こういう物語は、主人公がそう
した自分を克服していくんだろうと、ま
あ予想はつくわけですが、そこに全然わ
ざとらしさがありません。特に遠慮でも
なく、周囲にむやみに合わせているわけ

でもないのに、どうしても決断がワンテ
ンポ遅れてしまう様子に、「そうそう」と
うなづく読者は少なくないでしょう。そ
して、人物配置が巧みで、はるのありよ
うが一つの個性であることが、無理なく
伝わってきます。物語の主人公が読者の
心に寄り添ってくれる、そんな一冊だと
感じました。（中学年以上向き、1200円
＋税）

高学年・中学生以上向き
『海を見た日』
（Ｍ・Ｇ・ヘネシー作、杉田七重・訳、すず
き出版）
　舞台はロサンゼルス近
郊。年配の婦人ミセス・
Kの家には中学2年のナ
ヴェイアを筆頭に4人の
里子がいます。他の3人
はそれぞれ問題を抱えて
いて、父親がエルサルバ
ドルに強制送還されたヴィクは、自分が
政府の秘密組織の一員という妄想の中に
住んでおり、クエンティンはアスペル
ガー症候群、女の子のマーラはめったに
口をききません。ほとんど家事をしない
ミセス・Kに代わって3人の面倒を見るナ
ヴェイアですが、7軒の家を転々として
きた彼女からすれば、ミセス・Kはまし
な里親であり、奨学金を得てUCLAに入
学する願いを実現するには、この家にい
続けなければなりません。物語はクエン
ティンが母親に会いたいと家を抜け出し
たことで（実際にはガンで亡くなってい
る）、ナヴェイアたちが巻き込まれていく

展開になります。
　アメリカには、キャサリン・パターソ
ンの『ガラスの家族』など血縁でない家族
を描いた作品の伝統がありますが、ぎり
ぎりの中で人とのつながりを求める思い
が痛切に伝わってきます。（高学年以上
向き、1600円＋税）

『池上彰の君と考える戦争のない未来』
（池上彰・著、理論社）
　一口で言えば、日本を
中心とした現代史につい
て語った本で、そうする
と自ずから戦争という
テーマが浮かび上がって
くるわけで、さすがにわ
かりやすい。その一番の
理由は、〈つながり〉が見えてくること。
日清や日露の戦いはそれ自体として大き
なできごとでしたが、同時に太平洋戦争
への伏線でもあったわけで、そこが見え
てきます。また、現在の中東情勢の背景
にある欧米諸国のかつての関わりも、な
るほどと思わされます。個々の戦争、紛
争のありようが、戦争はなぜ起こるのか
という全体的な命題に無理なく結びつい
ていき、わたしたちの今とこれからの選
択が、この後の歴史に結びついていくの
だということが伝わってきます。今の子
どもたちは、ある意味戦争、紛争に関する
情報には飽き飽きしている面があると思
いますが、帯の「戦争は……やめること
もできるはず」という呼びかけが、空証
文ではないと感じさせてくれました。（高
学年・中学生から大人まで、1400円＋税）

ベルマーク寄贈者・友愛援助リスト（敬称略） 大台達成校

児童文学評論家・藤田のぼる


