
2022年（令和4年）4月10日（日曜日）第495号

発行	 公益財団法人	ベルマーク教育助成財団　東京都墨田区両国3-25-5　JEI両国ビル9階　〒130-0026　電話	03-5638-2320（代表）
郵便振替口座	00100-7-56035　ホームページ	https://www.bellmark.or.jp/

4月号

1

　満開の桜に祝福されながら 2022 年度
が始まりました。コロナ禍で迎える新年
度もこれが 3回目。流行が収まる気配
はまだありません。どうか感染拡大に努
めながら、気持ちを新たにしてお過ごし
下さい。
　ベルマーク運動の参加団体には 2022
年度版の「ベルマーク手帳」「お買いも
のガイド」「ベルマーク一覧表」の 3点
セットをはじめとした新しい資料を送り
ます。4月中に届くよう作業をすすめて
います。
　「手帳」は各校 3部。ベルマークが始
まった経緯や、学校を支援する仕組み、
運動の進め方などが内容です。「ガイド」
は各校 1部。ベルマーク預金で買える商
品を提供する協力会社 13社のカタログ
です。「一覧表」は学校の児童数＋30枚を
お届けします。これらはすべて財団 HP
からも見ることもできます。資料が足り

なくなったら、追加でお送りできます。
◇

　ソフト事業「教育応援隊」の 2022 年
度募集も始まりました。例年通り「オー
サー・ビジット」「防災科学教室」「走り
方・サッカー教室」「絵本を届ける運動」
の 4プログラムを用意しています。
　オーサー・ビジット　尾木ママの愛称
で知られる教育評論家の尾木直樹さん
と、「おとうさんはウルトラマン」など
の作品で知られる絵本作家の宮西達也さ
んが、学校を訪れて特別な授業をします。
朝日新聞との共同企画で、同社のイー
ポ ス ト（https://que.digital.asahi.com/
epost/）にある申し込みフォームから応
募して下さい。締切は 7月 20日。
　オーサーが訪問校を選びます。実施校
はベルマーク預金から 3万円（別途消
費税 2700 円）を支払います。
　防災科学教室　国立研究開発法人防災

科学技術研究所との共催で、自然災害の
起こる仕組みや備えなどをお話ししま
す。サイエンスショーの世界では有名な
「Dr. ナダレンジャー」も講師です。費
用は無料。オンライン開催も可能です。
15校程度を予定。
　ミズノ・スポーツ教室「走り方」「サッ
カー」　走り方またはサッカーを選びま
す。小中学校対象、受付順に 10校で実
施します。ベルマーク預金から3万円（別
途消費税 2700 円）を支払います。
　絵本を届ける運動　アジアの子ども
たちに翻訳シールを貼った絵本を届け
るシャンティ国際ボランティア会の活
動です。中学・高校を対象に 20校で予
定。完成した絵本は 10月末までにシャ
ンティに送ります。その送料のみ自己負
担です。

◇
　ベルマークに関する学校や地域でのお

便りの出来栄えを競う「ベルマーク便
りコンクール」も作品を募集していま
す。締切は 9月 30 日。動画や学校 HP
でのコーナーでも可。掲示物などは写真
でも受け付けます。2021 年 10 月 1 日
～ 2022 年 9月 30 日の間に作成または
発行したものが対象です。優秀賞には 3
万円、佳作と特別賞には 1万円の賞金
を贈呈します。入選を逃しても参加賞
（2000 円の図書カード）がもらえます。

◇
　教育応援隊とベルマーク便りコンクー
ルの詳細は財団HPをご参照ください。

　ベルマーク財団は、5月と 6月に全国 12会場で予定
していたベルマーク運動説明会を中止することにいたし
ました。新型コロナウイルス感染が長期化し、収束する
見通しが立たないことを踏まえた決定です。昨年と一昨
年に続き 3年連続の中止となってしまい、申し訳ござ
いません。

　財団では会場を絞って感染対策措置を講じる方法など
を含めて説明会開催を準備してまいりました。しかし変
異株が予想以上に長くまん延し、今後の感染の状況は予
断を許しません。このため誠に残念ですが、本年も中止
せざるを得ないとの判断に至りました。皆様には、何卒
ご理解いただければと存じます。

　各参加団体には、個別に説明会中止をお知らせするハ
ガキをお送りいたします。また説明会で予定していた内
容の一部を「バーチャル説明会 2022」として昨年同様
に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ので、ぜひ
ご利用ください。

3点セットお届け、教育応援隊も募集
ベルマークの2022年度スタート

新年度も
よろしくお願いします!!

運動説明会、2022年度も中止
長引くコロナ禍に配慮、HPをご参照ください
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　ベルマーク財団と「防災科学教室」を
共催している国立研究開発法人防災科学
技術研究所（防災科研）の令和 3年度成
果発表会が 2月28 日、東京国際フォー
ラムで開かれました。コロナ禍に配慮し、
ウェブ配信とあわせたハイブリッド開催
です。今回の報告会は「来るべき国難級
災害に備えて」と題した 3年シリーズ
の 2年目。南海トラフ地震など大災害
への備えを意識した取り組みです。
　今の予防水準なら国難級の災害を「乗
り切れる」「そうは思わない」――。第
3部のパネルディスカッションは、リア
ルタイム質問システムを使ったアンケー
トから始まりました。結果は 86% の人
が「そう思わない」。特別ゲストコメン
テーターとして参加したジャーナリスト
の池上彰さんは「乗り切れる、が多かっ
たら、そもそも本日は成立しません」と

笑わせつつ、「本当に国難にせず乗り切
るためにはどうしたらいいか、考えてい
きましょう」と口火を切りました。
　研究者 3人が事例発表した後、防災科
研の林春男理事長も加わって討論が始ま
ります。林理事長は「災害の予防は、施
設を強くするだけの時代ではない」と強
調。ハードとソフトとの密接な連携が必
要だと話しました。災害時に人々がどう
行動するか。それがポイントです。
　質問システムで参加者に「災害時に自
身がすべきことは」との問いが投げられ、
「状況把握」「安全な場所に移動」など様々
な書き込みが返ってきました。これに対
しパネラーから「みんな抽象的」との批
判も。具体的に何をどうするのか、リア
ルに考えるところから始めなければ、と
いうのです。池上さんも「抽象的、に逃
げないことが大事」と話します。

　実際に災害に遭遇したら、それぞれが
主体的に考えて行動しなければなりませ
ん。その主体性はどう育めばいいか。林
理事長は「納得できる答えを得るプロセ
スが大切」と説きます。池上さんは東日
本大震災の津波避難を例に挙げながら、
「たんに答えを求めるのではなく、一人
一人が自ら問いを立てていく、というこ
とを是非してほしい」とまとめました。
　パネルディスカッションに先立って、
発表会の第 1部では防災科研の最新研
究成果が発表されました。第 2部では、
あらかじめ研究者たちがウェブ上で発表
していた研究成果から動画とポスター各
3点が表彰されました。
　2021 年度の成果発表会は会場参加約
130 人、ウェブ参加は約 570 人でした。
防災科研の YouTube 公式チャンネルで
会の全体を視聴できます。

　「防災とジェンダー」と題したオンライ
ン講演が3月5日にありました。講師は、
国立研究開発法人防災科学技術研究所の
特別研究員、松川杏寧さん。災害や犯罪な
どの危機に際し、より安全・安心でいら
れる社会をめざす研究をしています。
　この講演は 3月 8 日の国際女性デー
にちなんで、公益社団法人ガールスカウ
ト日本連盟が中高生向けに企画したオン
ラインイベントのひとつです。
　「自然災害は原因（ハザード）と『ぜ
い弱性』が重なりあって生じます。被害
が発生すると、災害と呼びます」と松川
さん。では「ぜい弱性」とは？
　松川さんによると、2010 年に中米の
ハイチと南米のチリで地震がありまし
た。規模はチリの方がずっと大きかった
のですが、ハイチの方が多くの犠牲者が
出ました。普段から地震が多いチリに比

べ、ハイチでは備えが不足していました。
これが「ぜい弱性」です。
　ハザードを小さくすることが「防災」。
護岸工事や耐震工事などハード面の整備
が該当します。一方、ぜい弱性を小さく
することは「減災」。ハードだけでなく、
ソフト面からのアプローチも必要です。
国民一人ひとりに災害を学んでもらう機
会を設けるこのイベントも、そのアプ
ローチの一つといえます。
　ぜい弱性を解決するためには社会全体
を変えていく必要がある、と松川さんは
強調します。松川さんが国内の地震発生
後の状況を調べたところ、高齢者、障が
い者、経済困窮者などの要配慮者は、よ
り困った状況に置かれることが多かった
そうです。特に女性は「様々な状況や環
境によって、困難な状況に陥る可能性が
男性より高いのが実情」でした。

　このような現状を改善するには？　松
川さんは「みんなに出来ることは当事者
力を高める、つまり防災リテラシーを高
めること」だと訴えます。災害を正しく
理解し、しっかり備え、行動できる自信
を持つことが大切なのです。
　災害時のトラブルのひとつに、性犯罪
の問題もあります。松川さんによると災
害時には、警察に認知されない性犯罪の
件数が増えるそうです。
　こうした犯罪防止のため必要なのが、
人と人とが普段からつながること。日頃
から、あいさつや地域コミュニティへの参
加といった活動を促すことが大切です。
　「ガールスカウトの皆さんには、そのよ
うな活動を推進する人材になってほしい
と期待しています」。女性研究者が発信す
るからこその説得力あるメッセージで、
講演は締めくくられました。

　福岡県立武蔵台高等学校（金丸敏雄校長、生徒 1141
人）が昨年度のベルマーク便りコンクールで特別賞を受
賞しました。2021 年度の活動を担った保健委員会の生
徒たちにお話をうかがいました。
　保健委員は年 2回、各3～4ヵ月の収集期間を設けて
生徒に協力を呼びかけ、最終日に各クラスから回収袋を
集めます。川原峻さん（３年）によると、「校内 1ヵ所に
回収箱を置くのではなく、各クラスに手作りの袋を置い
ていること」がポイントです。
　クラス別の枚数ランキングも出します。昨年度第 1回
の回収では、986 枚も集めたクラスがありました。前
委員長の早川裕菜さん（3年）と、前副委員長の森楓菜
さん（3年）は、「保健委員の生徒一人ひとりへの呼びか
けや、先生によるサポートが要因」と分析しています。
　その「呼びかけ」のツールのひとつが、お便りです。毎
号作成する人が異なるため、それぞれに個性があります。

例えば、川原さんと森さんが工夫したのは「収集するメ
リットを書いて、協力を得られるようにすること」でした
が、丸山姫生さん（2年）と石原日菜多さん（2年）の場
合は「字を少なく、イラストや写真を使った、読みやす
いお便り」を目指したそうです。
　さらに昨年度は、新しい取り組みとして文化祭でのス
テージ発表にも挑戦。全校生徒を前に、資料を見せなが
ら、運動の概要や目標を伝えました。これらの広報活動
が特別賞受賞につながりました。
　その結果、予想以上に多くのマークが集まりました。
全校生徒の協力を得られて嬉しい気持ちや、仕分け・集
計をやり遂げた達成感を味わえたそうです。
　今後の目標は、冷水機を買うことです。川原さん、森さ
ん、早川さんは 3月に委員会活動を引退しました。活動
を引き継いだ丸山さんと石原さんは「今年度は昨年の倍
のマークを集めたい」と気合い十分です。

「一人一人が主体的に考えて行動を」

「防災とジェンダー」を考えてみよう

防災科研の成果発表会でディスカッション

防災科研研究員がオンライン講演

文化祭のステージで全校生徒にPR
ベルマーク便りコンクール2021特別賞・福岡県立武蔵台高

㊤保健委員の皆さん　㊦㊧仕分けの様子　㊦㊨文化祭での活動発表

㊤池上彰さん　㊥防災科研の林春男理事長（左）
と池上さん　㊦パネルディスカッションの壇上

㊤松川杏寧さん　㊥㊦講演はスライドを映しなが
ら進められた（いずれもオンライン講演動画より）
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　協賛会社のショウワノート（ベルマーク番号 53）に
よる「第 48回ベルマークキャンペーン」の表彰校が決
まりました。１年間（2021年１月１日～12月31日）で、
同社のベルマークをどれだけ集めたかを競うキャンペー
ンです。
　全国１位に輝いたのは、15344 点だった福岡県の久
留米市立南小学校です。南小は、2020 年は 4296 点を
集めて九州・沖縄ブロックで１位になりました。今回は
さらに、その３倍以上もの点数を集めたことになります。
　小学校以外の部では、千葉県の横芝まさご幼稚園
が 3680 点を集め、全国１位でした。全国１位校と、
3000 点以上を集めて全国８ブロックで３位以内となっ
た小学校には、同社から表彰状と、百科事典や学習帳な
どの記念品が贈られます。また４位以下でも 3000 点以
上を集めた小学校には、すべて感謝状と学習帳が贈られ

ます。
　第 49回のキャンペーンは、すでに 2022 年１月から
点数の集計が始まっています。エントリーの必要はな
く、ショウワノートのマークをいつも通りベルマーク財
団に送ると、自動的に集計されます。対象は１月１日か
ら 12 月 31 日までの間に、財団で検収を終えたマーク
です。ぜひ、ショウワノートのベルマークをたくさん集
めて、財団にお送りください。
　各ブロック３位以上の表彰校は以下の通りです。
【全国】①久留米市立南小 ( 福岡県 )15344 点
【北海道・東北】①宮城教育大学附属小 ( 宮城県 )7568
点②白老町立白老小 ( 北海道 )5344 点
【関東】①水戸市立千波小 ( 茨城県 )7456 点②八千代市
立大和田南小 ( 千葉県 )6232 点③習志野市立東習志野
小 ( 同 )5536 点

　大手総合スーパーのイトーヨーカ堂（本社・東京）と、
ベルマーク協賛会社のキリンビバレッジ（ベルマーク番
号 54）は 4月 2日、「ベルマーク絆プロジェクト」を
共同推進する協定書に調印しました。
　この協定は、両社が継続的にベルマークの回収と普及
の活動を取り組んでいくことを規定しています。イトー
ヨーカ堂が SDGs（持続可能な開発目標）を意識して今
春からスタートさせた社会貢献活動「ミライかけはしプ
ロジェクト」とも連動しています。2日に東京都足立区
のアリオ西新井店でプロジェクトのオープニング式典が
あり、あいさつに立ったイトーヨーカ堂の山本哲也社長
はベルマークについて「皆様からお預かりした善意」と
表現、さらに「その普及活動を一層高めていきたいと、
あらためて協定を締結しました」と話しました。
　イトーヨーカ堂は東日本大震災の直後から復興支援の
「東北かけはしプロジェクト」を展開。東北名産品の販
売などとともにベルマークも集め、キリンビバレッジが
収集箱の提供などで活動を支えました。財団に寄贈した
ベルマークは 10年間で累計 1500 万点になります。
　式典にはキリンビバレッジの吉村透留社長、ベルマー
ク財団の小野高道常務理事も出席しました。吉村社長は
これまでの活動を振り返って「店に足を運びベルマーク
商品を買ってくれたお客様に御礼申し上げます」と話し、
「今後も子どもたちへの支援を継続していきたい」と結
びました。小野常務理事はイトーヨーカ堂の山本社長に
10年間の寄贈への感謝状を手渡し、「被災校援助を支え

てくれた活動のひとつが『東北かけはし』でした。学校
で集めたベルマークも、お買いもの額の 1割が支援に
使われています」とあいさつしました。
　店のサービスカウンターには、キリンビバレッジがこ
のプロジェクトのために制作したベルマーくん型の新し
い回収箱が早くも設置されていました。

　あいおいニッセイ同和損害保険（ベルマーク番号 92）
の専業代理店で組成する「あいおいニッセイ同和全国プ
ロ会」は 3月 29 日、1年間集めたベルマークを財団に
寄贈しました。
　プロ会の細江哲
也会長＝写真左＝
と、あいおいニッ
セイ同和損保専業
営業開発室の須藤
文野課長補佐が
財団を訪れ、収集
箱いっぱいのベル
マークを小野高道常務理事＝同右＝に手渡しました。プ
ロ会は全国 1036 の代理店でつくる組織で、店頭に収集
箱を置いて独自にベルマークを集める活動を展開。5年
前から毎年、財団に寄贈してくれています。
　以前は東京・恵比寿にあるあいおいニッセイ同和損保
のセンチュリーホールでプロ会の代表者会議が開かれ、
その壇上で贈呈式がありました。コロナ禍となり、リア
ルでの会議がなくなった昨年から直接の手渡し方式に。
「でも全体の会は、オンライン会議システムを使って開
いています。たくさんの顔が画面に並びます」と細江会
長。とはいえ、代理店同士の直接のやりとりはさすがに
機会が減り、例年よりも点数は少なめだそう。その一方
で、細江会長は「各地で、学校に直接寄贈するといった
活動は続いています」と話していました。

　ロッテ（ベルマーク番号 57）が 2022 年
3月末日でベルマークの協賛会社から脱
退しました。同社のベルマークは 9月
末日に財団に到着した分まで有効です。
　また、東京ワンタン本舗（同 08）は
2022 年 6月末日で協賛会社を脱退しま
す。同社のベルマークは 12月末日に財
団に到着した分まで有効です。
　いずれも、半年を過ぎるとマークが無
効になるのでご注意ください。
　また、ベルマーク財団は昨年 3月で協
賛会社を脱退したファミリーマートと岩
塚製菓に、これまでの貢献に対する感謝
状を贈りました。

【東京】①小平市立小平第十五小 ( 東京都 )8814 点②東
京学芸大学附属大泉小 ( 同 )6375 点③練馬区立中村小
( 同 )4569 点
【北陸・甲信越】①魚津市立清流小 ( 富山県 )9838 点②
高岡市立福岡小 ( 同 )5636 点③野々市市立富陽小 ( 石川
県 )3803 点
【中国・四国】①下関市立勝山小 ( 山口県 )3521 点
【九州・沖縄】①那覇市立小禄小 ( 沖縄県 )9701 点②飯
塚市立庄内小 ( 福岡県 )3169 点
【全国＝小学校以外】①横芝まさご幼稚園(千葉県)3680点

3 月
大宮別所小	 さいたま市北区	 6,031,902
北浦和小	 さいたま市浦和区	5,072,525
酒井根小	 千葉県柏市	 5,020,196
指扇北小	 さいたま市西区	 4,010,252
二俣川小	 横浜市旭区	 4,050,126
清水小	 北九州市小倉北区	4,007,688
長与南小	 長崎県長与町	 4,000,668
東希望が丘小　横浜市旭区	 3,013,076
田丸小	 三重県玉城町	 3,056,604
森岡小	 愛知県東浦町	 2,010,650
城東小	 群馬県高崎市	 1,018,874
安食小	 千葉県栄町	 1,034,826
山下みどり台小　横浜市緑区	 1,003,315
八海中	 新潟県南魚沼市	 1,012,371
三島保育所	 富山県黒部市	 1,007,275
若葉幼稚園	 富山市	 1,002,821
大浦小	 金沢市	 1,002,200
福井南特別支援学校　福井市	 1,001,591
兵庫小	 佐賀市	 1,007,506
上小	 熊本県上天草市	 1,005,309

　2年前に財団見学を申し込んだらコロ
ナ禍となり、一度は断念した親子がリベ
ンジを果たしました。
　3月 24 日に財団事務所を訪れた埼玉
県北本市の野本恵美さん、市立中丸東小
学校 5年の壮真さん、3年の悠真さんの
3人です。学校でベルマークの仕分け・
集計を経験した恵美さんが「どのような
目的のためにマークを集め、集計するの
か」と疑問を抱いたことがきっかけだっ
たそうです。
　検収係や倉庫を見学、ベルマークは自
校の備品を買えるのに加え、被災校など

への支援に役立っているとの説明を受け
ました。見学を終えた恵美さんは「運動
の持つ意味を知ってから活動すると、楽
しくなりそう」と話してくれました。
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全国プロ会から寄贈
あいおいニッセイ同和の代理店

ショウワノート、たくさん集めたよ
2021キャンペーン、全国1位は久留米市立南小

イトーヨーカ堂とキリンビバレッジが協定
過去10年で1500万点寄贈、次のステップへ

大台達成校「運動の持つ意味を知った」
埼玉の親子が”リベンジ”見学

協賛会社2社が脱退
マークは半年間有効
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〈マーク寄贈者〉　2月 21 日～ 3月 20 日
　▼北海道　小山真紀　片垣基　篠原正子　長
谷正枝・長谷明希枝　樋口久子　菊谷祐子　水
道機工㈱札幌営業所　長井美惠子　NTTファイ
ナンス㈱北海道総合料金センター・ユーザーサ
ポートセンター　菊地由美▼青森県　葛西▼岩
手県　林崎和　(一社)岩手県診療放射線技師会
▼宮城県　菊地裕子　今野　蒲生恵子　NTTフ
ァイナンス㈱東北総合料金センター▼秋田県　
鈴木薫　伊藤直美▼山形県　内山幸江　奥山俊
　鶴岡市立櫛引東小　Y.H ▼茨城県　菊地亜紀
子・美佳　斉藤サヨ子　櫻井和芽　手島聡　斉
藤美奈子▼栃木県　北條淳子　西村薫子・臼井
規子・塩田和子・池澤良子・和田千代子・佐野
市化石館　藤本純子　益子町農地水多面的機能
保全推進協議会　匿名希望▼群馬県　梶野喜久
恵　損害保険ジャパン㈱群馬支店　ビューハウ
ス㈱太田店　棚橋幸子　設楽歩　高崎トーヨー
住器㈱▼埼玉県　ASA 戸田東部福田新聞販売
店　勇川順子　及川洋一　末永容子　杉浦廣子
　鈴木れい子　荒川自動車整備工場　野本か
おる　藪陽一　ふじみ野市立さぎの森小　NTT
ファイナンス北関東・信越総合料金センター　
OKIソフトウェアユニオン　いるま野農業協同
組合　髙野真理　服部由美子　福田純子　川野
彩子　坂戸市立入西小　松木美砂子　雨野　匿
名希望▼千葉県　伊藤　井上太稀　岡村博子　
宮澤和子　向井美希　矢島寿子　山﨑衣織　柏
第四小学校　松本　森靖之　青木美穂　樋口信
子　服部かよ子　関田元子　平山靖子　加来登
志子　柳澤和子　加藤　匿名希望▼東京都　有
田瑞浦　川上洋一　川田和子　黒岩里奈　東京
東信用金庫篠崎支店　藤巻恵理　三井住友海上
あいおい生命保険㈱監査部監査グループ　第一
生命保険㈱団体年金サービス部　太陽石油㈱総
務部CSR推進グループ　寺田真人　樋口由美子
　堀内比佐子　三菱総研DCS㈱　石井恵津子　

㈱ JTB海外仕入商品事業部　共栄火災オフィス
サービス㈱　暁星小シャミナード委員会　寺元
健二　明治安田生命保険(相)法人営業企画部　
SMBCコンシューマーファイナンス㈱(東日本お
客様サービスセンター・保証センター(東京)・事
務センター)　井上直子　小山千恵子　さうら
べ　高橋顕治　豊島区立富士見台小PTA　バー
カー美佳　平賀優子　平野彩　穂坂聡子　DSS
サステナブル・ソリューションズ・ジャパン　
上野景子　㈱杉田モータース　㈱日立 LGデー
タストレージ　三建設備工業株　鈴木明子　本
間直美　浅井みちよ　麻生幸子　鴎友学園女子
中高奉仕委員会　㈱JALナビア　㈱オリエント
コーポレーション首都圏管理センター　新ケミ
カル商事㈱先端材料営業部　鈴豊　武内美恵子
　東京家政学院大　藤原由衣　堀川貴八　宮
﨑久美子　吉澤節子　(特非)大田教育支援の会
　NTTファイナンス㈱東京総合料金センター　
NTTファイナンス㈱ビリング事業本部品川本部
　阿部実加　㈱フォーバル　鈴木淳子　竹井彰
　鳥越宏子　三井住友信託銀行町田支店　矢島
志穂　江戸川区立南篠崎小PTA　大隅圭子　久
保田充子　後藤淳子　東弥鋼業㈱　三鷹市立第
五中　鳥﨑美知子　匿名希望▼神奈川県　アイ
スター商事代理店土屋眞弓　佐藤哲二　福本ア
キコ　宮下玲子　㈲江元工業　秋山敏子　木曾
克裕　横浜市立領家中 PTA　桜井京子　祖母
　森絵里　青島求　エバラ食品工業㈱　NTTフ
ァイナンス㈱南関東綜合料金センター　石黒琢
一郎　井上友子　大槻糸子　牧田知与　山下陽
子　ASA二俣川　NTTファイナンス㈱南関東総
合料金センター　職場一同　安井フミ子　山本
淳子　横浜市立若葉台中福祉委員会　匿名希望
▼新潟県　小林麻央　地域密着型複合施設わし
ま　リフレクソロジーSAIO(佐藤敦子・古泉三
枝子・細野文代 )　匿名希望▼富山県　㈱池田
模範堂　甲田あゆみ　清水紘平　(福)高岡市社

協▼石川県　本田▼福井県　越前市立花筺小
PTA▼長野県　建部友紀　轟礼子　藤澤芳子　
第一生命㈱松本支社内勤一同　美斉津直樹　飯
綱町社協▼岐阜県　JSA中核会岐阜支部　大垣
市中川ふれあいセンター『 地域のみなさんと中
川ふれあい地域貢献プロジェクトチーム』　笠松
町立笠松中 3年3組ベルマークチーム　堀川め
ぐみ　啓晴高生徒会　坂内小・中　早川　匿名
希望▼静岡県　新井なつ子　㈱アーク・ティー
エス　國武眞由美　清水　牧野和子　芝田工業
株　磐田市社協　田中里枝　畠中将也　石橋直
也　匿名希望▼愛知県　ANA中部空港㈱旅客サ
ービス部一同　㈱中部プラントサービス　曽我
部國久　長縄　西尾聖書バプテスト教会　長谷
川優　松岡恭代　安川さゆり　稲沢市社協ボラ
ンティアセンター　岡谷コンサルタント㈱　㈱
サンエス　積和建設中部㈱三河支店岡崎事業所
　積和建設中部㈱三河支店豊橋事業所　本田妙
子　吉原留美　NTT西日本東海支店　杉野育代
　村田理恵　小沢陽子　㈱グッドライフデザイ
ン　高橋愛　アイスター商事代理店中根由美子
　NTTファイナンス㈱東海・北陸総合料金セン
ター　技研工業㈱名古屋営業所　損害保険ジャ
パン日本興亜㈱愛知自動車営業部第二課　お茶
処菜芙　今口采夏　匿名希望▼三重県　伊藤ひ
さ　徳永恭　中村英之　東爪克子　栗原隆博　
中野恵子　伊達裕子　橋本真知子　四日市市立
保々中　脇屋厚治▼滋賀県　松田泉　伊東由紀
子　吉野順子　大前裕美子　野々口英一　匿名
希望▼京都府　新宮眞由美　松川紀子　小寺和
美　ヒューマンライフケア伏見　ベルつながり
の会　㈱Com－Fill　福田純子　匿名希望▼大
阪府　川崎清美　谷野恵子　目谷賢　アイスタ
ー商事代理店田中康子　大同生命社会貢献の会
　永留さやか　吉田功　上谷恭子　前田尚子　
梁川純暉　葦原プチボラの会　俵久留美　中嶋
一湖　真中美希　NTTファイナンス㈱関西総合

料金センター　藤田朱美　鈴木智子　日本生命
保険(相)支払いサービスセンター一同　匿名希
望▼兵庫県　関東煮　北鈴ラッキーノース　牧
悦子　山本祐一　末岡陽子　藤田紀江　島脇小
夜　マテリクス㈱神戸支店　横田未来　三井住
友信託銀行㈱川西支店　西小路幸子　CGMボ
ランティア神戸　佐野完喜　匿名希望▼奈良県
　山中肇　栄井豊▼和歌山県　おばあちゃん　
匿名希望▼鳥取県　永原千恵　井上真知子▼島
根県　弓場智恵美　三井住友海上保険㈱山陰支
店スタッフ▼岡山県　鳥越多美子　奥西恭子　
岡山市御津小五年生一同▼広島県　福山市立湯
田小5年大峠蒼空・木下こころ　岩井典子　ホ
ーコス㈱　松尾真希　JSA中核会広島支部　和
泉寿恵子　NTTファイナンス㈱中国・四国総合
料金センター　匿名希望▼山口県　細井優希　
山畑　有井ナオキ　匿名希望▼香川県　横井幸
恵　西日本電信電話㈱香川支店▼愛媛県　四国
中央市立新宮公民館　近藤雄介▼福岡県NPO
法人太宰府アートのたね　桜木　松木美寿々　
高山純子　馬場邦子　TOTOメンテナンス㈱福
岡コールセンター　福岡市立南当人小 PTA　
NTTファイナンス㈱九州総合料金センター▼佐
賀県　市丸千鶴　浜口　佐賀市立城北中生徒一
同▼長崎県　中島一良　古川海運㈲　安永恵美
　久保山繁樹　金子彬史▼熊本県　㈱豊岡建設
　熊本市立長嶺小PTA　牧山健二　山原明子　
竹内智恵▼大分県　嶋崎光平　井上義雄▼鹿児
島県　浜島秀一▼　織田　伊達直人　サンドラ
ッグ　Smiley　菊地翼　オギノ▼無記名＝91件

〈友愛援助申し込み〉　3月 1日～ 3月 31 日
　◆埼玉県　大砂土東小(さいたま市見沼区)
◆東京都　蓮根第二小(板橋区) ◆新潟県　岡方
中 (新潟市北区)◆三重県　厚生小(伊勢市)◆兵
庫県　白金小(猪名川町) ◆広島県　なぎざ公園
小 ( 広島市佐伯区) ◆大分県　挟間小(由布市)

絵　本
『ちからもちのおかね』（中脇初枝・再話、
伊野孝行・絵、偕成社）
　土佐の国に伝わる力
持ちの女の子の話で
す。力持ちと評判の男
の所に、力比べを挑む
相撲取りがやってきま
す。そこに娘のおかねが臼を軽々と運ん
できます。動かそうとしても臼はびくと
もせず、逃げ帰る相撲取り。おかねの怪力
は大人になっても変わらず、細い一本道
で殿様の行列と会った時は、米俵を積ん
だ馬を持ち上げて土下座しました。これ
以降、「天下御免」となったおかねの活躍
は、母親になっても続きます。男のヒー
ローが多い中で、女の子が活躍する話に
光を当てようとする作者の「女の子の昔
話えほん」の一冊です。（低学年以上向き、
1700円＋税）

『ともだち』（内田麟太郎・詩、南塚直子・
絵、小峰書店）
　内田麟太郎さんは
「ともだちや」シリー
ズなどでおなじみの
「絵

えことば

詞作家」ですが、
詩集を何冊も出して
います。その中から「ともだち」をテーマ
にした詩を集めて、と言えれば簡単なの
ですが、そこが微妙。例えば、「きんぎょ」
という詩の第一連は「きんぎょのなみだ
は／だれにもみえない／みずとおなじい
ろだから」というふうに、ちょっと寂しい
詩もあるのです。友だちがほしい？　友
だちって必要？　そんなふうにも感じさ
せる詩が、南塚さんの陶板絵で見事に表
現されています。教室で一つずつ読んで

あげて、詩の世界を子どもたちにも絵に
してもらったら、楽しいかもしれません。
（低学年から、1800円＋税）

低・中学年向け
『クスクスムシシを追いはらえ！』（赤羽
じゅんこ・作、筒井海砂・絵、国土社）
　3年2組に、コンクール
で優勝した虹ちゃんの絵
が、イラストレーターの
ママに手伝ってもらった
のではないか、というう
わさが流れだします。沙
帆は、親友の虹ちゃんを信じたいものの、
今までの虹ちゃんの絵とはタッチが違う
ような気もするのです。煮え切らない沙
帆に怒る虹ちゃんと、落ち込む沙帆。誰
にもちょっと覚えのあるような展開で
すが、ここからのストーリーは意表をつ
きます。下校途中で出会った不思議なお
じいさんから、教室に発生しているクス
クスムシシが変なうわさの元になってい
て、それを退治するホンキ鳥を育ててみ
ないかと言われます。「クスクスムシシ」
という名づけが絶妙。同じような状況に
なった時、子どもたちは自分たちの教室
にも「クスクスムシシ」がいるのでは、と
考え始めるのではないでしょうか。（中
学年向き、1400円＋税）

『不思議屋敷の転校生』（藤重ひかる・作、
宮尾和孝・絵、金の星社）
　4年生の優乃、あかり、
翔太、克樹は、幼稚園から
の友だちで、４人とも天
文部に所属。このクラス
に転入してきた八渡玲子
はほとんど口をきかず、自分も人と話す

のが苦手な優乃には、気がかりなことで
した。町には子どもたちが「ばちあたり
屋敷」と呼ぶ建物があり、学校の屋上で
天文観測ができなくなった4人は、町の
一番高いところにあるばちあたり屋敷に
目をつけます。そして、研究所のような
その建物が、実は玲子の家だったことを
知り、玲子を天文部に誘います。
　ネタバレになりますが、実は玲子は50
年近い過去からやってきた少女でした。
こうした設定は今までもありましたが、
大問題だった公害を克服し、平和な時代
が続いていることに驚きを感じている玲
子の姿が印象的でした。（中学年以上向
き、1300円＋税）

高学年・中学生向け
『人魚の夏』（嘉成晴香・作、まめふく・絵、
あかね書房）
　これも転校生の話。5
年生の新学期に転校して
きた海野夏ははっとする
ほど整った顔をしていま
すが、性別がわかりませ
ん。学校に提出された書類の性別欄にも
記入がなく、先生も分からないという中
で、一人だけ夏の〈秘密〉を知っているの
は知

ちさ と

里でした。実は夏は人魚で、大人に
ならないと性別が確定しないのです。知
里がそれを知っているのは、知里の母親
も小学生の時、人魚の転校生を迎えたこ
とがあったからでした。というふうに、
設定は思いっきりファンタジーですが、
夏をめぐるクラスの反応やそこからの展
開は、ほとんどリアルな物語を読んでい
る感覚です。夏が次第にクラスに受け入
れられていく中で、夏の秘密を知ってい
ることの重さに悩む知里。男子・女子であ

ることがそんなに決定的なことなのか？　
この物語からはそんな問いかけが聞こえ
てくるようです。（高学年以上向き、1300
円＋税）

『タブレット・チルドレン』（村上しいこ・
作、かわいちひろ・絵、さ・え・ら書房）
　学校で子どもたちに一
台ずつタブレットが配ら
れるというのは、どこまで
進められているのでしょ
うか。この物語の中学校
ではとっくにそれが済ん
でいて、2年生のクラスでこれを使った
課題が出されます。二人一組で、タブレッ
トの中で「子育て」をしなさいと言うの
です。ペアの組み合わせもＡＩが決める
ということで、心

ここ な

夏のパートナーは高橋
温
あつと

斗。心夏いわく「私の顔がいちご大福な
ら、温斗の顔は焼きすぎたさつまいも」と
いう、がっかりな相手でした。そして、タ
ブレットの画面に現れた「子ども」は、マミ
と名乗る11歳の女の子で、その生意気
な応答が心夏をいらだたせます。
　現実の心夏はクラスでは友だちがかろ
うじて一人、家にはマミと同じ6年生の
妹がおり、母親は手のかかる妹にかかり
きりで、そのことも心夏のストレスの大き
な要因でした。マミとのやりとりの中で、
自分の母親への感情に気づかされたり、
温斗のマミへの対応に驚かされたりとい
うプロセスもおもしろいのですが、この
ゲーム（？）に対するクラスの他の子たち
の受けとめも様々で、いかにも今どきの
中学生らしいと感じさせます。そうした
リアリティとやや近未来的な設定が微妙
に交錯する、独特な味わいの作品でした。
（高学年・中学生以上向き、1400円＋税）

ベルマーク寄贈者・友愛援助リスト（敬称略）

児童文学評論家・藤田のぼる


