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　秋田市立中通小学校（佐藤牧子校長、
児童184人）で7月14日、「走り方教室」
が開かれました。走り方教室は、ベルマー
ク財団が実施しているソフト事業、教育
応援隊のプログラムのひとつで、協力会
社ミズノとの共催です。
　10 時 20 分、校庭に集まったのは 1
～ 3年生の 105 人。コーチはミズノス
ポーツサービスの保科康信さん、柴田凌
さん、飯尾日向子さんです。
　「今日調子良い人？悪い人？じゃあ、
おなかすいた人？」
　保科さんの問いかけから、教室は始ま
りました。初めて会う子どもたちとの距
離を縮めるのと同時に、体調の確認です。
　次に、瞬発力のチェック。体の場所を

言われたら、素早く反応して両手で触り
ます。「あたま！おへそ！みみ！め！あた
ま！もっと速く！」と、保科さんがスピー
ドを上げると、ワハハハと笑いが起こり
ました。ユーモアたっぷりの保科さんに
子どもたちは引き込まれていきます。
　今日習う走り方のコツは3つ。スター
トの姿勢、腕の振り方、足の使い方です。
まずはスタートの姿勢から。「気を付け」
で姿勢を正し、「位置について」でひざ
に両手を置きます。「よーい」で片方の
足を後ろに引きます。この時、手と足が
一緒にならないことがコツです。
　二つめは腕の振り方。手は、鼻の高さ
まで持ってきて、自分のズボンをスッ
スッと擦るように動かします。三つめは

足の使い方。つま先だけを使い、足音を
バタバタさせないように走ります。
　練習を重ねると、自分の走りが改善さ
れていくのを実感できたようです。最後
の 1本を走ったあと、保科さんが「これ
から走るときは 3つのポイントに気を
付けてください」と話すと、「はーい！」
ととても元気な声が返ってきました。
　11時 20 分から 45分間、走り方を学
んだのは 4～ 6年生の 77人。ポイント
は低学年と同様に3つで、スタートダッ
シュ、手の振り方、足の使い方です。高
学年は、走ってきた経験がたくさんある
ため、より細かいアドバイスを受けまし
た。「合図のピッより早く出すぎている
から、しっかり音を聞いてスタートしよ

　公益財団法人ミズノスポーツ振興財団（水野明人会
長）は 7 月 14 日、ベルマーク財団に 100 万円を助成
しました。1971 年から 52 年連続の助成で、累計額は
9350 万円にもなります。
　ミズノスポーツ振興財団はスポーツの普及・振興を目
的として設立された団体です。毎年、国民体育大会、国
内で開催される世界選手権大会、スポーツに関する研究
などへの助成をしています。1970 年の設立以来、助成
額の累計は約 83 億円です。

　振興財団の尾﨑徹也・専務理事、澤井文彦・事務局次
長がベルマーク財団を訪れ、尾﨑専務理事がベルマーク
財団の小野高道・常務理事に目録を手渡しました。コロ
ナ禍への配慮から、対面での贈呈は 2019 年以来です。
　尾﨑専務理事は、振興財団の役割について「楽しくス
ポーツに親しんで、生涯楽しんでいただけるような環境
を社会に提供できるようにしていきたい」と話しました。
　助成金は、ベルマーク財団のソフト事業「教育応援隊」
の「ミズノ・スポーツ教室」実施費用に活用されます。

う」「ひじは後ろに伸ばさず、曲げながら
走ろう」などと、指導がありました。
　終わりの会では、6年生の代表児童が
コーチに「秋に行われる陸上競技場での
記録会では、今日学んだことを生かして
頑張ります」と話しました。教室を申し
込んでくれた PTA にも「記録会で生か
せる企画をしてくださり、ありがとうご
ざいました」とお礼を伝えました。

とてもきれいな
フォームになったね!!

秋田市立中通小でミズノ「走り方教室」
3つのコツでスピードアップ！

52年連続でベルマーク財団に助成
ミズノスポーツ振興財団

①速く走れると楽しいね　②瞬発力のチェック。コーチに言われたことにすぐ反応できるかな？　③正しいフォームを身に付けると、スピードが上がります　④教室に戻る前に、コーチとハイタッチ。よく頑張りました！

目録を手にする尾﨑徹也・ミズノスポーツ振興財団専務理事（左）と、小
野高道・ベルマーク財団常務理事

① ②

③

④
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　千葉県木更津市立八幡台小学校（土生こずえ校長、児
童 803 人）に 5 月、ベルマーク預金で買ったすべり台
が届きました。滑降部があざやかな黄色で、とても目立
つピカピカのこのすべり台は協力会社の内田洋行から購
入しました。子どもたちは大喜びで、休み時間には行列
ができるほど大人気です。
　以前あったすべり台は、学校が創立された 1981 年当
時のものでした。過去５年ほどお買いものをしておらず、
ベルマーク預金がたまっていたため、学校と保護者で何
を買おうか考えた際、すべり台の更新に決めました。古

い台の撤去費用や設置費用もかかるため、PTA と、保
護者・教員・地域の方でつくる教育後援会も協力して資
金を上積みし、計 94 万円をねん出したそうです。
　八幡台小は、創立当初からベルマーク運動に参加。
PTA のベルマーク委員会とボランティアで仕分け・集
計などの作業をしていたほか、地元の公民館にもベル
マークの回収箱があり、定期的に学校に持ってきてくれ
るそうです。
　同校の都築光教頭は「皆さんのご協力が子どもたちの
笑顔につながりました」と話してくれました。

　岐阜県の高山市立荘川小学校（早川秀
樹校長、児童37人）の体育館で7月4日、
「理科実験教室」が開かれました。全校
児童に加えて、2キロほど離れた市立荘
川中学校の生徒 25人も集まり、にぎや
かな教室となりました。理科実験教室は、
ベルマーク財団のへき地学校支援事業の
ひとつです。1999 年に第 1回の教室が
開かれ、これまでに 237 回開催。この
日が今年度初めての開催となりました。
　今回、講師を務めたのは、サイエンス
ものづくり塾エジソンの会（華井章裕代
表）の 6人です。
　教室の前半は、サイエンスショー。特
に盛り上がったのは、子どもたちが持ち
寄ったバラやあじさいの花、キャベツな
どの野菜を液体窒素につける実験です。
どれも手で挟んでたたくとこなごなに
なってしまいました。子どもたちは目を

キラキラと輝かせ、「冷たい」「すごい」
という声があちこちから上がりました。
　後半は小学生と中学生に分かれて、も
のづくりを体験しました。筒の入れ物に
千代紙を貼り、先端にビー玉やビーズを
入れて作る「万華鏡」、色とりどりのテー
プを棒に貼り付ける「くるくるレイン
ボー」を作りました。作っているときの
子どもたちは真剣な表情でしたが、完成
すると笑顔がはじけました。

　愛知県の岡崎市立宮崎小学校（佐橋康
仁校長、児童 16 人）で 7月 4 日、財団
のへき地学校支援事業「一輪車講習会」
が開かれました。
　今回の講師は、国内外のさまざまな一
輪車の大会で優勝などの実績を数多く持
つ佐

さと う あ や か

藤彩香さんと小
こ ぎ ま ゆ こ

木真由子さんです。
二人はまず、参加した 1年生から 6年生
までの 14人に、模範演技を披露。華麗
な演技に初めは拍手をするのも忘れるほ
ど、子どもたちは見入っていました。
　実技指導では、より細やかにアドバイ
スできるよう、1・2年生と 3～ 6年生
の二つのグループに分かれました。初め
て乗る際の姿勢や目の位置など「基本動
作」から教わり、練習を重ねると、見る
見るうちに一人で乗れる人が増えまし
た。講師の二人が、児童それぞれの進み
具合に合わせた指導をしていくと、難し

い「跳び乗り」にチャレンジする人も出
現。成功した時には、周りから大きな歓
声が上がりました。
　講習会の最後、児童によるお礼の言葉
では「難しい技には、まだまだ時間がか
かりそうですが、放課後も練習を続けて
いきます」と話があり、意気込みが伝わっ
てきました。講師は「これからも教え合い
ながら、どんどん練習してください」と
エールを送りました。

　新しくベルマーク大使に就任した新
に い ろ け い す け

納啓介さんに 6
月 28 日、ベルマーク財団から委嘱状をお渡ししました。
新納さんは 4 月に協賛会社あいおいニッセイ同和損害
保険（ベルマーク番号 92）の社長に就任。前社長の金
杉恭三さんから大使を引き継ぎました。

◇
　「サスティナビリティの一環でクリーンアップ活動や
植林活動に取り組んできた当社ですが、コロナ禍の中、
在宅でできるベルマーク活動を再認識しています」
　山間部や島々、被災地の学校を支援するといったベル

マークの理念は同社が行動指針に掲げる「地域密着」と
密接に関わるといいます。契約の一つひとつが、お客さ
ま一人ひとりの課題解決につながるからです。
　同社が中期経営計画のコンセプトとして掲げるのが

「CSV ×
バイ

DX」。CSV（Creating Shared Value ＝社会との
共通価値の創造）は、自社の強みを用いて社会的課題の
解決をめざす考え方。DX（Digital Transformation）は
デジタル技術を通じて提供する価値を変革させること。
この 2 つを推進して社会に貢献することが世界企業の
潮流であり、同社は率先して実践しているそうです。

　「社会との共通価値をつくっていく CSV の発想は、山
間部の小規模校や被災地校などの教育の不平等をなくそ
うとするベルマーク活動の思いにも合致します」
　そう考える背景には、自身の英国・ロンドン体験が
あります。小学 5 年生からの数年間と、2011 年からの
駐在員時代にロンドンで暮らした際、社会の多様な価
値観の大切さを学びました。「現地の小学校に転校した
1970 年代後半には、まだ英国では差別意識などもあり、
嫌な思いもしましたが、最後は仲良くなりました。この
経験もあり、いつも相手をリスペクトしてきました。そ
んな思いが、人を支え続けていこうという今の考えや行
動のベースにあります」
　ご自身でベルマークを収集することはもちろん、会社
で集めたものを持ち帰り、自宅で奥さまと仕分け作業を
したりすることもあるそうです。「大使として、これか
らも社員、代理店や地域のみなさまと共に、ベルマーク
活動を強化していきたいですね」

◇
　あいおいニッセイ同和損保は 2001 年から協賛会社と
して自社商品にベルマークを付ける一方、3000 社近い
代理店や地域と連携して自らもベルマークを収集し、各
地の学校や財団に寄贈してきました。この日、東京・恵
比寿の本社をお訪ねした際も、2021 年度に集めた 145
万点余のベルマークを財団に贈呈してくれました。

ベルマーク大使に就任、新納啓介社長にきく
協賛会社のあいおいニッセイ同和損害保険

黄色いすべり台がやってきた

瞳を輝かせる子どもたち　各地で教室開催

千葉・木更津市立八幡台小

岐阜・高山市立荘川小で理科実験教室 愛知・岡崎市立宮崎小で一輪車講習会

㊧「支援活動にゴールはない。地域密着でずっと取り組んでいきたい」と新納社長。ブラジル人学校の支援も始めたという
㊨ベルマーク大使の委嘱状を持つ新納社長

新しいすべり台には順番待ちの列ができる（提供・八幡台小）



2022年（令和4年）8月10日（水曜日）第499号3

　ベルマーク財団が後援している「スナッ
グゴルフ対抗戦 JGTO カップ全国大会」
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。
　一般社団法人日本ゴルフツアー機構
（JGTO）が主催し、今年で 19 回目。コ
ロナ禍の影響で、昨年から東日本大会と
西日本大会に分けて開催しています。
この日は、地域予選を勝ち抜いた北海道
から東海地方までの 23 校 118 人の小
学生が参加しました。
　JGTO は昨年秋に開かれた西日本大会
から、会場でベルマーク収集の取り組み
を始めました。事前に、ベルマーク運動

のしくみや意
義を説明した
冊子を配布
し、「ベルマー
クを 10 点持
参すると記念

品をプレゼント」とアナウンス。会場の
受付横にはベルマークブースが設けら
れ、回収箱にマークを入れた子どもたち
には、記念品の JGTO オリジナルキーホ
ルダーが手渡されました。
　スナッグゴ
ルフは、クラ
ブのヘッドが
プラスチック
製で、ショッ
トを打つ時に
ランチパッドというゴム製のマットを使
います。ファスナー素材の旗の土台に、テ
ニスボール大の球をくっつける（snag）
ことで、ホールアウト。この大会では、1
チーム3人以上 6 人以下で 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。
　全国大会の特徴は、プロゴルファーの
宮里優作、増田伸洋、塩見好輝、伊藤有

志、寺岡颯太、山路幹、松本将汰の７人
も参加すること。「JGTO ドリームチー
ム」として、子どもたちと同じ用具とルー
ルで勝負に挑みます。
　試合が始まると、子どもたちは一転し
て真剣な表情に変わり、あちこちから「ナ
イスショット」「ナイスオン」「惜しい！」
などの声が聞こえてきました。アルバト
ロスやホールインワンを決めた小学生選
手もいて会場は大いに盛り上がり、プロ
たちも負けじ
と、子どもた
ちの目の前で
力強いショッ
トを披露しま
した。
　優勝は、ストローク数 79の笠間市立
友部小学校。２位は笠間市立北川根小学
校、３位は常陸大宮市立大宮小学校。3
校とも茨城県の学校でした。

　大会最後のあいさつをしたのは、震災
復興枠で出場した、岩手県・宮古市立宮
古小学校の渡邊征一郎さん。「活動を支
えてくれている皆さん、ありがとうござ
いました」と感謝の気持ちを伝えました。

◇
　後日、JGTO の宮内勝・貢献事業部長
と山田寛さんが大会で集まったベルマー
クと、JGTO社内で集めたインク・トナー
カートリッジを財団に届けてくれまし
た。宮内さんはベルマーク回収について、
「子どもたちや保護者の収集への意識が
高まってきている」と感じたそうです。

　株式会社ナック（本社・東京都新宿区）から、ベル
マークとインク・トナーカートリッジが届きました。同
社 IR・広報室の松田萌絵さんと鈴木麻由さんが 7 月 15
日にベルマーク財団を訪れ、寄贈してくれました。同社
は 2009 年からベルマーク収集に取り組んでいて、今年
で 14 年連続の寄贈です。
　もともとは親会社であるナックだけで収集していまし
たが、前回の寄贈分からはグループ全社も協力していま
す。従業員数はナックグループ全体で約 1600 人にもな

ります。
　さまざまな社会貢献活動を展開しているナックグルー
プですが、最も長く取り組んでいる活動がベルマーク収
集だといいます。「収集の取り組みを広げるため、活動
の認知度を高める広報活動に力を入れています」と松田
さん。そのひとつが、社内用の web サイトを使った「CSR
通信」での情報発信です。より多くの人の協力を得るた
めに、収集のお願いをするだけでなく、ベルマークを集
める意義の説明もしているそうです。

　熊本市立碩
せきだい

台小学校（杉水修校長、児
童 137 人）のこれまで集めた点数が今
年 1月、300 万点を達成しました。ベル
マーク活動は PTA 撫子会の総務委員会
が担っています。6月末、活動に携わる
保護者 5人に集まっていただき、同校の
撫子会交流室でお話をうかがいました。
　PTA の「撫子会」という名前は、校
花がカワラナデシコであることが由来で
す。PTA 活動のスローガンは「できる
だけ、できるしこ」。熊本弁で「無理な
く、出来るときに出来るだけのことをし
よう」という意味を持ちます。運営の中
枢を担う「委員」と、より気軽に参加で
きる「係」があり、どの家庭も活動に参
加できる体制が整っています。
　総務委員は現在 13人。今年度の委員
長を務めているのが松村智子さんです。
この日は、委員の内田真美さん、江口優
子さん、山中千尋さん、そして昨年度に
委員長を務めた田中智美さんも駆けつけ
てくれました。
　同校のベルマーク活動について、「小
さな校区なので、卒業生や地域の皆さん
にも応援してもらっています」と田中さ

ん。収集には地域住民も積極的に参加し
ています。例えば、地元のからあげのお
店は、業務で使う商品のベルマークを
約10年前から学校に寄贈しているほか、
昨年は匿名の方から郵送でマークが届い
たそうです。さらに田中さんは「卒業生
の保護者から、マークを手渡してもらう
こともあります」とも教えてくれました。
　マークの回収は学期に 1回。児童に
は、担任の先生を通じて 1人 1 枚ずつ

回収袋を配布します。回収袋が集約でき
たら、子どもを経由して総務委員の家庭
に届くという流れです。回収を促すため
に、年度初めには、保護者に向けた配布
物を総務委員長が作成します。集まった
ベルマークは、1学期に 1回、仕分け・
集計します。財団への発送は年1回です。
　仕分け・集計の活動について「先輩マ
マと情報交換をすることもでき、コミュ
ニティとしての機能が大きいと思う」と

語ってくれたのは委員の江口さん。コロ
ナ禍になってから、保護者同士の交流の
機会が減ってしまった中、集まることは
「貴重な時間」と説明してくれました。
　地域の協力も得ながら、ベルマークを
集めてきた碩台小。現在、お買いものの
話が出ているそうです。子どもたちを写
すためのカメラが欲しい、古くなった楽
器を買い替えたいといった意見があり、
これから検討していくとのことでした。

300万点達成「出来るときに出来ることを」
熊本市立碩台小

会場にベルマーク回収ブース

14年連続でマーク寄贈

スナッグゴルフ対抗戦JGTOカップ全国大会

株式会社ナック、さらなる認知度向上を目指す

左から、ナック IR・広報室の鈴木麻由さん、松田萌絵さん、ベルマー
ク財団の小野高道常務理事

① 300 万点達成の感謝状を手に、PTA 撫子会総務委員会の皆さん（撮影・古瀬英子教頭）　②児童一人ひとりに配るベルマーク回収袋
③江口さんが山中さんに集計のコツを伝授　④撫子会交流室にはベルマーク整理棚がある　⑤ 2016 年にベルマーク預金で買ったクーラー

① ②

④

③

⑤
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〈マーク寄贈者〉　6 月 21 日～ 7 月 20 日
　▼北海道　㈱サンドラッグプラス　石屋製菓
㈱　加藤久美　北海道銀行山鼻支店　門別ライ
オンズクラブ　島田　徳若織絵・大塚めぐみ・
黒川弘美　松本千代子　JA 北海道信連　水野
翔子　▼青森県　星川光代▼岩手県　㈲ニコニ
コ総合企業　栗原建設㈱　匿名希望▼宮城県　
富田純子　匿名希望▼山形県　内山幸江　奥山
俊▼福島県　朝倉奈緒子▼茨城県　木村あゆみ
　高砂製紙㈱　水戸商高 JRC 同好会　大嶋建
一　後藤秀昭　鈴木詠子　手島聡　匿名希望▼
栃木県　佐藤直人　青葉小　根本由美　福田英
二　長岡花恵▼群馬県　浅賀利佳　大山正　損
害保険ジャパン㈱群馬支店　はるな保育所　㈲
通友　大類真紀子▼埼玉県　内田栄子　須藤　
東田敏夫　髙橋みさ子　福田純子　三好勝憲　
出口泰美　原絵里子　溝口さおり　匿名希望▼
千葉県　爪川貴博　青木美穂　石黒純代　井手
　越智庸子　石田美子　末次寛喜　関田元子　
髙橋典子　永田昭四郎　宮崎宏明　M　今うた
子　加藤正博　井上太稀　匿名希望▼東京都　
㈱安藤大理石　神田電気工事㈱　田代聖己　深
津栄美　石川義子　高野厚子　東京東信用金庫
深川北支店　野杁英仁　原田紀子　森田結花　
山田郁子　稲吉若葉　上田紀子　㈱杉田モータ
ース　川上洋一　京王バス㈱南大沢営業所　竹
内有希子　東京ドロウイング㈱　福井昌子　諸
井光治　㈲光洋　市川佳世子　㈱舗材サービス
　㈱ローソン銀行　木村徳子　久保田典子　さ
うらべ　佐神義行　嶋田方子　鈴木智子　中央

区立有馬幼稚園　土屋正代　寺田真人　中村寛
　西澤美子　日本基督教団小金井緑町教会　野
村仁美　細井　町田市立鶴川第二小　宮原深雪
　森博之　( 公財 ) 東京カリタスの家　キリス
ト品川教会　世田谷区立千歳小PTA　髙橋正子
　太刀川忠良　東京東信用金庫篠崎支店職員一
同　波田野壽子　平本由紀子　本多登美子　松
下冨美子　みずほ銀行大手町本部ビル　森島眞
知子　渡邉晶子　髙橋健一　匿名希望▼神奈川
県　今倉世志江　池田静江　友野典子　鳥井原
弘　宮和田晴美　吉田　桂田祐子　キヤノン㈱
川崎事業所　茅ヶ崎市立円蔵中　萩原裕子　渡
会恵　㈲齋藤板金塗装　石黒琢一郎　江部好秋
　グループホームハーモニー　斉藤　斎藤ちあ
き　末宗千惠　林裕子　牧野富美江　村岡由美
子　渡辺利恵子　今村恭子　田代亜子　信田照
代　匿名希望▼新潟県　小森茂　成田光子　羽
田久美子　㈱ネイグル新潟　地域密着型複合施
設わしま　高橋佳子　丸山恵子▼富山県　髙田
卓朗▼石川県　東田淑子　アイスター商事代理
店山本か乃子▼福井県　刀根なおゑ▼山梨県　
鶴間さつき　山梨中央銀行職員組合▼長野県　
寺澤嘉代子　東御市立和小　平林産業㈱　但馬
裕子　轟礼子　宮下ふさ子▼岐阜県　大石周平
　北川幸子　岐阜県 JA ビジネスサポート㈱　
田口夏帆　奥原たかし　井貝未奈　早川　髙木
憲彦　匿名希望▼静岡県　小池貴幸　小寺七海
　静岡市立中田小　柏原明日香　滝治栄　畠中
将也　村田正弘　匿名希望▼愛知県　岡田梨絵
子　㈱ YMDみよし事業所　㈱ごとういしょう

　北川くりにっく職員一同　杉山まり子　山口
幹雄　窪田照代　三辻玲子　戸田良子　伊藤貴
子　匿名希望▼三重県　岡田夏海　中野恵子　
稲森智子　メンテックオークボ　㈱デンソー大
安製作所　㈱サンフレンド▼京都府　三条小川
デイサービスセンター　松田さとみ　吉田沙絵
　㈱ Com-Fill　匿名希望▼大阪府　反町美諒　
豊徳建設㈱　横原瑠美子　多賀祥介　千葉ます
み　三井住友信託銀行難波支店・難波中央支店
　㈱オオヤマ　河野克士　直江百合子　石川真
理子　上原京子　かんらんこども園　木村淳子
　中野恒子　平井　森﨑光登　梁川純暉　匿名
希望▼兵庫県　小林その代　松本恵子　安福洋
子　ワイズメンズクラブ国際協会西日本区六甲
部　西岡千穂　大阪塗工㈱　池田潤子　畑中一
省　村瀬敬子　匿名希望▼奈良県　堀田幸代　
サークルべるちゃんボランティア　中畑和美▼
和歌山県　石川幸正　北村亜矢子▼島根県　山
口友美・山口善大・敦大・和大　永窪秀臣　匿
名希望▼岡山県　西日本三菱自動車販売㈱中国
四国営業本部▼広島県　佐藤玲　長藤サワ子　
黒川マキ子　中国労働金庫労組　匿名希望▼山
口県　木落梨花　福島ゆかり▼徳島県　上徳健
市▼香川県　サイクランド三宝　四国労働金庫
労組▼福岡県　黒田和恵　中島里穂子　㈱マル
ハン苅田店　JR 九州ユニオン　TOTOUNION
▼佐賀県　ダイレックス▼長崎県　久保山繁樹
▼熊本県　牧山健二　豊洋園▼大分県　井上義
雄　賀来孝次　匿名希望▼鹿児島県　匿名希望
▼　中西幸恵　有賀桜▼無記名＝ 84件
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　昨年の7月に亡くなられた那須正幹さんを偲ぶ会が、7月14日に都内でありました。開会あいさつ
をした僕の画像もネットのニュースに出ていたので、ご覧いただいた方もあるかもしれません。那須
さんといえば、なんといっても「ズッコケ三人組」ですが、3歳で被爆した那須さんには、『絵で読む
広島の原爆』（福音館書店）などの著書もあり、ぜひこの機会に手に取っていただければと思います。
　さて、では例によって絵本から紹介を始めます。

絵　本
『こうもり』（アヤ井アキコ・作、福井大・

監修、偕成社）
　ちょっと不気味なイ
メージもあるコウモリ
ですが、その生態はあま
り知られていないよう
に思います。体の重さ
は一円玉5枚から10枚程度ですが、一
晩で体重の半分ほどの蚊などの虫を食べ
るといいます。哺乳類ですから、もちろ
ん子どもはお乳で育てます。種によって
は20年から30年も生きるというこうも
りの暮らしぶりが、手に取るようにわか
る一冊です。（低学年以上向き、1500円
＋税）

『バスが来ましたよ』（由美村嬉々・文、
松本春野・絵、アリス館）
　病気のため失明した
〈わたし〉は、１年の訓
練の後、市役所の仕事
に復帰しましたが、通
勤のバスに乗るのが大
仕事です。ある朝、「バ
スが来ましたよ」という女の子の声。さ
きちゃんというその子は、それから毎日
バスの乗り降りを手伝ってくれるように
なります。やがて、さきちゃんの卒業と
共に妹やその友達が、後を引き継ぎま
す。和歌山の町で、全盲の男性が定年ま
で 10年以上も子どもたちに助けられた
実話をもとにした絵本。「バスが来まし
たよ」という声が聞こえてきそうです。
（低・中学年以上向き、1400 円＋税）

低・中学年向け
『いもうとなんかいらない』（ロイス・ダンカ

ン作、小宮由・訳、平澤朋子・絵、岩波書店）
　メアリー・ケイには、ス
ザンヌという小さな妹が
います。かわいいけれど、
「いつでもすき」というわ
けにはいきません。大事
なクレヨンを折ってし
まったり、人形たちとのお茶のパーティを
じゃましたり……。お母さんのお友達の
トゥルーディおばさんに、「ペットとこうか
ん」をもちかけたら、いいというのです。
おばさんのことが大好きなスザンヌも喜
んでおばさんの家に行ってしまいます。
　ある種テッパンのストーリー展開です
が、メアリー・ケイに共感する読者は少
なからずいるでしょう。「二度とスザン
ヌをだれかにあげようなんて、思いませ
んでした」というラストと共に。（低学年
向き、1300円＋税）

『すごいゴミのはなし   ゴミ清掃員、10年間
やってみた。』（滝沢秀一・文、学研プラス）
　「マシンガンズ」という
お笑いコンビの芸人さん
でありつつ、ゴミ清掃員
を10年間続けてきたと
いう著者。粗大ゴミで出
された電子レンジに土が
ぎっしり詰まっていて、清掃車の3人で
あれこれ推理した、という話から始まり
ます。清掃車は一日でゴミ集積場と清
掃工場を6往復。一回で2トンですから、
一台だけで10～ 12トンのゴミを処理す
るわけです。その量に圧倒されます。水

気をしっかり切るだけで、どれだけそれ
が減らされるかという話にも説得力があ
ります。
　ゴミ問題の本は結構ありますが、まさ
に〈現場〉からの声が聞こえてくる感じ
で、「すごいゴミのはなし」というタイト
ルに納得でした。（中・高学年以上向き、
1300円＋税）

高学年・中学生以上向き
『「ヒロシマ消えたかぞく」のあしあと』（指

田和・著、ポプラ社）
　2年前の読書感想文コ
ンクールの課題図書に
なった『ヒロシマ消えた
かぞく』という本をご記
憶の方もいらっしゃると
思います。両親に4人の子どもたちの家
族全員が、原爆で亡くなったのです。たま
たま親族の方が保存していたアルバムか
ら、このご家族の日々を再現した写真絵
本でした。この絵本がどうしてできたの
か、そして6人は、それぞれどこでどんな
ふうに死んでいったのか。絵本出版時点
ではわからなかった様々なことを追いか
け続けた著者の、本をめぐる〈探検〉の物
語です。（高学年以上向き、1600円＋税）

『すこしずつの親友』(森埜こみち・作、講
談社)
　伯母さんに「親友って、
どうやったらつくれるの」
と聞くと、「親友は、つくる
ものじゃなくて、出会うの
よ」という答。「かならず
出会える？」という問いには、「すこしず

つの親友になら、すぐにでも出会えるわ
よ」と言われ、話が聞きたかったら泊まり
にいらっしゃいと誘われた姪が、一晩か
けて聞いた話、という設定です。七話まで
あって、ほとんどが旅先、それも外国で
出会った人たちにまつわるエピソード。
姪の〈わたし〉からすれば淡い一度限り
の交流なのですが、「すこしずつの親友」
という意味も、じわっと伝わってくるよ
うに思えるのです。どの話に感応するか
は読者次第、そこから読者は自分の「すこ
しずつ」の物語を紡いでいけるでしょう
か。（高学年以上向き、1350円＋税）

『5番レーン』(ウン・ソホル作、ノ・インギョン
絵、すんみ・訳、すずき出版）
　漢

ハンガン

江小学校水泳部エー
スのカン・ナルは、全国ジュ
ニア大会の女子50メート
ル自由形で、ライバルのキ
ム・チョヒに完敗します。姉
の影響で早くから水泳を始めたナルでし
たが、このところキムに歯が立ちません。
姉のように体育専門の中学校に進めるの
か……。悩みが深まるナルを中心に、幼な
じみで男子自由形のスンナム、転校して
きたバタフライのテヤン、中学生になっ
て高飛込に転向した姉のボドゥルなど、
それぞれの思いが交錯します。韓国の小
学校の「部活」事情は日本とはかなり違う
ようで、スポーツもののおもしろさに加
えて、ナルとスンナム、テヤン、さらには
キム・チョヒをめぐる「恋愛」ドラマの趣
もあり、日本の若い読者の関心を呼びそ
うな魅力にあふれています。（高学年・中
学生以上向き、1600円＋税）

〈友愛援助申し込み〉　7 月 1 日～ 7 月 31 日
　◆福島県　みどり幼稚園（郡山市）◆神奈川
県　セント・メリー幼稚園（横浜市保土ヶ谷区）
◆新潟県　光晴中（新潟市）◆奈良県　富雄南
小（奈良市）◆岡山県　新吉中（笠岡市）

7 月
吉良中	 愛知県西尾市	 9,056,795
上野小	 大阪府豊中市	 9,035,592
朝暘第三小	 山形県鶴岡市	 5,042,699
八名川小	 東京都江東区	 3,013,494
連島東小	 岡山県倉敷市	 3,019,417
伊野小	 高知県いの町	 3,030,193
八幡小	 鹿児島市	 3,026,092
吉岡小	 宮城県大和町	 2,016,405
渟城南小	 秋田県能代市	 2,013,085
南星中	 富山県高岡市	 2,005,615
大町北小	 長野県大町市	 2,003,274
誠和幼稚園	 岐阜県中津川市	 2,024,029
多度津小	 香川県多度津町	 2,006,614
新宮小	 福岡県新宮町	 2,017,738
潮見台小	 北海道小樽市	 1,003,561
東桂小	 山梨県都留市	 1,001,178
藤岡幼稚園	 静岡県藤枝市	 1,007,266
大成中	 奈良県橿原市	 1,000,121
頃末小	 福岡県水巻町	 1,026,835

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

大台達成校


