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　東京・有明の東京ビッグサイトで 9
月 23 ～ 25 日に開かれた「GOOD LIFE
フェア 2022」（朝日新聞社主催）に、ベ
ルマーク財団がブースを出展しました。
このイベントは、SDGs に取り組む企業・
団体の活動を知ることで、「GOOD LIFE

（心地よい豊かな生活）」に結びつく身近
な選択肢に出あうことができるというコ
ンセプトで開催され、3 日間でのべ 2 万
人近くが訪れました。
　財団はこの 3 年間、コロナ禍の影響
で、毎年 5、6 月に開いているベルマー
ク運動説明会を中止しています。今回の
フェアは久しぶりに、来場者に対面でベ
ルマーク運動の魅力を伝えられる貴重な

機会でした。
　ベルマーク財団のブース入り口では、
公式キャラクター「ベルマーくん」がお
出迎え。大きなパネルの横に立ち、写真
撮影をしてくれた親子もいました。ブー
スがより多くの来場者の目に留まるよ
う、通路に向いたモニターも設置し、動
画「未来を育むベルマーク」を上映。ブー
ス内には、60 年余りの運動の歩みを記
した年表、運動のしくみや意義を説明す
るパネルを展示しました。
　来場者の反応が一番大きかったのは、
協賛会社のベルマーク付き商品の実物展
示でした。実際に手にとってマークの位
置を確認する人も多く、「これにも付い

てるんだ」「マークが切り取りやすくなっ
ているね」「普段から学校で使って、集
めてるよ」といった声が聞かれました。
協賛会社の主な商品が載っている一覧表
も一人ひとりに手渡しましたが、中には

「周りに配りたいので追加が欲しい」と
話しかけてくれた人もいました。
　「自分の学校のためだけでなく、へき
地学校や被災地の学校などへの支援にも
なるなんて知らなかった」と、ベルマー
ク運動の持つ 2 つの役割に感心した人
がいれば、「ベルマーク持ってきまし
た！」とたくさんのマークを手に、小走
りでブースにやってきた人もいました。

「子どもは大きくなったけれど、集める

　東日本大震災発生から 11 年が経ちました。復興に向
けた取り組みが進んでいますが、同時に、向き合わなけ
ればならない課題も多く残されています。ベルマーク財
団は 2022 年度も被災校への支援を実施します。支援対
象は岩手・宮城・福島 3 県の小中学校 112 校で、支援
総額は 600 万円相当です。
　財団は、2011 年の震災発生直後、被災校にノートや
鉛筆を寄贈したことを皮切りに、現在まで支援を継続し
ています。その総額は 5 億円を超えました。
　支援の原資は、ベルマーク運動参加団体からの友愛援

助寄付、全国各地から「被災校のために使ってほしい」
と財団に寄せられた寄贈マーク、ウェブベルマーク協会
からの助成金、そして、参加団体のベルマーク活動から
生み出された援助資金です。参加団体が貯めたベルマー
ク預金でお買いものをすると、購入額の 1 割が自動的
に財団に寄付されます。
　このような支援は、子どもたちを思い、ベルマークを
集めて送ってくださる皆さんの活動があって成り立って
います。財団はこれからも、全ての子どもたちが等しく
笑顔で学べるよう、支援を続けていきます。

癖が付いています。役立てるにはどうし
たらよいか」という質問には、寄贈マー
クとして財団に送ると支援に生かせるこ
とを伝えました。
　来場者にはアンケートへの協力をお願
いしました。集まった 500 超の回答は、
今後のベルマーク運動の参考にさせてい
ただきます。

ご来場いただき
ありがとうございました

「GOOD LIFEフェア2022」に財団がブース出展
運動の意義やしくみ、広くアピール

東日本大震災から11年、今年度も支援
2022年度、112校に総額600万円相当

①来場者でにぎわうベルマーク財団のブース　②東京ビッグサイト入り口に設置されたフェアの案内　③④⑤協賛会社が提供してくれたベルマーク付き商品の展示は大好評だった

昨年度の支援先から届いた、備品を活用している写真

① ②

③

④

⑤



2022年（令和4年）10月10日（月曜日）第501号2

　協力会社のテクノホライゾン（エルモカンパニー）が主
催する「テクノホライゾングループ  ソリューションフェ
ア 2022in 東京」が 9 月 28、29 日、東京都文京区にある
東京ドームシティのプリズムホールで開かれました。
　テクノホライゾンは 2021 年 4 月、協力会社のエル
モ社がグループだった 2 社と合併し、発足した会社です。
合併後も「エルモ」というブランドを受け継いでいます。
　今年のテーマは「『映像＆ IT ×ロボティクス』で実
現する、豊かな社会～テクノホライゾンが創るスマート
DX」。会場は、同社が展開する 7 つの事業ごとにエリア
が分かれていました。
　「学校教育ソリューション」エリアには、エルモカン
パニーの主力製品である書画カメラ（実物投影機）や電
子黒板、プログラミングを学べるロボットなどが展示さ
れていました。いずれも、パソコンやタブレット端末を
使う ICT 教育をより気軽に、楽しく進めることが出来る
製品です。中でも、手元の教材を大きく映し出せる書画

カメラは、ベルマークを使ったお買いものでも人気です。
　紹介されていた製品のひとつが「モバイル書画カメラ
MX-P3」。折りたたむと A4 サイズになり、約 460g の
軽さで、手軽に持ち運ぶことができます。アーム部分や
カメラヘッドはさまざまな角度に動かせるため、子ども
たちと黒板を交互に映すことも簡単です。また、本体底
部にはマグネットが付いていることから、黒板などに固
定して教材をあらゆる角度から捉えられます。
　プラスアルファの機能を搭載したのは、「完全ワイヤ
レス可動式書画カメラ MA-1」。書画カメラは一般的に、
USB や HDMI などのコードを使ってモニターと接続し
ますが、MA-1 はコードがなくても画像を表示できます。
さらに、本体にタッチパネル式ディスプレイが搭載され
ているため、操作方法も分かりやすいです。
　テクノホライゾンは、この 2 種類以外にもさまざま
な特長をもつ書画カメラを販売しています。製品の詳細
は、エルモカンパニー（TEL：03-3471-4577）まで。

　協賛会社の三井製糖（ベルマーク番号
06）は2022年10月１日、社名を「DM三
井製糖」に変更しました。ベルマークの
扱いに影響はありません。
　DM三井製糖は「スプーン印」のお砂糖
で知られる三井製糖と、「ばら印」で知ら
れ、前身の会社設立から100年以上の歴
史をもつ大日本明治製糖が合併した会社
です。
　同社のベルマーク付き商品は「上白
糖（１kg・500g・400g）」「三温糖（１kg・
500g・400g）」「グラニュ糖（１kg・500g・
400g・紙袋１kg）」「中ザラ糖（500g・１
kg・400g）」「白ザラ糖１kg」「国産さと
うきび糖600g」「国産てん菜糖クラフト
250g」です。

　ベルマーク預金で
買 え る 商 品 の カ タ
ログ「お買いものガ
イド」の 2022 年度
後期号（No.123）が、
完 成 し ま し た。10
月 末 ま で に 参 加 団
体にお届けします。
　表紙の写真は、ベルマーク預金で購入
した新しい校旗を囲む子どもたち。宇
都宮市立御幸小学校で撮影しました。
2022 年に創立 50 周年を迎えた御幸小
では、これまで積み重ねてきたベルマー
ク活動の成果を子どもたちに伝えるとと
もに、心に残るものをとの思いから、校
旗を新しく制作しました。
　ベルマーク預金を使ってよく購入され
るのは、ドッジボールやサッカーボール

などのボール類。みんなで使う機会が多
い消耗品のため、たくさんの注文があり
ます。最近は、2022 年度前期号（No.122）
の表紙で子どもたちが弾いていたミニ
キーボードも購入が増えています。マス
クを着けていても演奏できることから、
感染対策の負担を減らせると好評です。
　また、デジタルカメラなど一部の家電
製品は、半導体や部品不足などで販売が
終わっていたり、商品のお届けに時間が
かかったりすることが多くなっていま
す。寒い時期になると、加湿器や暖房器
具の購入も増えますが、在庫不足でお届
けまで時間がかかることもあります。お
買いものの際は、できるだけ余裕をもっ
た注文をお願いします。
　ガイドに載っていなくても、協力会社
が取り扱っている商品はすべて購入可能

です。どの会社が扱っているかわからな
いときは財団までお問い合わせくださ
い。商品の仕様は、協力会社に直接お問
い合わせください。

◇
　p.17 の記載内容に誤りがありました。
深くお詫び申し上げますとともに、下記
の通り訂正させていただきます。

【p.17　セノー株式会社】
「CR3カラー竹馬 通常用 小 3色アソート」
ベルマーク価格　    （誤）￥60,500+ 税
　　　　　　　  →（正）￥18,500+ 税

「CR4カラー竹馬 通常用 中 3 色アソート」
ベルマーク価格　    （誤）￥66,000+ 税
　　　　　　　  →（正）￥19,500+ 税
　どちらの素材も正しくは、「スチール・
ポリプロピレン・合成ゴム」です。

　「アピタ」「ピアゴ」や「ドン・キホーテ」などの店頭
で実施されたベルマーク回収活動やキャンペーンで約
156 万点が集まり、9 月 1 日、財団に寄贈されました。
　「ベルマークを集めて “ 未来を生きる ” 子どもたちを
応援しよう！」をスローガンに、スーパー「アピタ」

「ピアゴ」などの 134 店舗、総合ディスカウントストア
「MEGA ドン・キホーテ UNY」の 25 店舗、「ドン・キホー
テ」などの 130 店舗に回収箱を設置し、ベルマークを
集めました。いずれも、パン・パシフィック・インターナ
ショナルホールディングス（PPIH）のグループ店舗です。
　回収活動は今年で 11 年目。2012 年から、被災地支
援の一環として、PPIH グループのユニーが始めた取り
組みでした。ポスターや回収箱は、協賛会社のキリンビ
バレッジ（ベルマーク番号 54）が提供しています。
同時期には PPIH グループの店舗でキリンビバレッジの
ベルマークを集めて応募すると、抽選でプレゼントが当
たる企画を実施。1 万 954 通もの応募がありました。
　東京都中野区にあるキリンビバレッジ本社で、ベル
マーク約 156 万点分の目録が初山俊也・PPIH 上席執行

役員共同 CMO ／フードリカー MD 開発本部長と佐藤龍
二・キリンビバレッジ広域流通営業部長から、岡部敦郎・
ベルマーク財団事務局長に手渡されました。ベルマーク
財団からは PPIH に感謝状を贈りました。
　「誰かの役に立つ実感が、お客様の満足につながって
いると思います」とユニー経営企画本部総合企画推進部
CSR 担当の花井彩由実さん。初山本部長は「キャンペー
ン期間でなくても、ベルマークを回収できるような体制
を整えていきたい」と今後の展望を語ってくれました。

　キリンビバレッジは長野県後援のもと、「ベルマークを
集めて信州の魅力を再発見！キャンペーン」を実施中で
す。同社製品のベルマークを集めて応募すると、抽選で
長野県にちなんだ賞品が当たります。応募はがきは長野
県内の一部の量販店、自動販売機、小売店にあります。キ
リンビバレッジのホームページからダウンロードもで
き、全国から応募が可能です。
　ベルマーク6点の Aコースは軽井沢プリンスホテルの
ペアランチが10組20人に、3点のBコースはカタログギフ
トが 50人に抽選で当たります。はずれた方の中から 40
人にWチャンスとしてキリン天然水1箱（600ml、24本入
り）が当たります。キャンペーンは11月30日（水）まで。締
切は12月４日（日）、
当日 消 印 有 効 。問
い 合 わ せ は 事 務 局

（0120-685-036）へ。
集まったマークは長
野県内の小学校に寄
贈される予定です。

長野県後援でキャンペーン実施中

企業、自治体と協力してマーク収集／キリンビバレッジ
PPIHグループ、約156万点を寄贈

三井製糖が社名変更、
「DM三井製糖」に

「お買いものガイド」2022後期号、発行
10月末までにお届け／p.17に訂正あり

ICT教育をより気軽に、より楽しく
「テクノホライゾングループ　ソリューションフェア2022in東京」が開催

㊤完全ワイヤレス可動式書画カメラMA-1　㊦㊧モバイル書画カメラ
MX-P3　㊦㊨本体底部のマグネットを使えば黒板などに固定できる

キリンビバレッジ本社に集まった関係者。中央のアクリル箱にはベル
マーク約 156 万点が詰まっている



2022年（令和4年）10月10日（月曜日）第501号3

　ベルマーク財団が今年度支援したへき
地学校のひとつ、福井県の池田町立池田
中学校（平井浩一校長、生徒 47 人）か
ら感謝メッセージと、贈呈した備品を
使っている写真が届きました。
　同校が希望したのは、プロジェクター
と昇降式テーブル。写真には、3 年生が
体育館で授業を受けている様子が写って
いました。家庭科の授業の一環で、社会
福祉協議会の職員を講師に招き、介助に
ついて学んだそうです。車いすを使って
いる人、杖をついている人などの介助が
必要な人に対し、どのような声がけや誘
導をしたらいいかを説明するためにプロ
ジェクターが活用されました。
　飯田清徳教頭は「高さの調節ができ、
とても便利です。大切に使わせていただ
きます」と話してくれました。今後も体
育館での集会や特別授業に活用する予定

とのことです。
　池田町の最寄り駅は、福井駅から JR
北陸本線で約 20 分の武生駅。駅からは
バスで 1 時間かかります。杉の産地とし
て知られ、町の総面積の9割が森林です。
緑豊かな風景を楽しめるメガジップライ
ンや、木のぬくもりを感じられる乳幼児
向けの木の玉プール、子どもも楽しめる
木組みのジャングルジムなど、自然の豊
かさを体感できる施設が多くあります。

　鹿児島県の志布志市立田之浦小学校
（長野則子校長、児童 32 人）から、感謝
メッセージと写真が届きました。今年度、
財団が支援したへき地学校です。
　支援で贈られたのは、「天板拡張くん」。
机の奥行きを広げるプレートです。同校
では、タブレットを使う授業を積極的に
採り入れていますが、机の上の限られた
スペースを上手に使うことが難しかった
そうです。濱田雅勝教頭は、子どもたち
を見ていて「学用品が机から落ちると、
集中力が途切れてしまうこともある」と
感じていました。
　届いた備品を机に取り付け、早速使っ
てみると「机上の整理整頓ができ、授業
に集中できるようになった」と変化が目
に見えて分かったといいます。
　同校がある志布志市は、鹿児島県の東
部、宮崎県との県境に位置しています。

市の中心部は JR 日南線の終点、志布志
駅周辺です。田之浦小はそこから車で約
20 分の山間部にあります。
　同校の子どもたちは、伝統文化「神
楽」に力を入れています。地域住民の指
導を受けて練習し、夏祭りや秋祭りで披
露しているそうです。他にも、パッショ
ンフルーツの収穫や出荷のお手伝い、梅
を採って梅シロップのジュースを作るな
ど、地域に密着した体験授業があります。

9 月
大宮南小 さいたま市大宮区 9,023,817
春江小 福井県坂井市 8,023,973
蓮沼小 さいたま市見沼区 7,006,107
中和田小 横浜市泉区 7,003,167
桜丘小 東京都世田谷区 6,014,347
本山第二小 神戸市東灘区 6,005,685
穂高北小 長野県安曇野市 5,031,152
六郷小 群馬県高崎市 4,003,749
海老沼小 さいたま市見沼区 4,030,377
八千代台小 千葉県八千代市 4,000,025
旭小 横浜市鶴見区 4,037,517
大曽根小 横浜市港北区 4,010,627
沼間小 神奈川県逗子市 4,029,682
古川第二小 宮城県大崎市 3,016,656
目黒星美学園小
 東京都目黒区 3,015,269
南太田小 横浜市南区 3,019,160
小机小 横浜市港北区 3,012,426
石ケ瀬小 愛知県大府市 3,009,082
飛松中 神戸市須磨区 3,018,107
杉戸第二小 埼玉県杉戸町 2,000,497
上高野小 埼玉県幸手市 2,004,424
土橋小 川崎市宮前区 1,017,620
陵成中 三重県桑名市 1,001,741
大谷小 福岡県春日市 1,032,148

岩手県・小学校（29校）
　▽宮古市　鍬ヶ崎小、津軽石小、重茂小、崎
山小、田老第一小▽大船渡市　盛小、大船渡小、
末崎小、赤崎小、猪川小、立根小、大船渡北小、
綾里小、越喜来小▽陸前高田市　高田小、気仙
小、広田小、小友小、米崎小、矢作小、竹駒小、
横田小▽釜石市　釜石小、唐丹小、鵜住居小▽
大槌町　大槌学園▽山田町　山田小、船越小▽
岩泉町　小本小
岩手県・中学校（22校）
　▽宮古市　第一中、第二中、河南中、津軽石中、
重茂中、田老第一中▽大船渡市　第一中、大船
渡中、末崎中、東朋中▽陸前高田市　高田第一
中、高田東中▽釜石市　釜石中、大平中、唐丹
中、釜石東中▽大槌町　大槌学園、吉里吉里学
園中学部▽山田町　山田中▽岩泉町　小本中▽
田野畑村　田野畑中▽野田村　野田中
宮城県・小学校（10校）
　▽石巻市　稲井小、大谷地小、広渕小、須江
小▽気仙沼市　鹿折小、月立小、大島小、小泉
小▽東松島市　大塩小▽南三陸町　入谷小

宮城県・中学校（29校）
　▽石巻市　石巻中、住吉中、湊中、蛇田中、
稲井中、山下中、青葉中、万石浦中、飯野川中、
河北中、雄勝中、河南西中、牡鹿中▽気仙沼市　
気仙沼中、条南中、鹿折中、新月中、松岩中、
面瀬中、階上中、唐桑中、津谷中、大谷中▽東
松島市　矢本第一中、矢本第二中、鳴瀬未来中
▽女川町　女川中▽南三陸町　志津川中、歌津
中
福島県・小学校（11校）
　南相馬市立小高小／広野町立広野小／楢葉町
立楢葉小／富岡町立富岡小／川内村立川内小中
学園／大熊町立学び舎ゆめの森／双葉町立双葉
北小・双葉南小／浪江町立なみえ創成小／葛尾
村立葛尾小／飯舘村立いいたて希望の里学園
福島県・中学校（11校）
　いわき市立豊間中／川俣町立山木屋中／広野
町立広野中／楢葉町立楢葉中／富岡町立富岡中
／川内村立川内小中学園／大熊町立学び舎ゆめ
の森／双葉町立双葉中／浪江町立なみえ創成中
／葛尾村立葛尾中／飯舘村立いいたて希望の里
学園

　キューアンドエー株式会社（川田哲男社長、本社・東京
都渋谷区）が、グループ会社と協力して集めたベルマー
クを仕分け・集計し、財団に寄贈しました。2017 年に創
立 20 周年の記念イベントとして初めてベルマーク活動
をして以来、毎年取り組み、今回で5 年目となりました。
　寄贈されたのは、昨年 8 月から今年 7 月までの 1 年
間に集めたベルマーク 3500 点。グループ会社の拠点は
全国に 14 カ所あり、従業員数は全体で約 3000 人にも
なります。収集は、本社から呼びかけるだけではなく、
各拠点の総務担当者を「ベルマーク大使」に任命して協
力を依頼。大使は、休憩室や執務室、自動販売機の横な
ど、ベルマークが切り取りやすい場所に回収箱を設置す
る役割を担いました。従業員の目を引こうと、小さな電
飾でライトアップされている回収箱もあったそうです。
　加えて、広報部は収集の意識を高める工夫もしました。
社内イントラネットや社内報でお知らせしたり、部から
全社に送信するメールのフッターでベルマーク付き商品
を紹介したりと、一人でも多くの社員の目に留まるよ

うに取り組みました。親会社の NEC ネッツエスアイも、
収集に協力してくれました。
　集まったマークを整理したのは、本社人事本部内のハ
ピネス推進室のメンバーです。2020 年 4 月に設置され
たチームで、現在 5 人が所属しています。
　メンバーの一人が、今年度からベルマークの担当に
なった佐藤愛さん。佐藤さんによると、仕分けを始めて
すぐはペースがつかめなかったものの、次第にどの協賛
会社が何番かが頭に入ってくると、スピードが上がって
きたといいます。5 人で 2 日間にわたって取り組み、計
5 時間で仕分け・集計を終えました。
　佐藤さんは今回の活動を「各事業拠点の『ベルマーク
大使』の皆さんの協力があってこそ、成り立つ活動。本
当に感謝しています」と振り返ります。今後の目標は「身
近なところから始められる社会貢献活動としての意識付
けをコツコツ継続すること」。5 年目を迎えた活動です
が、「新しい担当としてまた 1 年目の気持ちを持ち、よ
り一層意識を高めていきたい」と話してくれました。

　東京都大田区の区立山王小学校PTA文
化部の前田智子さんと吉田比呂子さんが
9月29日、財団事務所を見学しました。
　同校のベルマーク活動を担うPTA文化
部の部長を一緒に務めているそうです。
　検収係と証票管理係の作業を見学して
もらいました。見学を終えて、「ベルマー
クを送ったあと、残高が反映されるの
が待ち遠しく感じていました」と直近の
マーク送付を振り返った吉田さん。発送
してから、残高がいつ反映されるのか気
になって仕方なかったといいます。「実
際に見て、そ
れだけの時間
がかかること
に納得しまし
た」と話して
くれました。

東京・大田区立山王小
PTAが財団見学

5年連続で収集・仕分け、財団に寄贈
キューアンドエー、グループ会社にも呼びかけ

備品、早速活用しました！  支援先からメッセージ
福井・池田町立池田中 鹿児島・志布志市立田之浦小

㊤仕分け・集計をするハピネス推進室の皆さん　㊦㊧回収箱にはさみ
をつないでいる　㊦㊨「ベルマーク大使」がライトアップしてくれた

大台達成校東日本大震災支援対象校リスト
岩手・宮城・福島の計112校
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〈マーク寄贈者〉　8 月 21 日～ 9 月 20 日
　▼北海道　NPO 法人幹の会　安達寛子　小
西久美子　恵庭市社協　山下雅宏　髙橋明美　
原田一志　池田ゆき　匿名希望▼青森県　国分
美佐子　小橋文生　山田友哉　匿名希望▼岩手
県　㈲ニコニコ総合企業　㈱近藤設備　岩手看
護専門学校本科学友会　相馬さち子▼宮城県　
早坂俊信　匿名希望▼秋田県　伊藤秋子　匿名
希望▼山形県　奥山俊　宮崎道子　内山幸江▼
福島県　大河原浩美　今井佑▼茨城県　鈴木正
美　高柳久美子　ひたちなか市立那珂湊第二小
　黒川建設㈱　白石里子　篠原敏子　前野恵一
　神栖市社協鐘の会▼栃木県　箕輪あき子　猪
狩幸代　ヤマトエスロン㈱関東工場　益子町農
地水多面的機能保全推進協議会　町田美咲　鈴
木めぐみ▼群馬県　稲村千佳子　西村樹　㈲通
友　マハルジャンさくら　今井いずみ　損害保
険ジャパン㈱群馬支店　鶴田良子　匿名希望▼
埼玉県　小室直子　田口飛翔　風間玉江　藤田
麻美　入江三智子　竹弘美　筒井玲子　烏野美
里　吉野邦朗　井坂八重　イマイズミ　福田純
子　松崎いずみ　石井美帆　久保木直美　黒田
初子　原絹枝　匿名希望▼千葉県　アイネット
エージェンシー㈱柏支店　藍場英光　小島愛子
　損害保険ジャパン㈱千葉支店成田支社　小倉
加代　関かよ子　クラブツーリズム㈱エコース
タッフ　松本亜矢子　青木美穂　小木曽加代子
　勝股智子　宮澤恭子　森靖之　綿崎日向子　
田中幸子　土槗結佳　明治安田生命館山営業部
　匿名希望▼東京都　オートバイ﨑山モーター
ス　㈱ジャックス　川﨑博子　北橋由梨　鯨井
まどか　椙村眞理　タナカダテヒデノリ　東亜
学園高ボランティア部　中西美津子　丹羽佳子

　野宗さち子　宮﨑聖美　共栄火災オフィスサ
ービス㈱　損害保険ジャパン㈱東東京支店　矢
口しのぶ　㈲光洋　秋葉寿美江　稲葉智子　河
越正明　髙橋美穂　E.K.　朝倉慶子　㈱安藤大
理石　川上洋一　坂口奈美　末広　武井尚美　
花城健弘　山崎　あいおいニッセイ同和損害保
険㈱　市川佳世子　㈱オリエントコーポレーシ
ョン首都圏管理センター　協同組合日本俳優連
合　斉藤佳代子　佐藤照美　髙田千津子　坪井
和世　寺田真人　パナソニックコネクト㈱社員
有志一同　らっく　岡日出男　奥住江梨子　小
山泰司　さうらべ　佐藤和恵　佐藤直子　女子
パウロ会　東京海上日動ファイナンス㈱　徳永
みどり　豊田知里　日本基督教団小金井緑町教
会　野口早苗　藤橋　眞下之良　安藤博子　飯
嶋久美　大田区立梅田小学校　大平純子　小澤
心優　キューアンドエー㈱　温品心晴　森博之
　佐藤公子　朝倉千寿　㈱トータルオフィスパ
ートナー　倉本紗希　古賀祐子　近藤早苗　㈱
日本能率協会コンサルティング　長島美佐子　
西山悦子　三井住友信託銀行㈱三軒茶屋支店
一同　宮原悠　八木里子　山城蒼　匿名希望
▼神奈川県　土屋則子　野庭団地地区社協　
tiniskanagawa　なかまゆ　ASA 二俣川　大森
敦子　柴野幹子　開田博子　森川真由美　クラ
ブツーリズム㈱エコースタッフ　西島佳美　ア
イスター商事代理店土屋眞弓　カーブス井細田
　川口和男　相模すず　相模原市緑区役所（市
民寄贈分）　中元かよ子　アイスター商事代理
店前川敏子　石黒琢一郎　加藤容子　橋本貞子
　村上玲美　匿名希望▼新潟県　田辺美香　地
域密着型複合施設わしま　佐野節子▼富山県　
石原実千代　余川智美　銀の車輪▼山梨県　伊

藤幸子　依田農園▼長野県　飯田市社協　下平
絵美▼岐阜県　岐阜県 JA ビジネスサポート㈱
　積和建設中部㈱三岐支店岐阜事業所　勝咲来
歩　合渡小　奥原たかし　戸﨑友美▼静岡県　
アイスター商事代理店杉山美千子　小寺七海　
大塚京子　畠中将也　斉藤歯科医院スタッフ・
患者様一同　瀬川晶子　村田正弘　矢崎とし子
　匿名希望▼愛知県　積和建設中部㈱名古屋支
店・建築土木事業部　西山浩史　積和建設中部
㈱三河支店　藤嶋理佐子　刈谷市社協事業推進
課内ボランティアグループ一起会　名古屋市中
央卸売市場北部市場協会　はあと薬局　進藤哲
也　ばあば　松永尚人　アイスター商事代理店
中根由美子　岡谷コンサルタント㈱　中村政広
　金原範幸　万能工業㈱　NTT 西日本東海支
店　中央工機産業㈱名古屋営業所　水野純子　
山田美智子　匿名希望▼三重県　畑千夏　アイ
スター商事代理店川口節子　黒宮幸子　内野和
子　岡田夏海　住友ファーマ㈱鈴鹿工場　匿名
希望▼滋賀県　佐々木惠子　ばあばびわこ　
野々口英一▼京都府　上野京子　㈱ Com-Fill　
三条小川デイサービスセンター　加畑佐和子　
㈱ COM-Fill　中村文香　匿名希望▼大阪府　
伊藤幸子　越智勇二　田中洋子　藤原小夜子　
bikeshopMIYASHITA　石井竜道　稲田玲子　
相良祥子　パナソニックコネクト㈱西日本社社
員有志一同　松本佐世子　溝口尚美　伊川かお
り　伊藤光子　㈱エスカーサ　キタガワ　兒玉
雅子　長谷美奈子　桝本智子　テクノロール㈱
社員一同　クラブツーリズム㈱エコースタッフ
　岡田智実　中川叔子　匿名希望▼兵庫県　大
迫巳智子　関東煮　畑中一省　福田登三枝　マ
コト船具㈱　垣渕元美　藤井美津恵　牧野愛　

新井東寿　( 一社 ) 実践倫理宏正会朝起会場　
みなと銀行従業員組合　木村千恵子　鈴木裕子
　畑山愛一郎　匿名希望▼奈良県　加藤恵子　
杉山成　堀田幸代　匿名希望▼和歌山県　高根
和子　松尾三恵子▼島根県　靑木雅之▼岡山県
　鳥越多美子　天満屋ストア労組▼広島県　仙
田空詩　佐藤玲　黒川マキ子　ホーコス㈱　松
尾真希▼山口県　匿名希望▼徳島県　JA 共済
連徳島　匿名希望▼香川県　野土裕彦▼愛媛県
　橋本歩優▼福岡県　三丸佐代子　池田嘉子　
品田洋子　篠原智江　栄光社看板店　富田徹　
県立須恵高家庭クラブ　藤吉順子　大島裕介　
加藤直美　下村由美枝　トヨタ自動車九州㈱品
質管理部　中尾優子　ジェイピーエス電工㈱　
匿名希望▼佐賀県　中島展子　匿名希望▼長崎
県　久保山繁樹　永谷開　野中継吉▼熊本県　
手島智子　牧山健二　成長の家熊本県強化部▼
大分県　井上義雄　嶋﨑光平　上坂美智代▼宮
崎県　㈱ネオキャリア BPO 宮崎センター▼鹿
児島県　九州労金労組鹿児島支部　福吉文　久
保久古　本願寺鹿児島別院・ガールスカウト鹿
児島県連盟・すこやか子育て交流会りぼん館・
鹿児島市障害者福祉センター・伊敷台福祉館・
田上自動車学校・鹿児島市社協・福元辰巳・鹿
児島信用金庫・下津さちえ・かごしまベルマー
ク運動推進の会　山下▼沖縄県　沖縄県労働金
庫労組　照屋範子▼　秋元宏子　太田千佳子　
佐藤直美　伊達直人　マミーマート▼無記名＝
95 件

〈友愛援助申し込み〉　9 月 1 日～ 9 月 30 日
　◆東京都　松丘小（世田谷区）◆三重県　暁
高（四日市市）◆沖縄県　小禄小（那覇市）
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絵　本
『たしますよ』（内田麟太郎・作、たごもり

のりこ・絵、金の星社）
　海の上でたい
が跳ねている絵
に、「たします
よ／たしますよ
／ た い に ひ と
も じ ／ た し ま
すよ」の文。次のページではたこが「たい
こ」を叩いています。次は「いか」が「すい
か」という具合に、一文字足すと全然別
のものに早変わりします。とはいえ、内
田麟太郎さんの絵本だけに、簡単に予想
はつきません。教室で声をそろえて読ん
でも、楽しそうです。（低学年以上向き、
1400円＋税）

『うまにんげん』（板尾創路・作、大串ゆう
じ・絵、岩崎書店）
　 学 校 帰 り の ケ ン
タ。いじめっこに追
いかけられて走って
いたところを、向こ
うからやってきた子
馬と衝突。気がつい
たら、下半身が馬になっていました。こ
こまではまあ思いつきそうですが、一方
子馬のウルスは、下半身が人間に。そん
な〈二人〉が街角でまた出会います。こ
の後もまあ予想がつきますが、いやいや
そんなすんなりとは終わりません。作者
の名前に見覚えがあるでしょうが、そう、
あの板尾さんです。シリーズ「お笑いえ
ほん」の一冊。大真面目と遊び心が同居
する絵が、作品世界を余すところなく表
現しています。（低・中学年から、1500
円＋税）

低・中学年向け
『やまの動物病院』（中川ちひろ・作／絵、

徳間書店）
　小さな町の外れ、一番
山に近いところにある動
物病院。ケガや病気の動
物はたまにしか来ません
が、診察の様子をじっと
見ているのは、先生の飼い猫のとらまる。
夜になると、裏口に次々に山の動物たちが
やってきます。それを診てあげるのはとら
まる。なかなかの名医です。ある日、頭に
ガラスびんをかぶったカモが。中のドジョ
ウをくわえたら、抜けなくなったというの
です。さすがのとらまるも苦戦、順番を待っ
ていた動物たちが加勢しますが……。自分
で読むのも、読んであげるにも楽しそうな
一冊です。（低学年以上向き、1700円＋税）

『ハッピー・クローバー！』（高田由紀子・作、
ゆうこ・絵、あかね書房）
　４年生を前にした春休
み、近所に同じ学年の風
花が越してきます。風花
の母親とあおばの母親が
幼馴染みだったというこ
ともあり、二人は一緒に学校に通うこと
になりますが、風花の６年生の姉実里は
車で学校に。ダウン症の障害がある実里
は、体も風花より小さく、あおばもどう
接していいかとまどいます。実里がいる

「にじ組」の担任のなな子先生があおばの
叔母ということもあり、実里とも親しく
なりながら、障害をもつ姉のいる風花
の気持ちも次第に理解していくあおば。
サッカーが好きでショートカットにあこ
がれるあおばの、もうワンステップの成
長に共感を覚えました。（中学年以上向
き、1300円＋税）

『お月さまになりたい』（三木卓・作、及川
賢治・絵、偕成社）
　学校の帰りに出会った
のは、白と茶のぶちの犬。

「まっ白い犬なら、かっ
てやるんだけど」と言う
と、その犬は本当にまっ
白に。色を変えるどころ
か、好きなものに形を変えられるという
のです。なんと、気球になって〈ぼく〉を
乗せてくれます。その犬が本当はお月さ
まになりたいのだと言って、空の向こう
に飛んでいってしまいます。
　1972年に刊行された本のリメイク版。
犬の“あこがれ”とそれを見守る〈ぼく〉の
心模様が響いてきます。（低・中学年以上
向き、1300円＋税）

高学年・中学生以上向き
『星の町騒動記～オオカミさま あらわる

～』(樫崎茜作、理論社)
　「星の町がちょっとし
た騒ぎになろうとしてい
たその日、その時間、星
の町中学校二年二組の磯
辺ワタルは、町の外れに
ある「星のかけら博物館」
のモニタールームでお菓子を食べてい
た」と始まるこの物語、「騒ぎ」とは、「下
の宮」に伝説の聖獣オオカミさまが現れ
た、という事態でした。ワタルが博物館
の職員の車で下の宮に連れていかれたの
は、中学校の文化伝承部の部員だったこ
ともさることながら、彼が町のもう一つ
の神社「上の宮」の跡取り息子だという
事情もありました。下の宮の宮司は「な
んちゅう神々しさ」と力説しますが、ワ
タルには薄汚れた大型犬としか見えませ
ん。しかし、伝説の聖獣現るのニュース

はテレビでも取り上げられ、町の観光課
や商店街はヒートアップ、「オオカミさ
ま」騒動が繰り広げられます。
　民俗風コメディーとも言うべき、児童
文学としては珍しいテイストが縦糸とす
れば、ワタル自身も当事者となる学校で
のいじめの問題が横糸となるのですが、
多分この説明ではどんな物語なのか想像
がつきにくいかもしれません。大人と子
どもの境目ともいえる中学校2年生とい
う年代。大人たちの〈裏〉も見えて嫌悪し
つつも、自分自身もそれにつながるもの
を身にまとっていることもわかりかけて
くる――そんな年頃の読者たちに、従来
の児童文学にない形でアピールしようと
する、おもしろい試みだと思いました。

（中学生向き、1400円＋税）

『僕らが学校に行く理由』（渋谷敦志・写真
／文、ポプラ社）
　まっすぐなタイトル
に惹かれましたが、日
本の子どもたちはあま
り考えないことにして
いる設問かも知れませ
ん。高校生の時に戦場
写真家の本に出会い、写真家を志したと
いう著者は、大学生のころから世界中を
旅してきました。そして、学校に行きた
くても行けない、あるいはとても劣悪な
環境の中で学校に通う、多くの子どもた
ちと出会いました。この本の中には、南
スーダン、バングラデシュ、カンボジ
ア、ミャンマーなどの子どもたちの姿が
紹介されていますが、そうした中から、

「自分は、なんのために写真を撮るのか」
という設問と格闘し続けてきた著者の思
いが、ビンビンと伝わってきます。（高
学年以上向き、2200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


