手作りの
学校図書館

小中学校の図書室というと、みなさんはどんな情
景が思い浮かぶだろうか。静か？埃っぽくて何とな
く薄暗い？ 実
…は今、大田区の学校図書館が生まれ
変わりつつある。学※校図書館ボランティア（以下「図
書ボラ」
）経験のある保護者達がネットワークを作
り、学校図書館を子ども達の知識のプラットフォー
ムとして整備する活動に取り組んでいるのだ。
「Ｎ
ＰＯ法人読み聞かせネットワークヒッポ」（以下
「ヒッ
ポ」
）の活動を取材した。
（取材・記事＝丸本文恵）

イベント提案などの活動
支援を柱に、毎年５回以
上のイベントを行ってき
た。昨年は初の連続講座
を 開 催。
「こ ん な 情 報 が
欲しかった」と参加者の
反応も上々だった。
活動の中でも特にユ
ニークなのが学校図書館
改装事業だ。学校長から
依頼を受けて、本を分類
整 理 し、模 様 替 え を 行
い、子ども達が使いやす
い図書室へと生まれ変わ
らせる。学校に必要な費
※
用は数万円。学校支援地
域本部事業の補助金など
を充てる学校が多いとい
う。作業はヒッポスタッ

も声をかけ、もちろん子
どもたちの有志が参加す
ることも。 日～数週間
かけて、世界に一つの図
書室を手作りする。その
フの他に、教員、保護者、 指導役を務めるのがヒッ
地区の「おやじの会」に ポのメンバーなのだ。改

は未来を生きるこどもた
ちの心への贈り物だ。そ
んな出会いの種が詰まっ
た「知のプラットフォー
ム」が、今、地域の大人
たちの手で築かれようと
している。

装した学校の図書ボラと
は 交 流 を 続 け、ネ ッ ト
ワークの中で知恵を持ち
寄って支援する。この事
業は図書ボラの口コミで
徐々に広がり、現在大田
区内の小学校９校、中学
校１校が既に実施。今年
２月には開桜小で図書室
改装が予定されている。

アースフレンズ東京Zは城南エリアをホームタウン
とする、男子プロバスケットボールチームです。
現在、リーグ優勝を目指して日々挑んでいます！

ホームページ
http://book.geocities.jp/hipohipo̲land/

◎ 応募方法 ◎ 葉書、
FAXまたはEメールで、
住所・氏名・年代
（例：40代）
・職業・電話番号・本紙を入手したところ・広告/記事へのご意見、
ご感想
・号数とご希望のプレゼント名を明記してお送りください。

学
※校図書館ボランティア 学
…
校図書館の整備や貸し出し返
却など実務に携わる︒

２組４名様にプレゼント！

学
※校支援地域本部 学
…校の教
育活動の支援を目的としてお
り︑学校のニーズに応じた支
援活動が企画︑実施される︒

※チケットは、当日会場受付にて、
当選ハガキと引き換えとなります。
提供：
2016 年 2 月 29 日当日消印有効。当選者の
株式会社GWC
「アースフレンズ東京Z事務局」 発表は、当選ハガキの発送をもってかえさ
公式ホームページ ： http://eftokyo-z.jp せていただきます。

書ボラ経験のある保護者
たち。２０１５年の法人
化以前にも、２００５年
の学校ボランティア読み
聞かせ交流会開催以降、
年間の活動実績をも
つ。図書室の環境整備や

得意分野を生かしたイベ
ントも実現した。
ヒッポの精力的な活動
の理由を訊ねると「子ど
も達は、正直だから。つ
まらなかったらそっぽを
向くけど、面白かったら
夢中で身を乗り出して反
応してくれる。それが刺
激になって、もっと、もっ
とと」と近藤さん。さら
に活動を続ける中で「地
域の実情をよく知る住民
だからこそできることが
あ る」
。保 護 者 と し て 学
校に関わることが減って
も、住民として、地域で
力を発揮する喜びを感じ
ていると語ってくれた。
子ども達や地域の人達か
ら受け取ったエネルギー
を、本の読み聞かせや図
書室という形で、さらに
多くの子ども達に手渡し
ていく。近藤さんらメン
バーの「わくわくする気
持ち」の循環がヒッポの
多彩なネットワークを支
えている。
大好きな本との出会い

３月19日の試合の自由席チケットを

DATA
特定非営利活動法人
読み聞かせネットワークヒッポ
日時：３月19日
（土）
13:00試合開始
会場：大田区総合体育館

都南小の学校図書館の様子

子どもへ贈る「知のプラットフォーム」

http://www.oomori-oavp.net

スキルアップ講座」の一
コマ。この日は児童文学
評論家の赤木かん子氏を
招いて、本の修理と補修
をテーマに実習と意見交
流が行われた。講座は４
時間に及んだが、参加者
たちの熱がこもった時間
が過ぎた。
ヒッポメンバーの多く
は学校で読み聞かせや図

読み聞かせネットワーク ヒッポ
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アースフレンズ東京Zより

地域の大人たち
からの贈りもの

ヒッポフェスティバル 2/27(土)10:00～11:45
紙芝居、参加型素話、影絵、大型絵本読み聞かせなど、
幼児さんから大人まで楽しめる盛り沢山のお話会です。
会場：大田区民ホール・アプリコ 小ホール
参加費：500円 定員：120名
絵本作家 飯野和好さん絵本ライブ！！ 3/20(日)19:00～20:30
『ねぎぼうずのあさたろう』『くろずみ小太郎旅日記』
などシリーズ絵本も多数！着物姿が粋な絵本作家、飯野
和好さんのキレキレトーク、絵本ライブをお楽しみに！
会場：大田文化の森 ホール
参加費：1000円（小学生以下 500円）定員：250名

事務局長の近藤真奈美
さんは、意外にも「本嫌
いの子ども」だったとい
う。文学に興味がなくて
も、
リアル系（自然科学、
歴史小説、伝記など）の
本なら楽しめる子どもも
い る。
「元 々 本 好 き で な
い子も図書室で知的好奇
心を育ててほしい。その
ためには、専門的な本の
知識を持ったスタッフの
育成も課題の一つです」 絵本作家を招いた講演
と近藤さん。
会、公共施設での乳幼児
向けお話し会、高齢者向
けの読書推進 多
…くのイ
ベントを手がける一方、
自らも週２回大森第五小
の図書室支援員やお話し
会の講師を務めるなど、
個人的な活動にも取り組
んでいる。同様にヒッポ
メンバーのほとんどが個
人的に地域活動を行って
いるそうだ。読書以外に
工作教室やミニプラネタ
リウムなど、メンバーの

ご応募いただいた方の中から
抽選で、ステキなプレゼントをお贈りします。

ツイッター
https://twitter.com/hipohipo̲land

oﬃce@oomori-cafe.com

※お寄せいただいた皆様の個人情報は企画者で厳重に管理し、当選のご連絡、
また
事前に許可を得た方に限りキャンペーン等のご連絡に使用させていただきます。

〒143-0023 大田区山王3-27-6

２０１５年 月のとあ
る日曜の午後、大田区立
都南小学校の教室で、こ
わごわ電気ドリルを手に
する女性達。ここは図工
室？いいえ、図書室だ。
ヒッポ主催の「学校図書
館ボランティアのための

4/5〜 日本スポーツ文化創造協議会
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おおもりのまちを歩いて始まる全4回のワーク
ショップ。山も坂道も大きな建物も立体交差も街
路樹もギュッと縮小した立体マップをつくってビー
玉をころがして遊ぼう ！
日時● 2月21日(日）
3月6日
（日）
13日
（日）
20日(日）
会場● さぽーとぴあ5階多目的室●20名
対象● 小・中・高校生
（小3以下は保護者同伴）
定員● 各回 20名
（先着順）
参加費● 各回 1名200円
申込・問合● E-mail tiiki.map@gmail.com
主催● 大森アートヴィレッジ

0
みんなで遊べる
「地域マップをつくろう！」

村上康成氏ワークショップ(写真提供：読み聞かせネットワークヒッポ）

大人になってバレエを始める方の教室です。ラジ
オ体操で体を温め、無理なくゆっくりストレッチを
して、姿勢美人をめざします。
日時● 4月5日〜 毎週火曜日
場所● 入新井集会室
（Luz大森４階）
参加費●1,000円
（初回の体験は無料）
問合●日本スポーツ文化創造協議会
TEL : 03-6912-6813
E-mail ballet@jspocc.com

特定非営利活動法人

47
大森アートヴィレッジ
2/21 3/6・13・20

11

大人の ゆったり バレエストレッチ

