
 

 

   

 

 

 

 

   

２０１9年１1月20日 

村中李衣さんによる 

なんでも話そう、 
聞いてみよう、 

子どもの本のこと    
児童文学作家の村中李衣さんより、読み聞かせ活

動に必要な絵本の見方・選び方を学び、子どもの本

を見る目を養います。 
 
日時★2019 年 12 月 15 日(土)14:00～15:30 

場所★萩市立萩図書館 2F 研修室 

講師★  （児童文学作家）

対象★絵本ボランティアをしている人や 
子どもの本に興味のあるおとな 

定員★50 名（要予約・先着順） 

参加費★おとな 500 円 
申込先★090-1019-9662(有田) 

090-3636-2617(山口) 
 

村中李衣 
１９５８年山口県生まれ。筑波大学人間学類卒業。日本女
子大学大学院で児童文学を学ぶ。ノートルダム清心女子
大学教授。創作活動に従事する一方、「読書療法」「絵本を
介したコミュニケーションの可能性」「関係性の回復をめざ
したトレーニング」をテーマに研究・執筆を続ける。１９８４年
『かむさはむにだ』（偕成社）で第１７回日本児童文学者協
会新人賞、１９８５年『小さいベッド』(偕成社)で第３２回産経
児童文化賞、１９９０年『おねいちゃん』(理論社)で第２８回
野間児童文芸賞、２０１３年『チャーシューの月』（佐藤真紀
子/絵 小峰書店）で第５３回日本児童文学者協会賞、２０１
７年「長期入院児のための絵本の読みあい」で第１回日本
絵本研究賞受賞。著書に『ぱあすけ』（宮本忠夫/絵 あか
ね書房）、『生きることのデッサンー絵本・こども・わたし』
（ぶどう社）、『ふしぎのくにのにほんご』（教育出版）、『絵本
を読みあうということー読書療法の向こう側とこちら側』（ぶ
どう社）、『かわむらまさこのあつい日々』（内沢旬子/絵 岩
崎書店）、『やまさきしょうてんひとくちもなか』（川端誠/絵 
大日本図書）、『読書療法から読みあいへ』（教育出版）、
『跳ぶ教室ー人間関係教育の試み』（教育出版）、『うんこ
日記』（川端誠/絵 ＢＬ出版）、『こころのほつれ、なおしや
さん。』（クレヨンハウス）、『とうちゃん、おかえり』（あべ弘士
/絵 ポプラ社）、『絵本の読みあいからみえてくるもの』（ぶ
どう社）、『五領域絵本 くつしたのはら』（こやまこいこ/絵 
日本標準）、『なんかへんだを手紙でつたえる』（玉川大学
出版局）、『かあさんのしっぽっぽ』（ＢＬ出版）など。 

 

 

やまぐち子どもの本カレッジ 

村中李衣さんのカレッジの申込先の電話番号が『ジョイネットつうしん』No.84 とチラシで間違っていました。正しくは、 

090-1019-9662(有田) 
 

お詫びと訂正のお願い 
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ワークショップ親子で絵本とあ・そ・ぼ！ 

長谷川義史さんと 

紙袋でおしゃれな帽子づくり 
―絵本の読み聞かせもあるよ！    

全国の子どもたちに絶大な人気を誇る絵本作家、長谷川義史さんに

よる帽子づくりのワークショップとミニ絵本ライブです。 
 

日時★2019 年 12 月 20 日(金)13:30～15:30 

場所★周南市立徳山駅前図書館 3F 交流室 2 

講師★長谷川義史    対象★３歳ぐらい～おとな 

定員★50 名（要申込、先着順、定員になり次第締切） 

※一人で参加可、おとなのみの参加可  

※付添・見学のみ方も要申込    

資料費（材料費込）★800 円 

※付添・見学のみの方も資料費として 800 円 

持参物★お手ふき、クレヨン、はさみ、ホッチキス 

     帽子に飾り（貼り）たいもの 

問合・申込★090-3370-4876(向谷)、090-3636-2617(山口)     
長谷川義史 １９６１年、コテコテの大阪府藤井寺市生まれ。子どもの頃から

絵が得意。中学のとき、先生の似顔絵を描いて一躍クラスの人気者に。・・・・その

気になる。その後、看板屋、グラフィックデザイナーを経て、２０００年『おじいち

ゃんのおじいちゃんのおじいちゃんのおじいちゃん』（ＢＬ出版）で絵本デビュ

ー。『おたまさんのおかいさん』（解放出版社）で第３４回講談社出版文化賞絵

本賞受賞。『かあちゃんかいじゅう』（ひかりのくに）で第１４回けんぶち絵本の里

大賞を受賞。『ぼくがラーメンたべてるとき』で日本絵本賞と第５７回小学館児

童出版文化賞を受賞。『いいからいいから３』（絵本館）で第１９回けんぶち絵本

の里大賞受賞。おおらかで大阪色豊かな笑いを絵本の世界に持ち込み、大人

も子どもも楽しめる絵本を次々と生み出す。全国各地で開催される絵本ライ

ブや、毎日放送「ちちんぷいぷい」の名物コーナー「とびだせ！えほん」で、お

茶の間のファン層を拡大中。 

 

 

長谷川義史クリスマス絵本ライブ 
こどもたち GO   

全国の子どもたちに絶大な人気を誇る絵本作家、長谷川義史さんが今

年のクリスマスも山口へ来られます。 

自作の絵本の読み聞かせや、その場で絵を描きながら展開するライブ

紙芝居で、クリスマスのひとときを親子でお楽しください。 

抽選で長谷川さんからクリスマスプレゼントがあります。 
 

日時★2019 年 12 月 21 日(土)13:00～15:00（開場 13:00） 

場所★カリエンテ山口 大ホール 
山口市湯田温泉 5-1-1 ☎083-922-2792 

講師★長谷川義史   定員★250 名 

チケット★※1 歳以上有料 

前売券 おとな￥1000  中学生以下￥500 

当日券 おとな￥1500  中学生以下￥700  

チケット取扱★ 

Ｃ・Ｓ赤れんが  （083-928-6666 山口市中河原町 5-12） 
ギャラリーナカノ（083-924-6648 山口市中央 1-5-14） 
山口情報芸術センター（083-901-2222 山口市中園町 7-7） 
こどもの広場      （083-232-7956 下関市幸町 7-13） 

問合・チケット予約★ 

090-3636-2617（山口）、090-2008-9467（山本） 
yamaf123＠c-able.ne.jp（山口）（必ず返信します） 
※前売券の値段でチケットの電話・メール予約受付中 
※予約受付（12:30 より開設）でチケット代金のお支払 

    

 

やまぐち物語・絵本ライブ 
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① in 山口市秋穂コミュニティセンター 
  
日時★2019 年 11 月 13 日(水)15:30～16:30 

場所★秋穂コミュニティセンター 秋穂児童にこにこ学級 

担当★秋穂 BC 
 

今まで放課後本の楽校は、学校の体育館や音楽室や

空き教室をお借りしていましたが、今回初めて、放

課後児童クラブの部屋をお借りしての開催です。 

実は秋穂コミュニティセンターでは何度もジョイネ

ットの活動を行っているのでこちらに甘えもあった

のでしょう、児童クラブの責任者の方からは「会場

をお貸ししただけですから」と重々言われ（当然の

ことです）、子ども達が帰って来るまで、机や椅子は

動かすことができない、戸棚の前に原画が飾れない、

という制約があるなかで設営をしなくてはならず、

なかなか大変でした。それでも、皆様のご協力もあ

って素敵に設営できました。 

本田さんは、放課後児童クラブの子どもたちや地域

の方々を前に、北海道の自然や動物のお話や『なき

うさぎのピッチ すごいんだ』（本田ちえこ/文 芸文

社 2018.9）と『どさんこうまのふゆ』（福武書店→

芸文社）の読み聞かせ、お絵描きをしてくださいま

した。 

お話会に参加された方だけではなく、囲碁教室に来

られた地域の方や子ども達をお迎えに来られた保護

者の方も、原画鑑賞を楽しんでおられました。 

帰る際、担当者の方より「来年のセンター行事に組

み込めたらいいですね。」と言われ、来て良かった、

とつくづく思いました。 

皆様、本当にありがとうございました。 

     

活動報告 
放課後本の楽校「絵本作家 本田哲也さんによるお話会」  

   

講師：本田哲也（絵本作家）   

② in 山口市立島地小学校 
  
日時★2019 年 11 月 14 日(木)14:30～15:15 

場所★山口市立島地小学校 音楽室 

担当★徳地 BC 
 

図書室には本田さんのコーナーができていて、前回

訪問した 2006(平成 18)年の写真が飾ってありま

した。 

 

皆様のご協力もあって、スムーズに設営ができ、大

きな垂幕まで垂らすことができました。 

 

そして、放課後の音楽室に島地小学校・串小学校の

児童、花尾幼稚園の園児、さらに地域の方々と 70

名が集まりました。 

北海道の自然や動物のお話や『なきうさぎのピッチ 

すごいんだ』（本田ちえこ/文 芸文社 2018.9）の

読み聞かせ、お絵描きをしてくださり、本の楽しさ

に浸りました。 

 

帰りがけに参加した子どもから「来年も来てね」と

言われました。 

一番嬉しい言葉です。 

 

放課後本の楽校は、放課後の学校をお借りするとい

う、まずその交渉から始まるので、担当の BC の責

任者の方は大変だと思いますが、子ども達の笑顔を

身近に感じられる活動ですので、また、来年、放課

後本の楽校の開催が決まったらぜひ、受けていだき

たいものです。よろしくお願いいたします。      
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【ジョイネットの主な活動】 
１ やまぐち物語･絵本ライブ…絵本作家、児童文学作家の方に直接絵本などを読んでいただきます 
２ 放課後本の楽校…放課後の小学校をお借りして、作家の方に本の楽しさについて話していただきます 
３ ワークショップ親子で絵本とあ･そ･ぼ！…ワークショップ形式で絵本を作ったりして遊びます 
４ やまぐち子どもの本カレッジ…おとな対象。作家の方々から子どもの本の魅力について学びます 
５ やまぐち絵本楽会…ゲストをお招きし、絵本の楽しさを学びます 
６ おはなしの出前…絵本や物語の楽しさを届けに、どこへでも出かけます 
７ 情報誌「ジョイネットつうしん」…県内の動きやジョイネットの活動予定などをお届けします 
８ その他…関係機関・団体との共催、後援、協力活動を積極的に行います 

 

             
 

     
こどもと本ジョイントネット 21・山口 

                                           （通称：ジョイネット） 
平成 14 年度子どもの読書活動優秀実践団体文部科学大臣表彰受賞 

2019年度 応援団募集！ 
子どもと本の出会いづくりの応援をお願いします 

１口 1,000 円 

 
《応援団員になるには》 ※毎年更新します 

○誰でも、応援団員になることができます。ただし、１口千円（団体の場合は１口５千円）が必要です。 

ベースキャンプ地域担当者への手渡しか郵便振替口座にお振込みください。 

   郵便振替口座番号 01360-2-14700    口座名 こどもと本ジョイントネット 21・山口 

○応援団員の希望者の方には、県内各地の様子がわかる情報誌『ジョイネットつうしん』をお届けします 

○イベント等のお手伝いをしてくださるスタッフも募集しています（随時） 
 

来年 2020 年でジョ
イネット創立 20年です。 
   
応援団員として活動を支えて

くださっている方々、本当にあ
りがとうございます。 
応援団員の登録がまだの方

は、趣旨をご理解の上、新規登
録をよろしくお願いいたしま
す。 
ジョイネットは、応援団の皆

様のご協力・ご支援で活動して
います。 
 
県内のこどもと本をつなぐ活

動の情報を編集部までお寄せく
ださい。ジョイネットの活動の
情報はもちろんですが、県内の
できるだけたくさんの情報を紙
面に載せたい、と思っています。
ご協力よろしくお願いいたしま
す。 
また、ジョィネットのブログ

もせひチェックしてください。 
http://blog.canpan.info/jointnet21/         

（Y） 

    
ベースキャンプ地域担当者    

山 口ベースキャンプ 山口 智子  TEL･FAX 083-922-0131 
 岩 国ベースキャンプ 舘  澄子  TEL･FAX 0827-22-4359 
  大 島ベースキャンプ  宮本 紀子   TEL･FAX 0820-78-1279 
 日 置ベースキャンプ 広岡 逸樹    TEL･FAX 0837-37-5005 
  防 府ベースキャンプ 山本むつ子   TEL･FAX 0835-21-2084 
  徳 山ベースキャンプ  向谷 静波    TEL     090-3370-4876 
  新南陽ベースキャンプ  前田富士子    TEL･FAX 0834-63-5113 
  下 関ベースキャンプ  黒瀬 圭子    TEL･FAX 0832-56-3090 
 阿 東ベースキャンプ  山本 義子    TEL     083-957-0441 
 光  ベースキャンプ  三浦 恵子    TEL･FAX 0833-77-3021 
 宇 部ベースキャンプ  若林やよい    TEL     0836-62-0235 
 長 門ベースキャンプ  西間 吏美    TEL     0837-26-5123 
                                    FAX     0837-26-2775 
 萩  ベースキャンプ  有田真美子    TEL     090-1019-9662 
 下 松ベースキャンプ 村岡 一葉  TEL     090-1331-1678 
  小 郡ベースキャンプ   
  秋 芳ベースキャンプ  佐々木麻理    TEL･FAX 0837-65-2091 
 秋 穂ベースキャンプ  原田 洋子    TEL   083-984-2354 
  鹿 野ベースキャンプ  有国美恵子    TEL･FAX 0834-68-3495 
  平 生ベースキャンプ  国司 洋子    TEL     0820-56-2608 
 徳 地ベースキャンプ 蕨  昭子    TEL･FAX 0835-52-0196 
  阿知須ベースキャンプ  岡藤 順子    TEL･FAX 0836-65-5460 
  田布施ベースキャンプ 大畠貴代美    TEL     0820-52-4220  

すべての子どもに本との出会いを！ 

http://blog.canpan.info/jointnet21/

