
 

 

   

 

 

 

 

   

２０20年 1月 1１日 

近藤薫美子さんによる 

絵本にギュギュッと 
生命をつめて    

近藤薫美子さんの本には生き物がいっぱい。子どもの本ではあまり

描かれてこなかった弱肉強食、生と死や再生をあるがままに、繊細

に、そしてユーモラスに表現して命の素晴らしさを教えてくれます。 
 
日時★2020 年 2 月 1 日(土)13:30～15:00（13:00 開場） 

場所★周南市役所シビック交流センター 2F 交流室 1 

講師★近藤薫美子  （絵本作家）

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★30 名（要予約・先着順） 

参加費★おとな 500 円 
申込先★090-3370-4876(向谷)、090-3636-2617(山口) 
 

近藤薫美子 

大阪府生まれ、滋賀県大津市在住。京都成安女子短期大学意匠科卒
業。製菓会社企画室を経てフリーになる。 
主な作品に、『かまきりっこ』、『つちらんど』、『のにっき─野日記─』、
『はらっぱハウス』、『すくすくのはら』、『おんぶかあちゃん』（以上、ア
リス館）、『にんきものずかん』、『にんきものアルバム』、『ねらってる 
ねらってる』、『くぬぎの木いっぽん』（以上、BL 出版）、『のはらまつ
り』（童心社）、『まってるまってる』、『むしサッカー はらっぱカップ』
（教育画劇）、『せかいかえるかいぎ』（ポプラ社）などがある。野の草
や虫、小動物などの命に想いを寄せて描く作風は、おおらかで愛が
こもっている。日本児童出版美術家連盟会員。 
 

 

やまぐち子どもの本カレッジ 

自 主 活 動 

日時★2020 年 1 月 26 日(日)15:00～16:30   場所★パルトピアやまぐち 3F 中ホール 

講師★とよたかずひこ（絵本作家）    

対象★おとな   定員★30 名（要予約・先着順）    

参加費★700 円（美味しいコヒーとお菓子つき） 
申込先★090-3636-2617(山口)、090-2008-9467(山本) 

 

ももんちゃんの茶話会 
～とよたかずひこさんを囲んで～   

とよたかずひこさんを囲んで茶話会を開きます。 

絵本のこと子育てのこと気軽におしゃべりしましょう。 
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とよたかずひこさんの 

ももんちゃんとあそぼう in 下関    
絵本作家 とよたかずひこさん絵本ライブ! 

ご自身の絵本の読み聞かせや紙芝居の実演をしながら、お話してく

ださいます。 

赤ちゃんでも楽しめます!! 
 
日時★2020 年 1 月 25 日(土)14:00～15:30（13:30 開場） 

場所★下関市生涯学習プラザ 2F 宙のホール 

講師★とよたかずひこ   定員★200 名  
チケット★数に限りがあります。お早目に！ 
前売券 おとな￥800 こども￥500 

当日券  各々￥200 アップ 

※こども料金 ３歳～中学生 

2 歳以下無料。但し、2 歳以下で席の必要な方は有料 

チケット取扱★ 

こどもの広場（下関市幸町 7-13 ☎083-232-7956） 

※前売券の値段でチケットの電話予約可。  

    代金のお支払は当日受付で。 

問合★083-256-3090(黒瀬) 

090-3636-2617(山口) 

090-2008-9467(山本) 

 

ももんちゃんとあそぼう in 山口   
「ももんちゃん あそぼう」シリーズなどでおなじみの絵本作家とよた

かずひこさんが久し振りに山口市に来られます。 

ご自身の絵本の読み聞かせや紙芝居の実演をしながら、お話してく

ださいます。 

小さなお子さんでもだいじょうぶ。親子で一緒に楽しみましょう！ 
 
日時★2020 年 1 月 26 日(日)10:30～12:00（10:00 開場） 

場所★パルトピアやまぐち（防長青年館） 中ホール 
山口市神田町 1-80  ☎083-923-6088 

講師★とよたかずひこ   定員★100 名 

チケット★※1 歳以上有料 

前売券 おとな￥800  中学生以下～1 歳￥500 

当日券 各々￥200 アップ  

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） 

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（10:00 より開設）でチケット代金のお支払     
とよたかずひこ 1947 年、宮城県生まれ。早稲田大学第一文学部卒業。 

二人の娘の子育てを通して絵本創作をはじめる。イラストレーターを経て絵本

作家に。1997 年、『でんしゃにのって』(アリス館)が厚労省中央児童福祉審議会

児童文化財特別推薦を受ける。『どんどこももんちゃん』(童心社)で第 7回日本

絵本賞受賞。主な作品に「ももんちゃん あそぼう」シリーズ、「おいしいともだ

ち」シリーズ（いずれも童心社）、「バルボンさん」シリーズ(アリス館)など。紙芝

居の作品も『もみもみおいしゃさん』『はい、タッチ』(童心社)など多数。 
 

やまぐち物語・絵本ライブ 
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第１回ワークショップ親子であ･そ･ぼ２０１９ 

「長谷川さんと紙袋で帽子をつくろう 

～絵本の読み聞かせもあるよ」 
  
日時★2019 年 12 月 20 日(金)13:30～15:30 

場所★周南市市立徳山駅前図書館 

参加者★51 名  担当★徳山 BC 
 

ワークショップを徳山 BC でやるのは初めて、ジョ

イネットの活動を駅前図書館でやるのは初めて……

と初めてづくしのイベントとなりました。 

金曜日のお昼間にもかかわらず、子どももおとなも

たくさん集まってくださいました。 

まず、読み聞かせからありました。長谷川さんが訳

された『どこいったん』（ジョン・クラッセン/作 クレヨンハウス  

2011.12.5）、『サンカクさん』（マック・バーネット/文 ジョン・クラッセ

ン/絵 クレヨンハウス 2017.8）、自作の『じゃがいもポテトくん』

（小学館 2010.7）。♪「じゃがいもポテトくん」（長谷川義史/詞 中

川ひろたか/曲）の演奏。次に、その場で絵を描きながら演

ずるライブ紙芝居は『うなぎにきいて』。 

そして、いよいよ、紙袋で帽子作り。 

みんな素敵な帽子ができあがりました！ 

 

     

活動報告 長谷川義史さんのイベント  
   

   
第１回やまぐち物語・絵本ライブ２０１９ 

「長谷川義史クリスマス絵本ライブ こどもたち GO」 
  
日時★2019 年 12 月 21 日(土)13:30～15:00 

場所★カリエンテ山口 大ホール 

参加者★180 名  担当★山口 BC 
 

①『たこやきのたこさぶろう』(小学館 2016.2) 

②♪「たこやきソング」（長谷川義史/詞 中川ひろたか/曲） 

③『トトトのトナカイさん』（ブロンズ新社 2006.2） 

④しりとり 

ライブ紙芝居「いいからいいから」 

⑤『おへそのあな』（BL 出版 2006.9） 

⑥♪「おたんじょうびのひ」（中川ひろたか/詞・曲）  

⑦『おおにしせんせい』（講談社 2019.9.19） 

⑧『だじゃれ世界一周』（理論社 2017.6） 

⑨『へいわってすてきだね』（安里有生/詩 ブロンズ新社 2014.6 ） 

⑩♪「こどもたち GO！」（長谷川義史/詞 大友剛/曲） 

恒例の長谷川義史さんからのクリスマスプレゼン

トは、T シャツやカレンダーなどの長谷川義史オリ

ジナルグッズ 10 点と色紙 15 枚とその場で絵を描

かれた紙袋、似顔絵でした。      
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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…放課後の小学校などをお借りして、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 

2020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手渡しされるか、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、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）（要応援団登録）。 
 

今年 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、ジョイネットのブログ

もぜ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/

