第 5 期（平成 27 年度）

「出会いと体験の森へ」事業

実施報告書

主催：「出会いと体験の森へ」実⾏委員会
協⼒：公益社団法⼈シャンティ国際ボランティア会

この事業は、オラクル有志の会ボランティア基⾦と⼦どもゆめ基⾦助成対象事業です。
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第 5 期実⾏委員名簿
公益財団法人日本ＹＭＣＡ同盟

：神﨑清一、田尻忠邦、杉田裕樹

公益財団法人東京ＹＷＣＡ

：柳下史織、谷川真理

公益財団法人ボーイスカウト日本連盟 ：大浦秀樹、深見泰子、齋藤達郎
公益社団法人ガールスカウト日本連盟 ：関由加里
公益社団法人日本キャンプ協会

：柴田俊明、岩沢佳子、
金山竜也、林健児郎、五月女真弓

実⾏委員会開催履歴(会場：国⽴オリンピック記念⻘少年総合センター)
第 1 回 2015 年 2 月 16 日(月)

第 3 回 2015 年 9 月 9 日(水)

第 2 回 2015 年 4 月 13 日(月)

第 4 回 2015 年 10 月 5 日(水)

※第 4 回のみガールスカウト会館にて行った

テーマ・スケッチ
森に棲むものは、木と草と木漏れ日の五線譜。
ときどき木の間から顔を出して、不思議そうなまなざしを向ける動物と
森の仲間の中でいちばん騒がしい、こどもたちの笑顔…
遊びが仕事のこどもたちと、こどものこころを持った大人たちが出逢ったら
それはそれは愉快でしあわせな冒険物語のはじまりです。
ある日、森の中で泣いているこどもがいました。「なぜ泣いているの？」
「虫が怖いの」「虫も、きみを怖がっているかもしれないね」
こどもはにっこりして、仲間たちの方へ走っていきました。
こどもたちはいつしか少年に変わっていきます。
そして、森に入ると少しだけお母さんを忘れて、風の子になります。
杉の子に負けないくらい、少年たちはどんどん成長し、
やがて、寡黙だけれどこころ優しい青年となるのです。
明日は、旅立ちの春です。こんどは自分だけの森をめざして。

※実行委員会の名称「出会いと体験の森へ」は、第 1 期実行委員会を編成する際、コピーライターの大曾根勇夫氏(ボーイスカウ
ト東京連盟)から提案頂いたキャッチコピーとテーマスケッチから命名しました。
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「森のとしょかん」のゆめ
実行委員長 柴田俊明
もしキャンプサイトに「図書館」があったらおもしろいかも……って
思いませんか？
夕食の献立を相談中これっていうアイデアが浮かばない時に、お料理
の本を探してみようとか。星空を見て心に残った「夏の大三角形」を詳
しく知りたいと思った時に、星座の本を借りてこようとか。慣れないテ
ントでなかなか寝つけない下級生に寝る前に絵本を読んであげたいと思
った時は、楽しく元気になるお話を見つけに行こうとか……。仲間たち
との共同生活で様々に心動かされるまさにその時、「一冊の本との出会う喜び」は強く心に残ることでしょ
う。素朴な野外生活をより鮮やかに彩り、より豊かにすることでしょう。それが日常生活に活かされたらな
お嬉しい！
「読書とキャンプは良き相棒になる……」そんな思いから、「森のとしょかん」をやってみました。初め
ての試みでしたが、実行委員の皆さまの柔軟な発想と類まれなる実践力、お二人の講師による専門的で的確
なご指導、シャンティ国際ボランティア会さまのご参加、当日馳せ参じてくださった各団体リーダーの皆さ
ん、国立オリンピック記念青少年総合センターさま、そして事業担当のスタッフの皆さまのご尽力により具
現化でき無事終了できましたことを、心より感謝申し上げます。

コーディネーターより
コーディネーター 岩沢佳子
8 月、柴田さんより私に、今年の「出会いと体験の森へ」事業は、野外活動に読書を取入れる試みをテー
マに開催するので協力してほしい旨の依頼がありました。「子どもと本と自然」が大好きの私は喜んで実行
委員加えて頂きました。ところが、コーディネーターの大役を任される事態となり、不安と戸惑の内でのス
タートになりました。準備期間が短く、それに加え実行委員の所属する各団体では事業が重なる多忙な時期、
と心配しましたが、精力的に新たなる試みに挑戦し、具体的な形へとすることができました。さらに、私達
は「自然、センス・オブ・ワンダー（神秘さや不思議さに目をみはる感性 ～レイチェル・カーソン～）」
をキーワードに、約 300 冊の当日展示するための本を選書し用意しました。そしてついにオリンピックセ
ンターに 1 日だけの「森のとしょかん」がオープンしたのです。
1 番目は親子 5 人組、次はバギーを押した母子、祖父母と一緒の小学生が続きます。早速に若いスタッ
フの案内でワークショップの「やさいでぺったん」に興じています。小さなイスを寄せ合ってママに絵本を
読んでもらってうれしそうな女の子、小さな男の子たちはテントに入っ
たり、出たり。その内パパも入って絵本を開いて楽しそう。村上氏の原
画に見入っている人達、大型絵本の読み聞かせも始まりました。そして、
テーブルの写真集をずっと見ている高校生。
「森のとしょかん」は自分の
ペースで、自由に手を伸ばしてゆったり、のんびり過ごせる居心地の良
い空間になりました。そこには穏やかな時間が流れています。こんな場
所が日々の暮らしの中に在ります様にと心から願います。
森にこの緑の小さな種が育っていくことを心待ちしています。
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日

時：10 月 25 日(日)10:00～15:30

会

場：国立オリンピック記念青少年総合センター

国際交流棟 レセプションホール、国際会議室
野外活動広場

内

容：
・森のとしょかん
・どきどきワークショップ
・村上康成氏原画展
・講演会「絵本の世界へ誘うブックトーク」

当日は天候にも恵まれ、多数の参加者を迎えることができました。主な来場理由は以下の３つでした。
・WEB 上の情報を見て ・関係団体からの情報で ・講演会、村上康成氏原画展が目的で

事前研修会の様子

10 月 19 日 19:00〜20:30

国⽴オリンピック記念⻘少年総合センター

前半は、望月みどりさんによるお話、ストーリーテリングを体験しました。短いお話から長いお話へ。望月さ
んの声だけによって紡がれるお話を、じっくりききました。今回お話していただいたのは、『なら梨とり』、『ラ
プンツェル』、『白い石のカヌー』の 3 話でした。
絵本の読み聞かせとはまた一味違い、声以外何もない中で、言葉のリズムや音から受ける印象が普段より際立
って聞こえてきました。そして、普段の生活ではなかなか持てない、集中してお話を聞く時間は、本番へ向けて
の心構えを教えてくれるような時間でした。
後半は岩沢佳子さんにバトンタッチをし、それぞれの参加者が選んだお気に入りの一冊を実際に読んでみると
いう体験をしました。とはいっても、普段から絵本を読み聞かせる活動をしているわけではない参加者が多く、
はじめは恐る恐るといった雰囲気でした。それでも会が進む中でどんどん盛り上がり、最後は参加者の読む絵本
の世界にみんな入り込み、笑ったり、楽しんだりしました。
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“ブックトーク”とは、「読んでみたい！」と思ってもらえるよう、魅力たっ
ぷりに特定のテーマにそったいろんなジャンルの本を紹介する活動です。
この日のテーマは「センス・オブ・ワンダー」、岩沢さんご自身の経験とオー
バラップする『よあけ』という絵本の紹介から始まりました。日が昇るとともに
色が変わっていく湖や山のようすは、まさにこの絵本と同じだったそうです。こ
の感動は、岩沢さんとレイチェル・カーソンの『センス・オブ・ワンダー』との
出会いにつながりました。
汐崎さんにバトンタッチすると、
「森」にかかわる本が次々と紹介されます。
最初の本は『ぐりとぐら』。野ねずみのぐりとぐらは森の中で卵を見つけ、大きなカステラをつくります。長
く読み継がれているこの本は、個々の経験を反映して毎回新しい発見を与えてくれ、世代を超えて経験をつなげ
てくれる大切な一冊です。
『もりのなか』は、
「ぼく」がにぎやかな声に誘われて森の中へ入っていくという物
語です。ここで描かれる森は、日本のとは少し様子が違うかもしれませんが、森の中
の不思議さを感じ取れます。
『りんごろうくんのもりあるき』も男の子がお父さんと森
の中へ入っていくお話です。ここで描かれるのはオーストラリアの森で、絵本の中で
はいろんな世界の森に行くことができます。
『はじめてのキャンプ』の主人公は、なほちゃんというちっちゃい女の子です。夜、トイレに行くのも怖かっ
たけれど、楽しいキャンプの時間を過ごしました。
『冒険図鑑』は、キャンプ必読の書。もう 30 年前に出た本
ですが、おすすめの一冊です。
この時期はたくさんのどんぐりが落ちています。日本には 21 種類のどんぐりがあるそうですが、
『どんぐり
ノート』は、それぞれのどんぐりの違いや、食べ方、工作などが載っています。『どんぐりかいぎ』はとても不
思議な絵本で、遠くから見るととても立体的に見えて、読み聞かせにおすすめです。
『森はだれがつくったのだろう？』は、森が生まれる 100 年、200 年という歴史を描いたものです。私たち
は 200 年生きることはできませんが、自然の一員として見つめることができればよいなと思います。
『山に木を
植えました』には、木を植えることが土の中、川、海へとつながり、私たちはその恵みを受けていることが描か
れています。
『ノースウッズの森で』
『森へ』
『クマよ』は美しい写真絵本です。アメリカの雄大な自然が描かれているので
すが、大自然の中の人間の小ささがとても見えてきます。このように、自然に目を向けて、動物や昆虫の世界を
子どもたちに知らせてくれる本がたくさんあります。
『ファーブル昆虫記』
『シートン動物記』などは、実際に昆
虫や動物を見て、生態を知りたいなと思った子どもたちにそっと手渡してあげたい一冊です。
『山の太郎熊』は、子どもたちに伝えるたくさんの動物の物語を書いている椋鳩十さんの作品ですが、この方
は鹿児島県立図書館の館長だった方で、
「親子 20 分間読書運動」を全国的に広められました。
最後に紹介するのは、世界中の地理を描いた『MAPS』です。たとえば「くま」を探してみるだけでも何ペー
ジもありますから、興味のあるものが世界のどこにあるかを調べてみるにもいい本です。
森にかかわる本だけでも何冊も何冊もあります。本だけでも野外活動だけでもなく、両方を体験することによ
って子どもたちがより健やかに、豊かな体験を持って育ってくれればよいなと思っています。

※今回のブックトークで紹介された本は巻末のブックリストに記載しています。
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ボーイスカウト日本連盟
・おはなし組み木
・おさるのジョージ(テント体験)

ボーイスカウト日本連盟は、２つのブースを担当させていただきました。
昔話を中心に絵本の世界を組み木で表現する「おはなし組み木」のブースでは、木のぬくもりを感じながら、絵本の世界を「見
て、聴いて、触って、考える」体験をし、「おさるのジョージ」ブースでは、ジョージとともに靴を脱いでテントに入り、座っ
たり寝ころんだり思い思いの体勢で、ゆったりしながら絵本とテントを楽しんでいただきました。
特に「おはなし組み木」では、参加してくださったみなさんの豊かな想像力で、既存の物語から新たなお話が生まれ、五感を
活用して楽しむ姿を見ることが出来、また、組み木をパズルのように回転させながら、お片付けまで楽しんでいただけました。

東京 YWCA
・やさいでぺったん

『やさいでぺったん』
（よしだきみまろ作・絵 福音館書店）の絵本をモチーフに、野菜スタンプを実施しました。
ピーマンやオクラなど様々な野菜の切れ端と色とりどりの絵具を使ってオリジナルのエコバックを作りました。子ども達は野
菜の切り口の違いを楽しみながら思い思いの模様を描いていて、中には野菜の切れ端だけでなく指や手に絵具をつけてフィンガ
ーペインティングや手形スタンプを楽しむ子ども達もいました。そして、子ども達だけでなくその保護者も夢中になって一緒に
楽しんでいる様子でした。その保護者の中から、「絵本を読んで実際に家でやりたいと思ってもなかなかできないので、今回思
いきり出来て良かった」という声もいただきました。

ガールスカウト日本連盟
・ばばばあちゃんのやきいもたいかい

秋においしいもの…といえば、やきいも！
ばばばあちゃんの絵本「やきいもたいかい」に出てくるお菓子を、みんなで楽しく焼いてみました。串にさして焼いたマシ
ュマロ・鈴カステラ・ふ菓子が人気で、トロトロ＆サクサクになった温かいおやつは、冷たい風のなかでもおいしく食べるこ
とができました。芯をくりぬいて、バターとグラニュー糖をいれてホイルに包んで焼いたりんごは、いい匂いのアツアツのお
やつに大変身。
「おうちのオーブンでもやってみよう！」と、お母さんたちに好評でした。肝心のやきいもは少々時間がかかる
ため、スタッフが準備をしてしまいましたが、おいもを濡れた新聞紙で包んでからホイルを巻くことなど、絵本のとおりに手
伝ってくれた子どもたちもいました。
絵本では、絵を見ること・お話を聞くことができ、さらに今回は、いい匂いをかぎ・おいしい味を知り・火の温かさを感じ
ることで、まさに五感を使った体験になったと思います。
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日本キャンプ協会
・紙コップでつくろう

かみコップにはさみで切り込みをいれて、色を塗ったらすぐに完成！よしだきみまろさん作・絵の絵本『かみコップでつくろ
う』をもとに、たくさんのかみコップ工作を用意しました。
子ども達に一番人気があったのはユーフォ—です。小さいお子さんも多かったので、簡単に作れるタコやパペット、だるまも
人気でした。見本に忠実に作ろうとする子、最初から自分の好きなように作り上げていく子。子どもたちの個性が垣間見え、保
護者の方も一緒になって、楽しんでもらえたと思います。楽しそうに作っている子どもを見て、今度家でやろう！と絵本タイト
ルをメモしていくお母さんも。工作から絵本の世界へと、いい「出会い」を果たしてもらえたと思います。

日本 YMCA 同盟
・シャボン玉であそぼう
・キャンプソングステージ

「いつでも、どこでも、だれとでも」をモットーに、人が集まる場所があれば、団塊の世代となったＹＭＣＡキャンプの参加
者やシニアリーダーが、キャンプソングの歌唱指導をするために結集します。今回はＹＭＣＡの輪を飛び出して、一般の参加者
を対象にデビューを果たしました。歌詞をスクリーンに映し出し、選曲したキャンプソングにまつわる逸話の紹介もさせていた
だきました。曲によっては原曲の音源を YouTube から取り込んで聞いてもらいました。ちなみに当日紹介した曲目は、①キ
ャンプだホイ、②ズンゴロ節、③ロックマイソウル、④怪獣のバラード、⑤船乗りの夢、⑥キャンパーの夢の 6 曲でした。
そしてもう一つ。東京 YMCA の協力を得て、こちらは若いリーダーたちを中心に、
「シャボン玉であそぼう」というワーク
ショップも行いました。特製シャボン液を作って、子どもたちといろいろな道具を使いシャボン玉を作って遊びました。

シャンティ国際ボランティア会
・「絵本を届ける運動」体験ブース

(公社)シャンティ国際ボランティア会は、アジアにおける教育支援活動をおこなっている国際協力 NGO です。今回は、日本
語の絵本にアジア各国の言語に翻訳したシールを貼りつけてそれぞれの国に送る、「絵本を届ける運動」を体験するブースを行
いました。来場した子どもたちはもちろん、その保護者の方、いろいろな方に実際に絵本にシールを貼る作業を体験して、この
運動について知っていただくことができました。
この運動でつくられた翻訳絵本は、たくさんの人の手を経て、絵本を待っている子どもたちのもとへ届けられ、ボロボロにな
るまで図書館、学校、移動図書館で活用されます。

自然を生き生きと捉えた絵本を多く作られている村上康成さんが描く、日本
キャンプ協会会報誌 CAMPING の表紙の原画を展示しました。普段目にする
ことができない貴重な本物の原画を来場したみなさんに楽しんでいただくこと
ができました。
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①自然といのち －センス・オブ・ワンダー
書

名

著

者

出版社

あめのひ

ユリー・シュルヴィッツ作絵，矢川澄子訳

福音館書店

嵐のティピー

ポール・ゴーブル作絵，千葉茂樹訳

光村教育図書

ウォッチング雲と星：野外活動図鑑

酒井哲雄著

国土社

海べのあさ

ロバート・マックロスキ－作絵，石井桃子訳

岩波書店

海辺のともだち-みつける・たべる・あそぶ

松岡達英著，下田智美絵

偕成社

ウィさ
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③森で遊ぶ・森と遊ぶ
書

名

あっぱれのはらうた

著

者

くどうなおこ詩，ほてはまたかし絵

出版社
童話屋

キャサリーン・レニエ，マイケル・グロス，
インタープリテーション入門：自然解説技術ハンドブック

小学館
ロン・ジーマン作， 食野雅子，ホーニング睦美訳

絵本 SONGBOOK1 せかいじゅうのこどもたちが

五味太郎絵

偕成社

絵本 SONGBOOK2 ぼくたちのうた

五味太郎絵

偕成社

絵本 SONGBOOK3 パレ－ド

五味太郎絵

偕成社

絵本 SONGBOOK4 ハロ－

五味太郎絵

偕成社

絵本 SONGBOOK5 あしたがすき

五味太郎絵

偕成社

キャンプ(絵で見るこれからの体験学習 2)

中村典男監修

学習研究社

木をかこう

ブル－ノ・ムナ－リ作絵，須賀敦子訳

至光社

計画と準備(絵で見るこれからの体験学習 1)

中村典男監修

学習研究社

健康と応急手当(絵で見るこれからの体験学 8)

中村典男監修

学習研究社

子どもがつくるのはらうた３

工藤直子編著

童話屋

サリーのこけももつみ

ロバート・マックロスキ－作絵，石井桃子訳

岩波書店

自然観察ハンドブック（フィールドガイドシリーズ 1）

日本自然保護協会編・監修

平凡社

植物観察と天体観測（絵で見るこれからの体験学習）

中村典男監修

学習研究社

小さな自然かんさつ—子どもと楽しむ身近な自然

日本自然保護協会編集

平凡社

月夜のおんがくかい

山下洋輔文，柚木沙弥郎絵，秦好史郎構成

福音館書店

どんぐりと木のみのこうさく

竹井史郎著，大森真司絵

小峰書店

★はじめてのキャンプ

林明子作絵

福音館書店

ばばばあちゃんのやきいもたいかい

さとうわきこ作絵

福音館書店

舟をつくる

前田次郎著，関野吉晴写真

徳間書店

★冒険図鑑－野外で生活するために

さとうち藍著，松岡達英絵

福音館書店

ぼくとナイフ

森下一期著，村田道紀絵

福音館書店

ぼくのコレクション

森口満文絵

福音館書店

★またもりへ

マリー・ホール・エッツ作絵，まさきるりこ訳

福音館書店

森とくらし：森とともに生きる（森の総合学習４）

七尾純著

あかね書房

森の工作図鑑 Vol.1

岩藤しおい著

いかだ社

★もりのなか

マリー・ホール・エッツ作絵，まさきるりこ訳

福音館書店

★森へ

星野道夫著・写真

福音館書店

野外工作（絵で見るこれからの体験学習 4)

本郷左智夫編，中村典男監修

学習研究社

どんぐり・まつぼっくり

野外における危険な生物（フィールドガイドシリーズ 2） 日本自然保護協会編・監修

平凡社

野外料理（絵で見るこれからの体験学習 3)

本郷左智夫編，中村典男監修

学習研究社

ようこそ森へ

村上康成著

徳間書店

★りんごろうくんのもりあるき

渡辺鉄太作，中川画太絵

アリス館

レクリエーション（絵で見るこれからの体験学習 5)

中村典男監修

学習研究社
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④森の動物・動物のくらし・動物と私たち
書

名

著

者

出版社

あまがえるりょこうしゃートンボいけたんけん

松岡たつひで文絵

福音館書店

★ぐりとぐら

なかがわりえこ文，おおむらゆりこ絵

福音館書店

昆虫：ちいさないきものたち

得田之久作絵

福音館書店

昆虫２：そのくらしをみよう

得田之久作絵

福音館書店

しまふくろうのみずうみ

手島圭三郎作絵

リブリオ出版

だんごむしそらをとぶ

松岡達英著

小学館

てぶくろ

エウゲーニー・Ｍ・ラチョフ絵 ，内田莉莎子訳

福音館書店

ビターリー・V・ビアンキ文，Ｎ・チャルーシナ絵，
どうぐはなくても

福音館書店
田中友子訳

★ノースウッズの森で

大竹英洋著写真

福音館書店

ひぐまのあき

手島圭三郎作絵

リブリオ出版

ヘンリーフィッチバークへいく

Ｄ・Ｂ・ジョンソン作絵，今泉吉晴訳

福音館書店

もってみよう

松橋利光写真

小学館

もりのクマとテディベア

谷川俊太郎文，和田誠絵

金の星社

野生動物ウォッチング

田中豊美著

福音館書店

野鳥や小動物の観察（絵で見るこれからの体験学習 6)

本郷左智夫編，中村典男監修

学習研究社

⑤森の植物・木や草花・植物と私たち
書

名

著

者

出版社

いのちの木

ブリッタ・テッケントラップ作絵，森山京訳

ポプラ社

オークとなかまたち

リチャード・メイビー作，クレア・ロバーツ絵，野の水生訳

講談社

カポックの木-南米アマゾン・熱帯雨林のお話

リン・チェリ－作絵，みらいなな訳

童話屋

木を植えた男

ジャン・ジオノ著，フレデリック・バック絵，寺岡襄訳

あすなろ書房

原寸イラストによる落ち葉図鑑

吉山寛著，石川美枝子画

文一総合出版

指標生物（フィールドガイドシリーズ 3）

日本自然保護協会編・監修

平凡社

デビッド・バーニー著，リリーフ・システムズ訳，
樹木（ビジュアル博物館 5)

同朋舎
大日本自然史博物館

樹木の冬芽図鑑

菱山忠三郎著

オリジン社

★どんぐりかいぎ

こうやすすむ文，片山健絵

福音館書店

★どんぐりノート

いわさゆうこ・大滝玲子著

文化出版局

庭のよびごえ

ダイアン・シェルダン文，ゲイリー・ブライズ絵，角野栄子訳

ブックロ－ン出版

はっぱじゃないよぼくがいる

姉崎一馬著写真

アリス館

はるかな湖

アレン・セイ作絵，椎名誠訳

徳間書店

ひっつきむしの図鑑

丸山健一郎文，伊藤ふくお写真

トンボ出版

ブナの森は生きている

甲斐伸枝文絵

福音館書店

ふゆめがっしょうだん

長新太文，冨成忠夫・茂木透写真

福音館書店

町の木公園の木図鑑

おくやまひさし著写真

大日本図書

まつぼっくりノート

いわさゆうこ著

文化出版局

森はオペラ

姉崎一馬著写真

クレヨンハウス
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⑥自然、動物の世界を伝える（作者と作品の紹介）
書

名

著

者

出版社

★クマよ

星野道夫著写真

福音館書店

★シートン-子どもに愛されたナチュラリスト

今泉吉晴著

福音館書店

★シートン動物記 オオカミ王 ロボ

シートン著，今泉吉晴訳

童心社

シートン動物記 ワタオウサギのラグ

シートン著，今泉吉晴訳

童心社

ニルスが出会った物語 1 まぼろしのまち

セルマ・ラーゲルレーブ著，平澤朋子イラスト，菱木晃子訳

福音館書店

ニルスが出会った物語 2 風の魔女カイサ

セルマ・ラーゲルレーブ著，平澤朋子イラスト，菱木晃子訳

福音館書店

★ニルスが出会った物語 3 クマと製鉄所

セルマ・ラーゲルレーブ著，平澤朋子イラスト，菱木晃子訳

福音館書店

ニルスが出会った物語 4 ストックホルム

セルマ・ラーゲルレーブ著，平澤朋子イラスト，菱木晃子訳

福音館書店

ニルスが出会った物語 5 ワシのゴルゴ

セルマ・ラーゲルレーブ著，平澤朋子イラスト，菱木晃子訳

福音館書店

ニルスが出会った物語 6 巨人と勇士トール

セルマ・ラーゲルレーブ著，平澤朋子イラスト，菱木晃子訳

福音館書店

★ファーブルこんちゅう記（新版）カマキリとクモのふしぎ

小林清之助著，横内襄イラスト

小峰書店

宮澤賢治著，ユノセイイチ，牧野鈴子絵，天沢退二郎，
双子の星（宮澤賢治童話集 5)

くもん出版
萩原昌好監修

★MAPS-新・世界図絵

アレクサンドラ・ミジェリンスカ ，ダニエル・ミジェリンスキ作絵

徳間書店

★宮沢賢治のおはなし 8 よだかの星

宮沢賢治著，村上康成絵

岩崎書店

★椋鳩十名作選２ 山の太郎グマ

椋鳩十著，小泉澄夫絵

理論社

★マークの付いた本は、講演会「絵本の世界へ誘うブックトーク」内で紹介された本です。

今回の事業には、
「森のとしょかん」として 6 つのテーマごとに専門家によって選ばれた 112 冊の本と、子
どもたちに触れてもらいたい絵本、国立青少年教育振興機構の青少年教育情報センターからお借りした絵本、そ
して各団体から提供された絵本と、約 300 冊の絵本が集まりました。
当日は会場内のあちこちで子どもから大人まで、それぞれの方法でゆったりと絵本に触れてもらうことができ
ました。また、スタッフの手による読みきかせも、随所で行われ、小さな子どもたちが夢中になってお話を見て
聞いている姿を見ることができました。
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公益財団法⼈ 日本 YMCA 同盟

http://www.ymca.or.jp
YMCA(Young Men's Christian Association)は、世界中に組織され、119 の国・地域で活動を展開してい
ます。日本には 30 の都道府県に 35 の都市 YMCA と 37 の大学 YMCA が組織されています。
明治期初期より、英語教育、野外教育、職業教育、そして健康教育などの面で先駆的な働きをしており、民間
の行う青少年事業、社会教育事業、社会体育事業の面で貢献しています。

公益財団法⼈ 東京 YWCA

http://www.tokyo.ywca.or.jp
YWCA(Young Women's Christian Association)はキリスト教を基盤に世界中の女性が言語や文化の壁を
越えて力を合わせ、女性の社会参画を進め、人権や健康や環境が守られる平和な世界を実現することを目的と
しています。日本では 25 の地域と 36 の中学・高等学校 YWCA が活動しており、
東京 YWCA は地域 YWCA
のひとつとして 1905 年に設立。現在、青少年育成事業のほかに、平和、女性、社会福祉の視点から活動を
展開しています。

公益財団法⼈ ボーイスカウト日本連盟 http://www.scout.or.jp
162 の国と地域で 3600 万人が活動しています。日本連盟は 1922 年に創立し、青少年の各年代の特性を
考慮し 5 つの部門を構成し、成人指導者の協力によって、野外活動、地域社会での奉仕活動、世界の仲間と
行う国際理解・協力活動など、青少年の興味を引き出しながら、彼らが自発的にこれらの活動ができるよう教
育プログラムとして展開し、自立心や協調性、リーダーシップを育み、よりよい世界を築くことに寄与してい
ます。

公益社団法⼈ ガールスカウト日本連盟 http://www.girlscout.or.jp
ガールスカウトは、世界 146 の国と地域で、約 1,000 万人の会員が活動する少女と女性のための団体です。
ガールスカウトに入会条件はなく、就学 1 年前の少女から成人女性まで、どなたでも参加できます。
日本では 47 都道府県すべてに活動の拠点があり、5 歳から 100 歳を超える女性、約４万人のガールスカウ
トが活動しています。

公益社団法⼈日本キャンプ協会 http://www.camping.or.jp
日本キャンプ協会は「キャンプをみんなのものに」
「キャンプをみんなの手で」という願いの下に、1966 年、
全国各地の青少年関連団体や野外研究者、教育者等によって設立されました。以来、キャンプの人間形成に与
える効果に注目し、キャンプの普及とその指導者の育成を進めてきました。また、全国にキャンプ協会ネット
ワークを広げ、地域に密着した独創性のあるキャンプを展開、支援することにも努めています。

発行 第 5 期「出会いと体験の森へ」実行委員会
平成 27 年 11 月

第 5 期「出会いと体験の森へ」実行委員会事務局
〒151-0052

東京都渋谷区代々木神園町 3－1
国立オリンピック記念青少年総合センター内
公益社団法人日本キャンプ協会

TEL：03-3469-0217

FAX：03-3469-0504

E-mail：deaitotiaken@gmail.com
WEB：http://deai.camping.or.jp/
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