
栃木子どもの本連絡会のあゆみ 

 

      昭和 54 年（1979） 

2.16 子どもの本連絡会相談会 県立図書館集会室 

3.23 子どもの本連絡会設立委員会 宇都宮絵本図書館 

4.24 
栃木子どもの本連絡会設立総会 会長 我妻玲子 

13 団体 事務局は宇都宮絵本図書館 
県立図書館集会室 

9.7 県社会福祉協議会（善意銀行）よりボランティア奨励金（5 万円）  

9.12 宇都宮市社会福祉協議会より市内 8 文庫に奨励金（5 万円図書券）  

9.30 栃木子どもの本連絡会だより第 1 号発行  

11. 
県福祉教育映画上映委員会に参加して「兎の眼」を上映。 

入場券販売還元金を運営資金に当てる。 

 

 

昭和 55 年（1980） 

1.15 栃木子どもの本連絡会だより第 2 号発行 会員 22 団体  

4.5 栃木子どもの本連絡会だより第 3 号発行  

5.10 

定期総会 

１周年記念講演「子どもと本の出会い」寺村輝夫氏（栃木県読書推

進運動協議会と共催） 

県立図書館ホール 

7.15 栃木子どもの本連絡会だより第 4 号発行  

8. 県福祉映画上映委員会に参加、「四年三組のはた」を上映  

10.1 
栃木子どもの本連絡会だより第 5 号発行 

合同学習会「製本」講師 片柳氏（県立図書館製本室主任） 

 

12.4 

宇都宮子どもの本連絡会設立総会（市内 14 団体） 

同会会員は自動的に栃木子どもの本連絡会会員となる。以来緊密な活

動協力。 

 

 

昭和 56 年（1981） 

1.15 栃木子どもの本連絡会だより第 6 号発行  

3.3 臨時総会（助成金の使途について)  

3.13 
伊藤忠記念財団より助成金 180 万円 

県福祉映画「太陽の子」上映に協力 

 

4.15 栃木子どもの本連絡会だより第 7 号発行  

5.16 定期総会 いばらき子ども文庫の会と交流 県立図書館集会室 

9.1 
栃木子どもの本連絡会だより第 8 号発行 

西那須野子どもの本を読む会訪問（西那須野市） 

 

11.14 こりす文庫訪問（黒磯市）  

12.18 白ゆり文庫訪問（日光市）  

 

昭和 57 年（1982） 

2.10 栃木子どもの本連絡会だより第 9 号発行  

5.15 定期総会 隔年総会を決定 宇都宮市立図書館集会室 

8. 研修交流会 黒磯稲村コミュニティ



ーセンター 

11.1 栃木子どもの本連絡会だより第 10 号発行  

11.24 わらしべの里文庫訪問（栃木市）  

 

昭和 58 年（1983） 

4.1 
栃木子どもの本連絡会だより第 11 号発行 

親子読書・地域文庫全国連絡会に入会 

 

5.26 研修交流会 
足利県立図書館 

栗田美術館 

8.20 栃木子どもの本連絡会だより第 12 号発行  

 

昭和 59 年（1984） 

2.12 「宮沢賢治の世界―アイリッシュハープと語りの会」林洋子氏  

4.1 栃木子どもの本連絡会だより第 13 号発行  

4.19 定期総会 県立図書館内に事務局を移す  

5.8 合同学習会「製本」講師 塚田隆一氏（宇都宮市立図書館長）  

6. 栃木子どもの本サマースクール実行委員会発足  

7.13 
研修交流会 田沼町立図書館 

丸木美術館 

10.14 
読み聞かせ協力  

益子フェア－岩村和朗コーナー－（西武デパート） 

 

11.10 栃木子どもの本連絡会だより第 14 号発行  

 

              昭和 60 年（1985） 

3.17 「おはなしおばさんの学校」 ニューみくら 

4.20 栃木子どもの本連絡会だより第 15 号発行  

6.27 機関紙臨時増刊号  

8.10~11 
第 1 回栃木子どもの本サマースクール 

「子どもに読書のよろこびを」 実行委員長 中村悦子（～2 回） 
栃木厚生年金休暇センター 

10.10 
‘85栃木子どもの本サマースクール記録集 

「子どもと本のひろば」発行 

 

11.14 研修交流会 西那須野町立図書館 

12.4 岩村和朗氏の小学館絵画賞受賞を祝う会  

 

昭和 61 年（1986） 

3.5 研修交流会 大田原市立図書館 

3. わらしべの里チャリティコンサート（黒沼ユリ子氏）に協力  

4.30 栃木子どもの本連絡会だより第 16 号発行  

5.10 
定期総会 

講演「私の読み語り」山花郁子氏 
県立図書館ホール 

7.1 栃木子どもの本連絡会だより第 17 号発行 

研修交流会 

 

栃木市立図書館 大平山 

8.9~10 第 2 回栃木子どもの本サマースクール 栃木厚生年金休暇センター 



「子どもに読書のよろこびを」 

11.21 研修交流会 矢板市立図書館 

 

              昭和 62 年（1987） 

2.1 ‘86栃木子どもの本サマースクール記録集発行  

3.24 栃木県青少年育成県民会議に入会  

4.1 栃木子どもの本連絡会だより第 18 号発行  

7.3 日本生命財団より助成金（図書 100 万円）  

7.11 臨時総会（助成金に関し 1000 冊の選本について）  

7.30 栃木子どもの本連絡会だより第 19 号発行  

8.8～9 
第 3 回栃木子どもの本サマースクール  

「子どもに読書のよろこびを」 実行委員長 我妻玲子（～4 回） 
栃木厚生年金休暇センター 

9.16 研修交流会 
真岡市立図書館 

益子町タンタン文庫 

11.25 研修交流会 黒磯市立図書館 

12.1 ‘87栃木子どもの本サマースクール記録集発行  

12.15 栃木子どもの本連絡会だより第 20 号発行  

 

昭和 63 年（1988） 

3.27 
定期総会 会長 佐藤孝子 

栃木県青少年育成県民会議より優良推奨図書選定委員会試読本寄付 
宇都宮市立図書館 

7.10 栃木子どもの本連絡会だより第 21 号発行  

7.14 研修交流会 
馬頭町立図書館 

鷲子山上神社 

8.20~21 
第 4 回栃木子どもの本サマースクール 

「子どもに読書のよろこびを」 
栃木厚生年金休暇センター 

11.22 
研修交流会 国分寺町立図書館 

国分寺しもつけ風土記の丘 

 

平成元年（1989） 

1.30 ‘88栃木子どもの本サマースクール記録集発行  

2.15 栃木子どもの本連絡会だより第 22 号発行  

3.1 10 周年記念バッジ作成  

6.4 

栃木子どもの本連絡会 10 周年記念のつどい 

記念講演「私の児童文学」講師 長崎源之助氏 

人形芝居「バラエティ of ファンタジア」かわせみ座公演 

 

栃木会館会議室 

栃木会館小ホール 

7.10 栃木子どもの本連絡会だより第 23 号発行  

8.5 栃木子どもの本連絡会 10 周年記念誌発行  

8.5～6 
第 5 回栃木子どもの本サマースクール 

「子どもに読書のよろこびを」 実行委員長 佐藤孝子 
栃木厚生年金休暇センター 

11.15 研修交流会 日光市立図書館 

12.15 ‘89栃木子どもの本サマースクール記録集発行  

 



平成 2 年（1990） 

3.7 栃木子どもの本連絡会だより第 24 号発行  

4.14 
定期総会 

講演「絵雑誌の世界」講師 中村悦子氏 

栃木県立図書館集会室 

栃木県立図書館ホール 

6.6 県北勉強会 黒磯市東栄公民館 

6.15 栃木県教育委員会より教育関係優良団体として表彰される  

7.20 栃木子どもの本連絡会だより第 25 号発行  

8.18~19 

第 6 回栃木子どもの本サマースクール 

「子どもに読書のよろこびを ‘90ファンタジーの世界」 

 実行委員長 小林静子（～10 回） 

プラザ・イン・くろかみ 

11.14 
研修交流会 県立足利図書館 

草雲美術館 

11.27 県北勉強会 矢板勤労青少年ホーム 

12.15 ‘90栃木子どもの本サマースクール記録集発行  

 

平成 3 年（1991） 

2.9 
学校図書館問題勉強会① 

講話 吉成和子氏（宇都宮市立錦小学校長） 
宇都宮市立図書館集会室 

2.15 
映画「チョコレート工場の秘密」試写会 

栃木子どもの本連絡会だより第 26 号発行 

 

2.28 ～

3.5 
マーシャ・ブラウン原画展 宇都宮東武百貨店 

6.20 県北勉強会 大田原勤労者福祉センター 

7. 2 
学校図書館問題勉強会② 

親地連交流会参加報告 

 

7.10 栃木子どもの本連絡会だより第 27 号発行  

8.17~18 
第 7 回栃木子どもの本サマースクール 

「子どもに読書のよろこびを ‘91昔ばなしの世界」 
プラザ・イン・くろかみ 

1991.8～1994.3 下野新聞「子どもの本の紹介」欄を執筆担当 

10.25 劇団四季「雪んこ」観賞会  

11.4 
栃木県社会教育振興大会初参加 

翌年「とちぎ教育の日」と改称、以後毎年参加 
宇都宮市文化会館 

11.14 研修交流会 

 講演「千葉省三の生涯と作品について」講師 安野静治氏 

鹿沼市立図書館 

古峯園 

11.19 県北勉強会 黒磯市東栄公民館 

12.26 ‘91栃木子どもの本サマースクール記録集発行  

 

平成 4 年（1992） 

2.12 学校図書館問題勉強会③ 

講話「学校図書館の現状について」講師 柏村政氏 

宇都宮市中央公民館 

3.10 栃木子どもの本連絡会だより第 28 号発行  

5. 8 
定期総会 会長 三部千鶴 

講演「子どもの本をめぐって」講師 小河内芳子氏 
県立図書館ホール 



6.17 県北勉強会 矢板 

7.15 栃木子どもの本連絡会だより第 29 号発行  

8.22~23 
第 8 回栃木子どもの本サマースクール 

「子どもに読書のよろこびを ‘92ことばの世界」 
プラザ・イン・くろかみ 

10.1 栃木県教育福祉振興会より寄付（100 万円）  

10.26 
研修交流会「むかしばなしを語る」君島亘・サツ夫妻 鬼怒川温泉 

「ホテルたかはら」 

11.14 
第 1 回とちぎ教育の日振興大会 

とちぎ教育の日フェスティバル「おはなしひろば」参加 
宇都宮市文化会館 

12. 1 千葉省三生誕 100 年記念「鷹の巣とり」再版出版 1000 部  

 

平成 5 年（1993） 

1.25 栃木子どもの本連絡会だより第 30 号発行  

1.30 ‘92栃木子どもの本サマースクール記録集発行  

2.28 
学校図書館問題勉強会④ 

「KLV ってなあに？」鹿沼市 KLV（カリブー） 
宇都宮市立図書館 

6.17 県北勉強会 黒磯市図書館 

7.25 栃木子どもの本連絡会だより第 31 号発行  

8.28~29 
第 9 回栃木子どもの本サマースクール 

「子どもに読書のよろこびを ‘93子どもの世界とリアリズム」 
プラザ・イン・くろかみ 

11.13 第 2 回とちぎ教育の日振興大会 宇都宮市文化会館 

11.14 とちぎ教育の日「子どもひろば」参加 宇都宮文化会館会議室 

11.26 研修交流会 小山市立図書館 

12.25 ‘93栃木子どもの本サマースクール記録集発行  

 

平成 6 年（1994） 

2.12 
学校図書館問題勉強会⑤＋県北勉強会 

講演「元気な学校図書館とは？」講師 笠原良郎氏 
矢板市立図書館 

3.20 栃木子どもの本連絡会だより第 32 号発行  

5.15 ～

21 

栃木子どもの本連絡会 15 周年記念 

「国際アンデルセン賞オナーリスト賞受賞図書」展示会 
宇都宮市立東図書館 

5.21 

定期総会 

栃木子どもの本連絡会 15 周年記念講演「子どもの本と国際理解」 

講師 松居直氏 

宇都宮市立東図書館集会室 

宇都宮市コミュニティ

ーセンターホール 

6.22 県北勉強会 大田原市福祉センター 

8. 1 栃木子どもの本連絡会だより第 33 号発行  

8.20~21 
第 10 回栃木子どもの本サマースクール 

「’94子どもに読書のよろこびを」 
プラザ・イン・くろかみ 

10.28 研修交流会 まきばの文庫（黒磯市）  

11.12 第 3 回とちぎ教育の日振興大会 宇都宮市文化会館 

11.13 「人形劇で遊ぼう」にんぎょうげきコロン団 大田原市立図書館 

11.19 講演「作品そだては自分そだて」講師 宮川ひろ氏 県総合文化センター 

11.20 「紙芝居のはじまりはじまり」講師 右手和子氏ほか 足利市助戸公民館 



12.27 ‘94栃木子どもの本サマースクール記録集発行  

 

平成 7 年（1995） 

3.25 栃木子どもの本連絡会だより第 34 号発行  

6.27 県北勉強会 黒磯市立黒磯中学校 

6.28 
研修交流会 

 小山市渡辺紀子小劇場（渡辺紀子さんの語り 結城紬見学） 

 

7. 小山子どもの本連絡会設立  

7.14 学校図書館に関するアンケート実施（栃木県学校図書館協議会経由）  

8.17~24 山本忠敬原画展 宇都宮市立東図書館 

8.19~20 

第 11 回栃木子どもの本サマースクール 

「子どもに読書のよろこびを ‘95幼いころにであう本」 

 実行委員長 前原雪江（～13 回） 

宇都宮市東コミセン 

10.8 集団読書「みんなで読もう 1 冊の本」講師 井手村由江氏  黒磯市図書館 

10.15 「絵本の魅力と子どもの魅力」講師 市村久子氏  小山市立中央図書館 

11.11 読み聞かせマラソン 宇都宮市立東図書館 

11.11 第 4 回とちぎ教育の日振興大会 宇都宮市文化会館 

11.20 
栃木子どもの本連絡会 15 周年・栃木子どもの本サマースクール 10 周

年記念講演録発行 300 部 

 

11.23 「科学あそび」講師 山辺昭代氏 足利市助戸公民館 

11.30 栃木子どもの本連絡会だより第 35 号発行  

12.31 ‘95栃木子どもの本サマースクール記録集発行  

 

平成 8 年（1996） 

3. 8 学校図書館問題勉強会 宇都宮市東図書館 

5.  学校図書館職員調査アンケート実施（市町村教育委員会経由）  

5.25 栃木子どもの本連絡会だより第 36 号発行  

5.25 
1996 年度定期総会  年 1 回総会を決定 会長 宮田直美 

交流会「私たちと学校のかかわり」 
栃木県立図書館ホール 

6.21 研修交流会 芭蕉の里めぐり 黒羽町図書館 

8.17~18 
第 12 回栃木子どもの本サマースクール 

「子どもに読書のよろこびを ‘96少年少女時代にであう本」 

 

9.28 「たのしい科学あそび」講師 遠藤邦夫氏ほか 塩原町ハロープラザ 

10.19 講演「絵本から広がる世界」 講師 清水道尾氏 小山市立中央図書館 

10.26 読み聞かせマラソン 宇都宮市立東図書館 

11.9 第 5 回とちぎ教育の日振興大会 宇都宮市文化会館 

11.16 講演「雑木林の仲間たち」講師 いわむらかずお氏 田沼町立中央公民館 

12.20 栃木子どもの本連絡会だより第 37 号発行  

12.30 ‘96栃木子どもの本サマースクール記録集発行  

 

平成 9 年（1997） 

3.8 学校図書館問題勉強会「学校図書館ってどんなところ？」 宇都宮市立東図書館 

5.17 1997 年度定期総会 栃木県立図書館ホール 



講演「学校図書館で何ができるか」講師 大江輝行氏 

6.27 研修交流会 まめの木文庫（つくば市）  

7.20 栃木子どもの本連絡会だより第 38 号発行  

8.23~24 
第 13 回栃木子どもの本サマースクール 

「子どもに読書のよろこびを ‘97ヤングアダルト・本・未来」 
プラザ・イン・くろかみ 

9.20 サマースクール反省会 宇都宮市ろまんちっく村 

9.28 集団読書「おさるはおさる」講師 奥山ゆかり氏 市貝町立図書館 

10.25 読み聞かせマラソン 宇都宮市立東図書館 

11.8 第 6 回とちぎ教育の日振興大会 宇都宮市文化会館 

11.9 「紙芝居を楽しもう」講師 右手和子氏 大田原市立図書館 

11.22 講演「子どもと本と図書館と」講師 赤木かん子氏 河内町立図書館 

12.20 栃木子どもの本連絡会だより第 39 号発行  

12.31 ‘97栃木子どもの本サマースクール記録集発行  

 

平成 10 年（1998） 

4.18 
1998 年度定期総会 

学校図書館問題ビデオ研修交流会 
栃木県立図書館ホール 

7.8 研修交流会 講演「栃木の民話あれこれ」講師 尾島利雄氏 小山市立中央図書館 

7.30 栃木子どもの本連絡会だより第 40 号発行  

8.22~23 
第 14 回栃木子どもの本サマースクール「子どもに読書のよろこびを 

‘98豊かな生をはぐくむ」実行委員長 三部千鶴（～15 回） 
プラザ・イン・くろかみ 

9.25 サマースクール反省会 栃木厚生年金休暇センター 

10.24 読み聞かせマラソン 宇都宮市立図書館 

11.1 講演「児童書をめぐって」講師 斎藤洋氏 宇都宮市立東図書館 

11.8 親子読書会「ベビーライオンフーゴー」講師 井手村由江氏 市貝町立図書館 

11.8 第 7 回とちぎ教育の日振興大会 宇都宮市文化会館 

11.28 「科学遊び」講師 湯本博文氏 足利市助戸公民館 

11.29 講演「思春期の少年たちへ」講師 後藤竜二氏 田沼町中央公民館 

12.25 ‘98栃木子どもの本サマースクール記録集発行  

 

平成 11 年（1999） 

1.25 栃木子どもの本連絡会だより第 41 号発行  

4.17 1999 年度定期総会 交流会 栃木県立図書館ホール 

6.10 研修交流会 馬頭町立図書館 いわむらかずお絵本の丘美術館  

7.25 栃木子どもの本連絡会だより第 42 号発行  

8.21~22 第 15 回栃木子どもの本サマースクール 

「子どもに読書のよろこびを ‘99豊かな生をはぐくむ」 

プラザ・イン・くろかみ 

10.23 読み聞かせマラソン 宇都宮市立東図書館 

11.7 
講演「子どもと楽しむ絵本」講師 竹中淑子氏 塩谷町子育て支援セン

ター 

11.11~14 鎌田暢子氏えほん原画展 市貝町立図書館 

11.13 第 8 回とちぎ教育の日振興大会 宇都宮市文化会館 

11.14 講演 講師 鎌田暢子氏 市貝町立図書館 



11.20 
講演「書くことに出会った日」講師 宮川ひろ氏 河内町田原コミュニテ

ィプラザ 

11.21 おはなしリレー 小山市立中央図書館 

11.27 

栃木子どもの本連絡会 20 周年のつどい 

記念シンポジウム「豊かな心をはぐくむ子どもの本」 

オペラシアター「のはらのファンタジー」歌座公演 

栃木県総合文化センター 

12.25 ‘99栃木子どもの本サマースクール記録集（最終号）発行  

 

平成 12 年（2000） 

2.10 栃木子どもの本連絡会だより第 43 号発行  

4.22 2000 年度定期総会 交流会 会長 小林静子 栃木県立図書館ホール 

7.14～ 

文部省委嘱‐子ども読書推進ネットワーク開発事業－ 

「とちぎの〈子どもと本のつなぎ手〉を育てる」2001.3.31 

事業内容：読み聞かせとおはなしの基礎講座（4 地域で計 11 回）、 

〈子どもと本のつなぎ手〉調査、県南県北地域別交流事業、 

ネットワーク情報誌発行 

 

8.20 
栃木子どもの本連絡会だより第 44 号 

（付属情報紙）ダンボのみみ 1 号発行 

 

8.20 

第 16 回栃木子どもの本サマースクール 

「子どもに読書のよろこびを 絵本のちから」1 日研修 

実行委員長 松田愛子（～19 回）  

プラザ・イン・くろかみ 

9.13 サマースクール反省会 宇都宮市立東図書館 

9.19 「読み聞かせとおはなしの基礎１」講師 我妻玲子氏 大田原市立図書館 

9.23 

子どもと本をめぐる馬頭のつどいⅠ部 

第 1 分科会「子どもと本をつなぐために」講師 我妻玲子氏 

第 2 分科会「読み聞かせの実際」講師 小川範子氏 

第 3 分科会「絵本で遊ぼう」講師 林谷政子氏 

子どもと本をめぐる馬頭のつどいⅡ部 

「お話と朗読のゆうべ」いわむらかずお氏＋前進座の俳優さんたち 

馬頭町総合福祉センタ

ー 

 

 

いわむらかずお絵本美

術館 

10.3 「読み聞かせとおはなしの基礎２」講師 我妻玲子氏 大田原市立図書館 

10.7 「おはなし会」講師 藤田浩子氏 氏家町図書館 

10.20 「絵本を楽しもう」講師 中川ひろたか氏 足利市民プラザ 

10.21 
ワークショップ「絵本のひろば」他 

音楽劇「のはらのファンタジー」歌座 
足利市民プラザ 

10.24 「子どもにとってなぜ本は必要か」講師 波木井やよい氏 小山生涯学習センター 

10.28 「読み聞かせマラソン」宇都宮子どもの本連絡会 宇都宮市立東図書館 

11.4 「自然を楽しもう」講師 長谷川哲雄氏 市貝町立小貝南小学校 

11.7 野間読書推進賞受賞  

11.11 第 9 回とちぎ教育の日振興大会 宇都宮市文化会館 

11.17 「絵本講演会」講師 新沢としひこ氏 足利市民会館 

11.19 「おはなしリレー」小山子どもの本連絡会 小山市立中央図書館 

11.19 「子どもの本の基礎講座」講師 秋葉恵子氏 市貝町ふれあい館 

11.26 「おはなし・おはなし」 塩谷町子育て支援センター 



11.28 「読み聞かせの方法・本の読み方」講師 波木井やよい氏 小山生涯学習センター 

12.3 「読み聞かせ…家庭で、集団で」講師 秋葉恵子氏 市貝町ふれあい館 

12.5 「本の選び方・ブックトーク」講師 波木井やよい氏 小山生涯学習センター 

 

平成 13 年（2001） 

1.23 「おはなしの愉しみ」講師 藤井いづみ氏 小山生涯学習センター 

1.25 
栃木子どもの本連絡会だより第 45 号、ダンボのみみ 2 号発行 

以後サマースクールの内容記録を「ダンボのみみ」が担う 

 

2.7 「おはなしを聞く」講師 間崎ルリ子氏 宇都宮市立東図書館 

2.20 「おはなし会の組み立て」講師 藤井いづみ氏 小山生涯学習センター 

3.7 「学校での読み聞かせ」講師 竹中淑子氏 宇都宮市立図書館 

4.28 

2001 年度定期総会 

講演「学校図書館のつくりかた」講師 赤木かん子氏 

「学校図書館を考える」プロジェクト発足 

栃木県立図書館ホール 

8.15 栃木子どもの本連絡会だより第 46 号、ダンボのみみ 3 号発行  

8.18~19 
第 17 回栃木子どもの本サマースクール 

「子どもに読書のよろこびを 物語のちから」 
プラザ・イン・くろかみ 

9.21 サマースクール反省会 宇都宮市立東図書館 

10.6 「おはなし会」講師 藤田浩子氏 矢板東児童館 

10.13 「集団読書」 講師 奥山ゆかり氏 市貝町立小貝中央小学校 

10.27 「読み聞かせマラソン」宇都宮子どもの本連絡会 宇都宮市立東図書館 

11.7 第 10 回とちぎ教育の日振興大会 宇都宮市文化会館 

11.17 「歌と語りのブックトーク」講師 山花郁子氏 氏家町図書館 

11.23 「超大型紙芝居の会」講師 右手和子氏 足利市民会館 

11.25 「おはなしリレー」小山子どもの本連絡会 小山市立中央図書館 

12.8 
学校図書館プロジェクト研修会 

講演「生きた学校図書館をめざして」講師 石井宗雄氏 
宇都宮市立東図書館 

 

平成 14 年（2002） 

1.25 栃木子どもの本連絡会だより第 47 号、ダンボのみみ 4 号発行  

3.1 「斎藤敦夫講演録」（第 17 回サマースクール基調講演録）発行  

4.23 「子どもの読書活動推進フォーラム」で文部科学大臣賞受賞 栃木県立図書館ホール 

5.11 
2002 年度定期総会 

講演「『子ども読書推進法』をどう生かすか」 講師 広瀬恒子氏 

 

7.25 栃木子どもの本連絡会だより第 48 号、ダンボのみみ 5 号発行  

8.17~18 
第 18 回栃木子どもの本サマースクール 

「子どもに読書のよろこびを 子どもの本の可能性」 

コンセーレ 

とちぎ青少年センター 

9.20 「子どもたちに楽しいおはなしを」講師 茨木啓子氏 益子町公民館 

10.12 「すてきな絵本の世界」講師 まついのりこ氏  藤原町文化会館 

10.26 「読み聞かせマラソン」宇都宮子どもの本連絡会 宇都宮東図書館 

10.26 「学校での読み聞かせ」講師 竹中淑子氏 矢板市図書館 

11.2 
子どもゆめ基金助成講演会 

講演「学校図書館の可能性」講師 竹内悊氏 
コンセーレ 



11.9 第 11 回とちぎ教育の日振興大会 宇都宮市文化会館 

11.10 「子どもと共に本を楽しむ」講師 秋葉恵子氏 藤原町旅館組合 

11.11 Ⅵペンスの会と交流おはなし会 宇都宮市立図書館 

11.17 「おはなしリレー」小山子どもの本連絡会 小山市立中央図書館 

11.30 「親子でおはなしを聞く会」講師 佐島信子氏 氏家町図書館 

 

平成 15 年（2003） 

1.25 栃木子どもの本連絡会だより第 49 号、ダンボのみみ６号発行  

2.25 「読書フォーラム－鶴見俊輔・竹内悊講演録－」発行  

4.19 
2003 年度定期総会 

講演「私らしいファンタジー」講師 上橋菜穂子氏 
栃木県立図書館ホール 

5.25 座談会「学校での読み聞かせ」広報部  

6.7 
学校図書館フォーラム第 1 回（子どもゆめ基金助成） 

講演「ほんものの学校図書館を求めて」講師 安達みのり氏 
コンセーレ 

7.5 

学校図書館フォーラム第 2 回  

講演「学校図書館の役割‐一人ひとりの役割を高めるために」 

講師 蔵元和子氏 

宇都宮市東図書館 

7.19 

学校図書館フォーラム第 3 回 

講演「学校図書館の役割‐学習を楽しく豊かに展開するために」 

講師 蔵元和子氏 

宇都宮市東図書館 

7.25 栃木子どもの本連絡会だより第 50 号、ダンボのみみ 7 号発行  

8.23~24 
第 19 回栃木子どもの本サマースクール 

「子どもに読書のよろこびを 子どもの本の可能性」 
とちぎ青少年センター 

10.3 「物語の中の樹と出会う」青山廣氏 栃木県中央公園 

10.18 講演「子どもの読書推進法と基本計画」 講師 松岡要氏 県総合教育センター 

10.25 「読み聞かせマラソン」宇都宮子どもの本連絡会 宇都宮市立東図書館 

10.26 「子どもと本の出会い」講師 竹中淑子氏 日光市中央公民館 

11.7 第 12 回とちぎ教育の日振興大会 宇都宮市文化会館 

11.16 「集団への読み聞かせ入門」講師 根岸貴子氏 田沼町立図書館 

11.30 「おはなしリレー」小山子どもの本連絡会 小山市立中央図書館 

11.30 「子どもと絵本」講師 柴田愛子氏 矢板市公民館 

12.1 「猪熊葉子講演録」（第 19 回サマースクール基調講演録）発行  

 

平成 16 年（2004） 

1.25 栃木子どもの本連絡会だより第 51 号、ダンボのみみ 8 号発行  

5.15 

2004 年度定期総会 

「栃木子どもの本連絡会 25 周年記念事業」 

絵本展示会「クシュラの本棚」 

記念講演「子ども・本・家族とは」講師 百々佑利子氏 

宇都宮市東図書館集会室 

7.25 栃木子どもの本連絡会だより第 52 号、ダンボのみみ 9 号発行  

8.21~22 

第 20 回栃木子どもの本サマースクール・20 回記念展示 

「子どもに読書のよろこびを 子どもの本の可能性」 

実行委員長 小林静子 

コンセーレ 

とちぎ青少年センター 



9.8 学校図書館Ｐビデオリレー 鹿沼市立図書館東分館 

10.3 「わらべうたの心を伝える 1」講師 服部潤子氏 氏家町図書館 

10.5~17 「今森光彦の世界展」写真パネル展示 県立足利図書館 

10.9 「フィールドノート里山」講師 今森光彦氏 県立足利図書館 

10.23 「読み聞かせマラソン」宇都宮子どもの本連絡会 宇都宮市立東図書館 

10.23 「あの感動をもう一度 1」講師 石川文子氏 矢板市立図書館 

10.30 「あの感動をもう一度 2」講師 石川文子氏 矢板市立図書館 

10.31 「わらべうたの心を伝える 2」講師 服部潤子氏 氏家町図書館 

11.13 第 13 回とちぎ教育の日振興大会 宇都宮市文化会館 

11.21 「おはなしリレー」小山子どもの本連絡会 小山市立中央図書館 

11.27 学校図書館Ｐビデオリレー 田沼町立図書館 

 

     平成 17 年（2005） 

1.25 
栃木子どもの本連絡会だより第 53 号、ダンボのみみ 10 号発行 

この年より事務局は県立図書館に置かず発行責任者は会長とする 

 

1.29~3

0 

第 1 回絵本ワールド in とちぎ 

ワークショップに参加 
栃木県総合文化センター 

2.10 学校図書館Ｐビデオリレー 柿の木幼稚園 

3.9 学校図書館Ｐビデオリレー 宇都宮市立東図書館 

3.17 学校図書館Ｐビデオリレー 小山市立中央図書館 

5.17~22 武田美穂絵本原画展 宇都宮市立東図書館 

5.20 
「子どもに読書のよろこびを栃木子どもの本連絡会 25 周年・ 

第 20 回栃木子どもの本サマースクール 記念講演録」発行 

 

5.21 

2005 年度定期総会 

講演「武田美穂さんと語ろう－絵本づくりのひみつ」 

講師 武田美穂氏 

宇都宮市立東図書館 

7.25 栃木子どもの本連絡会だより第 54 号、ダンボのみみ 11 号発行  

8.20~21 

第 21 回栃木子どもの本サマースクール 

「子どもに読書のよろこびを ことばと本のちから」 

実行委員長 小林貴代（～22 回） 

コンセーレ 

とちぎ青少年センター 

9.7 
とちぎ教育の日協賛事業 

「絵本・読み聞かせ講座 1」講師 秋葉恵子氏 
日光市立図書館 

9.21 「絵本・読み聞かせ講座 2」講師 秋葉恵子氏 日光市立図書館 

9.21 

著作権を考える研修会（親地連と共催） 

「読み聞かせ団体などによる著作物の利用について」 

講師 植村和久氏 

宇都宮市立東図書館 

10.5 「絵本・読み聞かせ講座 3」講師 秋葉恵子氏 日光市立図書館 

10.16 「わらべうたの心を伝える 1」講師 服部潤子氏 さくら市アップル保育園 

10.22 「読み聞かせスキルアップ講座」講師 越高一夫氏 矢板市公民館 

10.22 「よみきかせマラソン」宇都宮子どもの本連絡会 宇都宮市立東図書館 

10.  栃木県委嘱事業「栃木県子ども読書活動支援ボランティア調査」  

11.12 第 14 回とちぎ教育の日 振興大会 宇都宮市文化会館 

11.13 「わらべうたの心を伝える 2」講師 服部潤子氏 さくら市アップル保育園 



11.20 「おはなしリレー」小山子どもの本連絡会 小山市立中央図書館 

 

平成 18 年（2006） 

1.25 栃木子どもの本連絡会だより第 55 号、ダンボのみみ 12 号発行  

1.28~29 第 2 回絵本ワールド in とちぎ コンセーレ・とちぎ青少年センター  

2. 
栃木県委嘱事業「栃木県子どもの読書活動支援ボランティア活動状況

等調査」報告書提出 

 

3.20 「長田弘講演録」（第 21 回サマースクール基調講演録）発行  

5.27 
2006 年度定期総会 

（佐藤孝子さんを偲ぶ会 1）「おはなし会」講師 松岡享子氏 
宇都宮市立東図書館 

2006.4～2007.3 下野新聞「この本よんで」欄を執筆担当 

6.7 
（佐藤孝子さんを偲ぶ会 2） 

「いわむらかずおさんを囲んで」いわむらかずお氏 

いわむらかずお 

絵本の丘美術館 

7.25 栃木子どもの本連絡会だより第 56 号、ダンボのみみ 13 号発行  

8.19~20 
第 22 回栃木子どもの本サマースクール 

「子どもに読書のよろこびを 物語の世界にあそぶ」 

コンセーレ 

とちぎ青少年センター 

9.15 「わらべうたであそぼう」講師 近藤信子氏 宇都宮市立陽東小学校 

10.12 「絵本・読み聞かせ講座 1」講師 秋葉恵子氏  栃木市図書館 

10.15 「わらべうたの心を伝える 1」講師 服部潤子氏 さくら市アップル保育園 

10.21 「フルムーンのこどもたち」講師 長谷川摂子氏 矢板市公民館 

10.26 「絵本・読み聞かせ講座 2」講師 秋葉恵子氏 栃木市図書館 

10.28 「よみきかせマラソン」宇都宮子どもの本連絡会 宇都宮市立東図書館 

11.9 「絵本・読み聞かせ講座３」講師 秋葉恵子氏 栃木市図書館 

11.11 第 15 回とちぎ教育の日 振興大会 宇都宮市文化会館 

11.26 「わらべうたの心を伝える２」講師 服部潤子氏 さくら市アップル保育園 

11.26 「おはなしリレー」小山子どもの本連絡会 小山市立中央図書館 

 

平成 19 年（2007） 

1.25 栃木子どもの本連絡会だより第 57 号、ダンボのみみ 14 号発行  

2.3～4 絵本ワールド in とちぎ 栃木県総合文化センター 

3.1 「亀田邦子講演録」（第 22 回サマースクール基調講演録）発行  

5.26 
2007 年度定期総会 

講演「絵本がめざめるとき」講師 長谷川摂子氏 
宇都宮市立東図書館集会室 

7.25 栃木子どもの本連絡会だより第 58 号、ダンボのみみ 15 号発行  

8.19~20 

第 23 回栃木子どもの本サマースクール 

「子どもに読書のよろこびを 幼い子どもは絵本が好き」 

実行委員長 小金沢頼子（～25 回） 

コンセーレ 

とちぎ青少年センター 

9.29 「読み聞かせボランティアのためのスキルアップ講座 1」 

講師 湯沢朱実氏 

矢板市立生涯学習館 

10.2 「子どもにとっての絵本の選び方読み方とは 1」講師 秋葉恵子氏 足利市生涯学習センター 

10.7 「わらべうたの心を伝える」講師 服部潤子氏 さくら市氏家図書館 

10.13 「読み聞かせボランティアのためのスキルアップ講座 2」 

講師 湯沢朱実氏 

矢板市図書館 



10.16 「子どもにとっての絵本の選び方読み方とは 2」講師 秋葉恵子氏 足利市生涯学習センター 

10.27 「よみきかせマラソン」宇都宮子どもの本連絡会 宇都宮市立東図書館 

10.30 「子どもにとっての絵本の選び方読み方とは 3」講師 秋葉恵子氏 足利市生涯学習センター 

11.11 第 16 回とちぎ教育の日振興大会 宇都宮市文化会館 

11.18 「おはなしリレー」小山子どもの本連絡会 小山市立中央図書館 

 

平成 20 年（2008） 

1.19 学習交流会「学校図書館の現場は今どうなっているの？」 栃木県総合教育センター 

1.25 栃木子どもの本連絡会だより第 59 号、ダンボのみみ 16 号発行  

2.23~24 絵本ワールド in とちぎ とちぎ青少年センター

コンセーレ 

3.25 「佐々木宏子講演録」（第 23 回サマースクール基調講演録）発行  

5.24 2008 年度定期総会講演 

「子どもと分け合う読書」講師 竹内悊氏 
とちぎ青少年センター 

7.25 栃木子どもの本連絡会だより第 60 号、ダンボのみみ 17 号発行 

この号より両紙とも B5 版から A4 版となる 
 

8.23~24 第 24 回栃木子どもの本サマースクール 

「子どもに読書のよろこびを 読む力は生きる力」 
とちぎ青少年センター 

9.27 「気軽におはなしに挑戦してみましょう 1」講師 湯沢朱実氏 矢板市生涯学習館 

10.18 「気軽におはなしに挑戦してみましょう 2」講師 湯沢朱実氏 矢板市公民館 

10.25 「読み聞かせマラソン」宇都宮子どもの本連絡会 宇都宮市立東図書館 

11.8 第 17 回とちぎ教育の日振興大会 宇都宮市文化会館 

11.9 「子どもと楽しむ手あそび 1」講師 福田裕子氏 さくら市氏家図書館 

11.16 「おはなしリレー」小山子どもの本連絡会 小山市立中央図書館 

11.20 「子どもに本の楽しさを伝える 1」講師 秋葉恵子氏 小山市立中央図書館 

11.27 「子どもに本の楽しさを伝える 2」講師 秋葉恵子氏 小山市立中央図書館 

11.30 「子どもと楽しむ手あそび 2」講師 福田裕子氏 さくら市氏家図書館 

 

平成 21 年（2009） 

1.25 栃木子どもの本連絡会だより第 61 号発行  

1.29 「子どもに本の楽しさを伝える 3」講師 秋葉恵子氏 小山市立中央図書館 

2.14 
学校図書館プロジェクト学習交流会講演 

「公立図書館の指定管理者制度って？」講師 松岡要氏 
宇都宮市立東図書館 

3.7～8 
第 5 回絵本ワールド in とちぎ アミークス/コンセーレ/

教育会館 

4.23 子ども読書活動優秀実践団体文部科学大臣表彰を受ける  

5.23 

2009 年度定期総会 

栃木子どもの本連絡会 30 周年記念講演 

「よろこびの地下水－石井桃子の世界－」講師 小寺啓章氏 

宇都宮市立東図書館 

7.25 栃木子どもの本連絡会だより第 62 号発行  

8.22~23 

第 25 回栃木子どもの本サマースクール「子どもに読書のよろこびを」

25 年間続いたサマースクールはこれをもって終了し、新たな研修形

態を探ることになった 

アミークス 

コンセーレ 



9.26 「くじらぐもからチックタックまで」講師 石川文子氏 矢板市公民館 

10.24 「読み聞かせマラソン」宇都宮子どもの本連絡会 宇都宮市立東図書館 

11.4 「本の楽しさをこどもたちへ 1」講師 秋葉恵子氏 上三川町立図書館 

11.8 「ぬいぐるみ講座ミトンくまさん」講師 高田千鶴子氏 さくら市氏家図書館 

11.11 「本の楽しさをこどもたちへ 2」講師 秋葉恵子氏 上三川町立図書館 

11.14 

第 18 回とちぎ教育の日振興大会において 

団体提案「子どもに読書のよろこびを－子どもに関わるすべての大人

へ－」 

宇都宮市文化会館 

11.15 「おはなしリレー」小山子どもの本連絡会 小山市立中央図書館 

 

平成 22 年（2010） 

1.25 栃木子どもの本連絡会だより第 63 号、ダンボのみみ 18 号発行  

2.27 
学校図書館プロジェクト学習交流会 

「宇都宮市のいきいき学校図書館」学校司書、司書教諭から 
宇都宮市立図書館 

3. 
「子どもに読書のよろこびを 栃木子どもの本連絡会 30 周年・第 25

回栃木子どもの本サマースクール 記念講演録」発行 
 

5.22 
2010 年度定期総会 会長 松田愛子 

交流会「私の活動からみる学校図書館」 
宇都宮市立東図書館 

7.11 

2010 栃木子どもの本連続講座 

「イギリスの子どもの本」実行委員長 小川範子 

第 1 回「イギリスの子どもの本の歴史」‐現代までの流れと主な作品

について－Ⅰ、Ⅱ 講師 三宅興子氏 

アミークス 

7.25 栃木子どもの本連絡会だより第 64 号発行  

9.18 
第 2 回「物語を紡ぐ人アリソン・アトリー」「本の小部屋エリナー・

ファージョン」講師 中野節子氏 
アミークス 

10.16 

第 3 回「イギリス絵本の魅力アンソニー・ブラウンの絵本」「イギリ

ス児童文学の魅力ローズマリー・サトクリフの歴史小説」 

講師 灰島かり氏 

アミークス 

10.23 「読み聞かせマラソン」宇都宮子どもの本連絡会 宇都宮市立東図書館 

11.13 第 19 回 とちぎ教育の日振興大会 宇都宮市文化会館 

11.20 

第 4 回「昔話のふるさとアイルランドへ」講師 渡辺洋子氏 

「大人のためのおはなし会」－イギリスとアイルランドの昔話－ 

語り手 茨木啓子氏 ほか 

アミークス 

11.21 「おはなしリレー」小山子どもの本連絡会 小山市立中央図書館 

 

平成 23 年（2011） 

1.25 栃木子どもの本連絡会だより第 65 号、ダンボのみみ 19 号発行  

2.26~27 
絵本ワールド in とちぎ アミークス/コンセーレ/

県教育会館 

3.5 
交流会「いわむらかずおさんといっしょに」 いわむらかずお 

絵本の丘美術館 

4.9 
2011 年度定期総会 

学校図書館プロジェクト学習交流会「考えてみよう、私たちの図書館」 
宇都宮市立東図書館 



6.5 

2011 栃木子どもの本連続講座「北欧の子どもの本」 

第 1 回午前「北欧の子どもの本のあゆみ」 

午後「アンデルセンの作品と生涯」講師 福井信子氏 

栃木県教育会館 

7.16 
第 2 回午前「フィンランドの児童文学」 

午後「フィンランド文学に触れて」講師 末延弘子氏 
栃木県教育会館 

7.25 栃木子どもの本連絡会だより第 66 号発行  

8.20 
第 3 回午前「ベスコフの作品と生涯」 

午後「リンドグレーンの作品と生涯」講師 石井登志子氏 
栃木県教育会館 

9.10 
第 4 回午前「ニルスを訳して見えたこと」 

午後「スウェーデン、現代作家と絵本事情」講師 菱木晃子氏 
栃木県教育会館 

10.22 「読み聞かせマラソン」宇都宮子どもの本連絡会 宇都宮市立東図書館 

11.3 第 20 回とちぎ教育の日振興大会 宇都宮市文化会館 

11.20 「おはなしリレー」小山子どもの本連絡会 小山市立中央図書館 

11.22 栃木子どもの本連絡会ホームページ開設  

11.23 我妻玲子氏出版記念講演会「絵本の森の迷い道」 宇都宮市立南図書館 

 

平成 24 年（2012） 

2.10 栃木子どもの本連絡会だより第 67 号、ダンボのみみ 20 号発行  

2.25~26  絵本ワールド in とちぎ 
アミークス/コンセーレ/

県教育会館 

4.7 

2012 年度定期総会 

学校図書館プロジェクト学習交流会「学校図書館を生かして 宇

都宮市立東小学校の実践」講師 日賀野聡子氏 

宇都宮市立東図書館 

6.17 

2012 栃木子どもの本連続講座「ドイツの子どもの本」 

第 1 回午前「ドイツの子どもの本の歴史 古典～」 

午後「ドイツの子どもの本の歴史 ～現代」 

講師 酒寄進一氏 

栃木県教育会館 

7.21 

第 2 回午前「私の訳した作家たちとの出会い ケストナー、エンデ、

プロイスラーの世界とドイツの風土」 

午後「ドイツの絵本について ドイツ絵本の歴史から、現代絵

本事情」   講師 佐々木田鶴子氏 

栃木県教育会館 

8.10 「栃木子どもの本連絡会だより」６８号発行  

8.26 
第 3 回午前「グリムの昔話 その成り立ちと魅力」 

講師 吉原素子氏 

午後「現代ドイツの子どもの本と昔話」講師 吉原高志氏 

栃木県教育会館 

9.8 
第４回午前「ケストナーの作品と生涯」講師 池田香代子氏 

午後「大人のためのおはなし会」語り手 望月みどり氏 
栃木県教育会館 

10.20～21 「とちぎ“食と農”ふれあいフェア 2012」参加協力 栃木県庁 

10.27 「よみきかせマラソン」宇都宮子どもの本連絡会 宇都宮市立東図書館 

11.10 第 21 回とちぎ教育の日振興大会 宇都宮市文化会館 

11.25 「おはなしリレー」小山子どもの本連絡会 小山市立中央図書館 

12.1 千葉省三生誕 120 年記念講演会 講師 高橋秀雄氏、菊地昭三氏 宇都宮市立南図書館 



 

平成 25 年（2013） 

1.19 「早寝早起き朝ごはん」（県生涯学習課主催）参加協力 とちぎ健康の森 

2.10 栃木子どもの本連絡会だより第 69 号、ダンボのみみ 21 号発行  

3.23 絵本ワールド in とちぎ 
栃木県青年会館 

とちぎ青少年センター 

4.6 
2013 年度定期総会 

研修交流会「学校図書館に専任の司書を」講師 水越規容子氏 
宇都宮市立東図書館 

6.8 

2013 栃木子どもの本連続講座「ロシアの子どもの本」 

第 1 回午前「ロシア児童文学の流れを辿る」 

午後「わたしとロシアの児童文学」講師 松谷さやか氏 

栃木県教育会館 

7.21 
第 2 回午前「ロシアの児童文学を訳して」 

午後「ロシアの児童文学における善意」講師 田中潔氏 
栃木県教育会館 

8.10 栃木子どもの本連絡会だより第 70 号発行  

8.25 
第 3 回午前「絵本と映像の間」 

午後「絵本に現れたロシアの心」講師 児島宏子氏 
栃木県教育会館 

9.7 
第 4 回午前「ロシアの昔話１」 

午後「ロシアの昔話２」講師 伊東一郎氏 
栃木県教育会館 

10.26 「よみきかせマラソン」宇都宮子どもの本連絡会 宇都宮市立東図書館 

10.29 自然観察会  講師 長谷川哲雄氏 宇都宮市立美術館周辺 

11.9 第 22 回とちぎ教育の日振興大会 宇都宮市文化会館 

11.24 「おはなしリレー」小山子どもの本連絡会 小山市立中央図書館 

   

平成 26 年（2014） 

2.10 栃木子どもの本連絡会だより 71 号、ダンボのみみ 22 号発行  

2.15～16 絵本ワールド in とちぎ 栃木県総合文化センター 

4.5 
2014 年度定期総会 会長 小金沢頼子 

研修交流会「図書館の管理運営のあり方を考える」講師 松岡要氏 
宇都宮市立東図書館 

6.8 

2014 栃木子どもの本連続講座 

「フランス・ベルギー・オランダの子どもの本」 

第 1 回午前「フランス児童文学の歴史と特色」 

午後「翻訳者から見たフランス児童文学と問題点」 

講師 末松氷海子氏 

栃木県教育会館 

7.19 

第２回午前「フランスの絵本と魅力」 

午後「フランスでの作家たちとの出会い」 

講師 石津ちひろ氏 

栃木県教育会館 

8.10 「栃木子どもの本連絡会だより」第 72 号発行  

8.23 第３回午前「オランダとベルギーの子どもの本」 栃木県教育会館 

 午後「私の出会った作家たち」講師 野坂悦子氏  

9.13 
第４回午前「アニー・Ｍ・Ｇ・シュミットとオランダ」 

午後「トンケ・ドラフトを中心に」講師 西村由美氏 
栃木県教育会館 



 

平成 27 年（2015） 

  1.27    郡司さんの幻燈会 講師 郡司俊雄氏               宇都宮市立南図書館 

  2.10    栃木子どもの本連絡会だより第 75 号発行、ダンボのみみ第 24 号発行 

  平成 28 年（2016） 

4.9   2016 年度定期総会                        宇都宮市立東図書館 

        学習交流会「司書と先生がつくる学校図書館」 福岡淳子氏 

7.3   2016 栃木子どもの本連続講座「オーストラリア・ニュージーランドなどの子どもの本」 

第 1回午前「オーストラリアとニュージーランド」            栃木県教育会館 

           午後「パトリシア・ライトソンとドロシー・バトラー」講師 百々佑利子氏 

7.23   第 2回午前「オーストラリア・ニュージーランドを含む英語圏のファンタジーについて」 

           午後「マーガレット・マーヒーとその作品」  講師 青木由紀子氏 栃木県教育会館 

8.10   栃木子どもの本連絡会だより第 76号発行 

8.21  「おはなしリレー」小山子どもの本連絡会              小山市立中央図書館 

10.25 「よみきかせマラソン」宇都宮子どもの本連絡会 宇都宮市立東図書館 

10.31 第 100 回全国図書館大会にて感謝状授与 
明治大学アカデミーコモ

ン 

11.8 第 23 回とちぎ教育の日振興大会 宇都宮市文化会館 

11.23 「おはなしリレー」小山子どもの本連絡会 小山市立中央図書館 

1.25 

栃木子どもの本連絡会 35 周年記念講演 

「人生に大切なことはすべて絵本から教わった」 

講師 末盛千枝子氏 

栃木県教育会館 

2.10 栃木子どもの本連絡会だより 73 号発行、ダンボのみみ 23 号発行  

4.4 

2015 年度定期総会 

学習交流会「すべての子どもたちのために学校図書館の充実を」 

講師 近藤君子氏 

宇都宮市立東図書館 

6.7 

栃木子どもの本連続講座 2015「アメリカの子どもの本」 

  実行委員長 大音由里 

第 1 回午前「アメリカ子どもの本の黄金期」 

午後「現代絵本の始まり・始まりの絵本」講師 吉田新一氏 

栃木県教育会館 

7.4 
第２回午前「”無名”を意思するということ」 

午後「”異邦人”を生きるということ」講師 清水眞砂子氏 
栃木県教育会館 

8.8～9 絵本＆キッズワールドｉｎとちぎ コンセーレ・アミークス 

8.10 栃木子どもの本連絡会だより 74 号発行  

8.22 
第３回午前「YA を通して、アメリカの歴史や時代の流れ」 

午後「最近の YA 作品について」講師 金原瑞人氏 
栃木県教育会館 

9.12 
第４回午前「アメリカ絵本の源流」 

午後「アメリカ絵本の多様性」講師 福本友美子氏 
栃木県教育会館 

10.24 「よみきかせマラソン」宇都宮子どもの本連絡会 宇都宮市立東図書館 

11.14 第 23 回とちぎ教育の日振興大会 那須塩原市黒磯文化会館 

11.15 「おはなしリレー」小山子どもの本連絡会 小山市立中央図書館 



8.28   第 3回午前「私が訳したオーストラリアの作家たち」           栃木県教育会館 

           午後「アフリカの子どもの本」 講師 さくまゆみこ氏 

9.3   第 4回午前「オーストラリアの環境と子どもの本」            栃木県教育会館 

           午後「文庫の子ども達と読んだオーストラリアの絵本」講師 渡辺鉄太氏 

   10.22  「読み聞かせマラソン」宇都宮子どもの本連絡会           宇都宮市立東図書館 

11.12    第 25回とちぎ教育の日振興大会                 小山市立文化センター 

12.9   リーフレット「学校図書館を考える・シリーズ 14」発行   

 

平成 29年（2017）    

1.18   野鳥観察会   講師 大島英太郎氏                     井頭公園  

2.10     栃木子どもの本連絡会だより第 77号発行、ダンボのみみ第 25号発行 

4.8   2017年度定期総会                         宇都宮市立東図書館 

        学習交流会「学校図書館を考えるリーフレットから見えてきたこと」 

             学校図書館を考えるプロジェクトメンバーによる 

6.17   2017栃木子どもの本連続講座「アジアの子どもの本            栃木県教育会館 

        第 1回午前「韓国の子どもの本の特質とその歴史」 

           午後「韓国絵本の魅力と出版背景」 講師 大竹聖美氏 

7.8   第 2回午前「中国の子どもの本」                    栃木県教育会館 

           午後「日本の子どもの本」   講師 唐亜明氏        

7.22   第 3回午前「アジアの絵本について」                  栃木県教育会館  

           午後「世界の絵本の現在」   講師 広松由希子氏    

8.10   栃木子どもの本連絡会だより第 78号発行 

8.19   第 4回午前「モンゴル草原に生きる人々」                栃木県教育会館 

           午後「モンゴルの子どもの本」 講師 宇田祥子氏  

8.20   「おはなしリレー」小山子どもの本連絡会              小山市立中央図書館  

10.21  「読み聞かせマラソン」宇都宮子どもの本連絡会           宇都宮市立東図書館 

11.19   第 26回とちぎ教育の日振興大会                   宇都宮市文化会館 

11.23   学習交流会「全国の学校図書館に人を！」 講師 梅本恵氏       栃木県立図書館 

 

平成 30年（2018） 

2.10   栃木子どもの本連絡会だより第 79号発行、ダンボのみみ第 26号発行 

4.7    2018年度定期総会  会長 大音由里                宇都宮市立東図書館 

           会員交流会「大人のためのおはなし会」 語り手 栃木子どもの本連絡会会員 

6.15   栃木子どもの本連絡会だより第 80号発行 

6.16   2018栃木子どもの本連続講座「東欧・南欧の子どもの本」        栃木県教育会館 

              実行委員長 西巻ちず子 

 第 1回午前「ポーランドとその周辺の東欧の昔話」 

              午後「わたしの翻訳人生」 講師 足達和子氏 

7.8    第 2回午前「チェコスロヴァキアの少女時代」              栃木県教育会館 

              午後「絵本の国チェコで出合った運命の本」 講師 木村有子氏  

7.22   第 3回午前「イタリア児童文学の展開」                 栃木県教育会館 

        午後「現代イタリアの児童文学」 講師 長野徹氏 

8.19   「おはなしリレー」小山子どもの本連絡会             小山市立中央図書館 



9.8    第 4回午前「スペインの児童文学」                  栃木県教育会館 

               午後「スペイン語圏の絵本」 講師 宇野和美氏  

10.20   「読み聞かせマラソン」宇都宮子どもの本連絡会            宇都宮市立東図書館 

 11.24     第 27回とちぎ教育の日振興大会                     宇都宮市文化会館 

12.10    栃木子どもの本連絡会だより第 81号発行、ダンボのみみ第 27号発行 

 

平成 31年（2019） 

2.10     学習交流会「読みたい心に火をつけろ！」 講師 木下通子氏       栃木県立図書館 

4．6    2019年度定期総会                          宇都宮市立東図書館 

              栃木子どもの本連絡会４０周年記念講演 

            「子どもに本を－石井桃子の挑戦 Ⅲかつら文庫」 講師：森 英男氏 

令和元年 

6.10       栃木子どもの本連絡会だより第 82号発行 

6.15    2019栃木子どもの本連続講座「子どもの本の誕生から現在（いま）」   栃木県教育会館 

             第 1回午前「アメリカの子どもの本の歴史とその背景」      

                午後「子ども・家族・アメリカ」 講師 島 式子氏 

7．6    第 2回午前「歴史から学ぶ イギリス絵本の魅力・その愉しみ方Ⅰ」   栃木県教育会館 

                午後「歴史から学ぶ イギリス絵本の魅力・その愉しみ方Ⅱ」 

                講師 吉田新一氏 

8.25   「おはなしリレー」小山子どもの本連絡会              小山市立中央図書館 

8.31    第 3回午前「ウォルター・クレイン」                 栃木県教育会館 

 午後「ビアトリクス・ポター」 講師 正置友子氏 

9.21    第 4回午前「日本の戦前・戦中・戦後の絵本」             栃木県教育会館 

                        午後「子どもたちと絵本を読むということ」講師 正置友子氏 

10.19    「読み聞かせマラソン」宇都宮子どもの本連絡会            宇都宮市立東図書館 

11.17    第 28回とちぎ教育の日振興大会                   栃木県教育会館 

12.10   栃木子どもの本連絡会だより第 83号発行 

 

令和 2年（2020） 

1.19   会員交流会「千葉省三おはなし会＆人形劇」        南押原コミュニティーセンター 

出演 楡木小・南押原小 KLV、おはなしと人形劇のまざあぐうす 

 

 
  


