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設立趣意書

伊藤忠商事株式会社は1858年創業以来、社業の繁栄は国と社会の発展と共にあるべきものとい
う基本認識に立って、国と社会の発展に寄与することを経営の理念として参りました。たまた
ま本年は当社の戦後再発足25周年を迎えることになりましたが、此の記念すべき年に当って、
上記の経営理念の一端なりとも具体化したいと念願する次第であります。
顧みると戦後、我が国は官民の努力によって、世界を瞠目させる程の急速な経済発展を遂げま
したが、その反面、深刻な自然環境の破壊と社会連帯意識の低下という歪みをもたらしたこと
も認めざるを得ません。
特に此のような環境の変化は国と社会の次代を担うべき青少年に強い影響を及ぼし、幾多の問
題を発生している次第で、青少年の育成のために、適宜且つ広範な施策を講じることは刻下の
急務であると考えます。
伊藤忠商事株式会社としては、以上の観点から、ここに、伊藤忠記念財団を設立し広く有識者
の絶大なご協力を得て真に平和を愛好し社会的公正と信義を重んじる自主的精神に満ちた、心

いっ ぴ
身共に健全な青少年を育成するため一臂の力を尽くそうとするものであります。

この目的を達成するために伊藤忠記念財団は
青少年に関する諸問題の調査研究
青少年の育成に関する諸事業への助成
青少年に対する諸施設の提供
其の他本財団の目的の達成に必要な事業

しゅつえん
を遂行して参りますが、此のため伊藤忠商事株式会社として初年度5億円を出捐し、更に為し
得る限り財団基礎の計画的拡充を行い、10年後にはほぼ50億円の規模に到達せしめると共に事
業内容もこれに即応して拡充せしめる決意であります。

1974（昭和49）年9月17日



ご挨拶

公益財団法人 伊藤忠記念財団 理事長
小林 栄三

伊藤忠記念財団は、1974（昭和49）年に青少年の健全育成を目的として設立され今年で47年
目になります。この間、青少年を取り巻く社会環境の変化に対応して様々な事業を行って参り
ました。現在は「すべての子どもたちに読書の喜びを」をテーマに、「子ども文庫助成事業」と
「電子図書普及事業」を二本の柱として活動をしております。

「子ども文庫助成事業」は青少年の読書環境を整備する事業です。国内外で活動する読書ボラ
ンティアの皆様へ助成金や図書セットを贈呈し、地域の方とともに子どもたちの豊かな心を育
むことを目指しています。また、東日本大震災被災地支援として、現地の学校へ図書セットの
贈呈を継続した他、西日本豪雨被災地、令和元年東日本台風被災地の学校にも図書セットをお
贈りしております。

「電子図書普及事業」は、障害があるために通常の書籍では読むことが難しい子どもたちへの
読書支援を目的としております。児童書を電子化し、全国の特別支援学校や公共図書館などへ
寄贈するプログラムとともに、障害のある子どもたちへ読書支援ができる人材を育成するため
に読書バリアフリー研究会を全国各地で開催し、だれもが読む楽しさを味わえる環境作りに努
めております。

2020年に入り新型コロナウイルスが世界中に広がり、財団事業も3月に予定していた贈呈式
を延期するなど、大きな影響を受けています。しかし、今こそ財団の活動が社会から求められ
ていることを自覚し、この二本の事業をますます充実していくことで、青少年の健やかな成長
に寄与し、より良い社会作りの一端を担う努力を続けて参る所存です。
これからも皆様の暖かいご支援をお願い申し上げます。
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理事・監事・評議員

（2020年7月1日現在 敬称略）

理 事 長 小林 栄三 伊藤忠商事株式会社 名誉理事

副 理 事 長 竹森 二郎 伊藤忠ロジスティクス株式会社 前代表取締役社長

常 務 理 事 石田 三也 公益財団法人伊藤忠記念財団 事務局長

理 事 池田 弘一 アサヒグループホールディングス株式会社 相談役

〃 木本 昌秀 東京大学 大気海洋研究所 教授

〃 橋本 恵子 キャリアコンサルタント ことのはスクエア代表

〃 林田 英治 JFEホールディングス株式会社 特別顧問

〃 本間 逹三 弁護士

〃 𠮷田 政雄 古河電気工業株式会社 特別顧問

監 事 田部 義仁 伊藤忠商事株式会社 サステナビリティ推進室室長

〃 出塚 清冶 公認会計士

評 議 員 奥 正之 株式会社三井住友フィナンシャルグループ 名誉顧問

〃 小林 文彦 伊藤忠商事株式会社 代表取締役専務執行役員CAO

〃 小林 芳文 和光大学 名誉教授 ／ 横浜国立大学 名誉教授

〃 鈴木 勝治 公益財団法人公益法人協会 副理事長

〃 関 啓子 一橋大学 名誉教授

〃 竹下 晴信 株式会社評論社 代表取締役社長

〃 丹波 俊人 東京センチュリー株式会社 取締役

〃 塚本 隆史 みずほフィナンシャルグループ 名誉顧問

〃 松井 鉄也 プリマハム株式会社 特別理事
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子ども文庫助成事業
子ども文庫助成事業は、地域の子どもたちに対しボランティアで読書啓発活動を行い、今後も活動を継続す

る意思のある民間のグループまたは個人、団体が対象です。
1975（昭和50）年度に開始し、2019年度までの45年間で、延べ2，404件（海外を含む）、約11．1億円の助成を
行っています。
2002年度からは当財団が選書した図書セットを贈呈する「子どもの本100冊助成」、2007年度からは小児病棟、
障害児施設等の読書を支援する「病院・施設子ども読書活動費助成」、2011年度から「被災地読書支援」を新
たに加えています。

プログラムの概要
1）資金助成
①子どもの本購入費助成
3年以上の活動歴がある個人、団体が対象です。助成金額は一律30万円で、図書購入費用及び読書啓発につ

ながる実演のための備品・資材購入費用や講習会の開催費、参加費としてお使い頂けます。

②病院・施設子ども読書活動費助成
病院で療養中の子どもたち、障害児施設や養護施設等で過ごす子どもたちに対し、読書啓発活動を行ってい

る3年以上の活動歴がある個人、団体が対象です。助成金額は一律30万円で、使途は購入費助成に加え、読書
支援機器の購入及び図書作成のための費用も含みます。

2）図書助成
③子どもの本100冊助成
読書啓発活動を行っているボランティア団体等または個人に対し、当財団が選書した100冊の児童書3セッ

ト（小学校低学年、中学年、高学年）のうち1セットを寄贈します。2016年度より最大40冊まで他のセットの
本と入れ替えができるようにしました。

3）個人の顕彰
④子ども文庫功労賞
子ども文庫を長年に亘り（20年以上）運営し、子どもの読書啓発に貢献された個人が対象です。
財団設立10周年を記念し、1984年に設立しました。これまでに81名の方を表彰しました。

イギリスのワイト島にある文庫。現地に住む邦人の子どもたちにとって、日本語の本を手にする機会は貴重です。読書を通し日
本語を学び、日本文化への理解を進めています。
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選考委員 （敬称略）
委員長 島 弘 日本大学 文理学部 非常勤講師
委 員 石井 光恵 日本女子大学 家政学部児童学科 教授
委 員 大塚 佳苗 親子読書地域文庫全国連絡会 会員
委 員 笠原 良郎 子どもの読書推進会議 副代表
委 員 代田 知子 日本子どもの本研究会 会長

委 員 宮川 健郎 一般財団法人 大阪国際児童文学振興財団 理事長
武蔵野大学 名誉教授

助成決定までの経過（2019年度）

1）募集期間
4月～6月21日
公益社団法人読書推進運動協議会に募集業務を委託。募集要項を同協議会支部、公共図書館、教育委員会
等へ配布。
募集要項をホームページに掲載（当財団及び公益社団法人読書推進運動協議会）。

2）現地訪問
8月上旬～10月上旬
財団事務局員が、「子どもの本購入費助成」、「病院・施設子ども読書活動費助成」国内の応募者62件を訪
問、面談。

10月下旬
財団事務局にて、応募用紙及び現地訪問をもとに資料を作成し、選考委員に提出。

3）選 考
11月20日
選考委員会開催。69件の助成候補と、2名の功労賞候補を選出。

4）決 定
12月12日
財団理事会にて、選考委員会案を承認、決定。

2月
「子どもの本100冊助成」 図書の発送。
3月8日
購入費受領者へ助成金振込、功労賞受賞者へ賞金を振込。

※「子ども文庫助成事業贈呈式」は、新型コロナウイルス拡大の影響により延期。
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助成予定件数、応募・助成件数
応募件数 助成件数 助成金額

①子どもの本購入費助成 67（5） 46（5） 13，800千円

②病院・施設子ども読書活動費助成 3（0） 3（0） 900千円

③子どもの本100冊助成 53（7） 20（5） 2，856千円

④子ども文庫功労賞 4（0） 2（0） 700千円

合 計 127（12） 71（9） 18，256千円

（ ）内の数字は、海外件数

子どもの本購入費助成 （敬称略・順不同）
活動場所 団体名 代表者

1 北海道 札幌市 絵本と音楽 ゆうみつ 沖野 優子

2 北海道 恵庭市 えにわゆりかご会 平井 立

3 北海道 旭川市 家庭文庫じゃんけんポン 坂田眞理子

4 青森県 青森市 （未定） 出崎 真里

5 青森県 上北郡 おはなしサークル虹色の会 上原子明美

6 岩手県 岩手郡 たんぽぽおはなし会 米澤 宏江

7 岩手県 盛岡市 ほっぺの会 村田 房子

8 福島県 伊達郡 読み聞かせボランティア おはなしポケット 誉田 文子

9 茨城県 土浦市 おはなしキラキラ 塚本 友子

10 栃木県 下都賀郡 壬生町子育て支援グループ「ポケット」 髙田美代子

11 栃木県 栃木市 きらめき～煌～ 関口 浩子

12 栃木県 下野市 しもつけブックベリー 下山千恵子

13 埼玉県 所沢市 ジュニアボランティアグループ はっぴぃー 畔栁 和子

14 埼玉県 深谷市 WILL おかべ ぴょんぴょんブッククラブ 加藤 温子

15 千葉県 長生郡 長生村読み聞かせボランティア
くりくりブック 荘司 和美

16 東京都 小金井市 東小PTAサークルくるまざ 小林 和実

17 神奈川県 横浜市 いずみ文庫 白石三樹子

18 神奈川県 相模原市 絵本カフェ・チョコリラ 木村 智子

19 新潟県 新潟市 新潟アニマシオン研究会 佐藤 清江

20 石川県 羽咋郡 くまっこ隊 神並 愛子

21 山梨県 都留市 都留市読み聞かせボランティア『こぶたの会』 小松 香

22 長野県 飯山市 おはなしバケット 村田 歩

助成先一覧
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活動場所 団体名 代表者

23 岐阜県 加茂郡 読み聞かせボランティア ひだまり 井戸 成江

24 静岡県 島田市 しろやま読み聞かせクラブ 杉本 章子

25 滋賀県 湖南市 イワタニ文庫 竹村 恵

26 京都府 京都市 梟文庫 西尾 美里

27 京都府 長岡京市 きのこ文庫 十倉裕加里

28 大阪府 吹田市 NPO法人 弱視の子どもたちに絵本を 山内 薫

29 大阪府 泉南郡 みさき絵本とおはなしを楽しむ会 養父 栄子

30 兵庫県 神戸市 はちみつ文庫 足立 温子

31 兵庫県 神戸市 ろっこう紙芝居サークル 齋藤 秋生

32 兵庫県 西宮市 おはなしグループ ぐるぽぽ 藤谷久美子

33 奈良県 奈良市 こども図書室 林 勝之

34 和歌山県 田辺市 マメ子 おはなしの会 天川 明子

35 岡山県 倉敷市 （未定） 涌谷 敬子

36 広島県 大竹市 親と子の本の広場 あいいく館 杉嶋 壽子

37 徳島県 名西郡 いちご文庫 前田 桂子

38 香川県 高松市 コットンツリーの会 静 由美

39 高知県 高知市 認定特定非営利活動法人 高知こどもの図書館 村井由岐子

40 佐賀県 杵島郡 江北小学校親子読書会ピース 江口 美里

41 大分県 国東市 読み聞かせグループ「アリス」 中山和紀子

42 アメリカ ボストン そらまめ文庫 遠藤 美濃

43 イギリス ロンドン トテナム文庫 関 名津子

44 オーストラリア ブリスデン 南十字星文庫 中村 岳昭

45 オーストラリア パース パースこども文庫 川崎 享子

46 イギリス セブンオークス たまごクラブ ホワイトさや香

病院・施設子ども読書活動費助成
活動場所 団体名 代表者

1 東京都 練馬区 特定非営利活動法人 練馬春日町幼児教室
はじめのいっぽ春日町 元木 雅子

2 石川県 金沢市 石川県立中央病院 ボランティア 桜会 北山由紀子

3 大阪府 吹田市 さわる絵本連絡協議会・大阪 小西萬知子
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2）小学校中学年図書セット

活動場所 団体名 代表者
1 宮城県 宮城郡 七ヶ浜町おはなしボランティア「あゆみの会」 金子美千子

2 愛知県 みよし市 すずらん文庫 古河 初美

3 佐賀県 神埼市 家読姉 吉井 久子

4 イギリス ウィドネス ICBA あいうえん文庫 本村智恵子

5 イギリス ワイト島 ワイト文庫 マクンデ仁美

6 オーストラリア シドニー JCS日本語学校シティー校 サンチェス文香

7 韓国 ソウル ソウル友の会「こひつじ文庫」 大皿 恭子

3）小学校高学年図書セット

活動場所 団体名 代表者
1 イギリス ケンブリッジ しらす文庫 粂田 優子

子ども文庫功労賞
活動場所 団体名 受賞者

北海道 苫小牧市 ピッピ文庫 上田正一（文庫歴35年）

山口県 山口市 みやの子ども文庫 山本安彦（文庫歴39年）

子どもの本100冊助成
1）小学校低学年図書セット

活動場所 団体名 代表者
1 埼玉県 狭山市 ふじみおはなし会 齋藤 裕美

2 埼玉県 志木市 子ども文庫 なっちゃんの本棚 青野 玲子

3 神奈川県 横須賀市 キッズ文庫 清水 明子

4 長野県 須坂市 キラキラぱーく 湯本 理恵

5 愛知県 豊田市 そよかぜ文庫 奥川 佳子

6 滋賀県 大津市 山中比叡平子ども図書館 林 怜子

7 大阪府 大阪市 いまふくこども文庫 伊藤 祥

8 大阪府 大阪市 こもれびカフェ×えほんとごはん 四宮 博子

9 大阪府 交野市 この指とまれ 安田真理子

10 大阪府 河内長野市 もみの木文庫 白井佳奈子

11 兵庫県 神戸市 おはなしぽけっと 福田 純子

12 福岡県 福岡市 めぐみ文庫 植田知賀子
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家庭文庫じゃんけんポン（北海道）

コットンツリーの会（香川県）

読み聞かせボランティア
ひだまり（岐阜県）

イワタニ文庫（滋賀県） いちご文庫（徳島県）

贈呈式

贈呈式は、伊藤忠商事株式会社東京本社にて毎年開催しています。全国各地で子どもと本を結ぶ活動を行っている皆様が交流する事で、子
ども読書推進の一助になることを願い実施をしています。
※2019年度は、新型コロナウイルス拡大の影響により延期。写真は2018年度（2019年3月1日）の様子。
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岩手県 ［陸前高田市］矢作小学校
宮城県 ［加美町］西小野田小学校 ［多賀城市］多賀城東小学校
福島県 ［会津若松市］大野小学校 ［いわき市］久之浜第一小学校 ［いわき市］久之浜第二小学校

広島県 ［広島市］矢野小学校 ［広島市］深川小学校

福島県 ［郡山市］赤木小学校 ［郡山市］永盛小学校 ［郡山市］小泉小学校
栃木県 ［栃木市］大平西小学校

あたらしい本を手に 笑顔が並ぶ（多賀城東小学校）

協力団体
場所 団体名

岩手県
大槌町 図書ボランティア このゆびとまれ
大船渡市 NPO法人 おはなしころりん

宮城県
仙台市 たんぽぽ文庫
仙台市 のぞみ文庫

被災地支援報告
伊藤忠商事株主・伊藤忠商事株式会社による被災地支援寄付金を原資として、公益社団法人全国学校図書館

協議会の協力を得て、被災地の学校12校に子どもの本100冊を寄贈しました。

■東日本大震災

■西日本豪雨災害

■令和元年東日本台風災害

「東南アジアへ絵本を贈ろう in 東北」
当財団は、公益社団法人シャンティ国際ボランティア会が実施する「絵本を届ける運動」に参加しています。

カンボジア、ラオス、アフガニスタン、タイなど絵本が不足している地域に日本の絵本を贈り、現地の子ども
たちに絵本の楽しさを伝えています。
具体的には、日本語の絵本に現地語に翻訳されたシールを貼って届ける活動で、2014年度からは東日本大震

災の被災地の子どもたちにも呼びかけ、絵本作りに参加してもらっています。2019年度は4団体のご協力頂き、
390冊の翻訳絵本を完成させ、2月中旬に現地へ発送しました。
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子ども文庫助成事業 助成件数
助成種別

年度 本購入費 病院施設 100冊 功労賞 日本人学校／補習校

1975年～2009年 1054 21 344 60 ―

2010年 30 11 31 1 20

2011年 37 8 32 1 52

2012年 39 7 32 2 51

2013年 41 7 27 2 30

2014年 47 8 22 2 5

2015年 44 5 19 3 4

2016年 43 3 26 3 5

2017年 38 3 33 2 ―

2018年 43 3 29 3 ―

2019年 46 3 20 2 ―

合 計
1，462件 79件 615件 81件 167件

2，404件

都道府県別 助成件数
1975年度～2019年度

助成件数の推移
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都道府県別助成内訳
購入費 病院 100冊 功労賞 計 購入費 病院 100冊 功労賞 計

北海道 75 4 23 4 106 京 都 35 3 22 2 62

青 森 14 ― 1 ― 15 大 阪 92 12 41 6 151

岩 手 54 2 20 ― 76 兵 庫 37 3 13 4 57

宮 城 42 ― 16 3 61 奈 良 32 2 7 4 45

秋 田 17 1 6 1 25 和歌山 27 1 13 1 42

山 形 10 ― 6 2 18 鳥 取 14 ― 6 ― 20

福 島 40 ― 8 2 50 島 根 18 ― 3 ― 21

茨 城 11 2 6 ― 19 岡 山 12 ― 2 1 15

栃 木 23 ― 2 ― 25 広 島 29 1 13 1 44

群 馬 7 2 3 ― 12 山 口 29 1 4 3 37

埼 玉 41 1 16 2 60 徳 島 19 1 6 ― 26

千 葉 47 4 8 4 63 香 川 18 1 5 ― 24

東 京 66 8 22 17 113 愛 媛 15 ― 4 ― 19

神奈川 44 6 22 4 76 高 知 23 ― 5 2 30

新 潟 14 1 8 1 24 福 岡 74 3 23 3 103

富 山 9 ― 8 ― 17 佐 賀 31 2 7 ― 40

石 川 22 1 6 2 31 長 崎 22 ― 10 1 33

福 井 27 1 13 ― 41 熊 本 28 ― 17 1 46

山 梨 12 3 5 2 22 大 分 20 1 4 ― 25

長 野 22 7 12 ― 41 宮 崎 15 1 7 ― 23

岐 阜 42 ― 9 ― 51 鹿児島 25 1 8 ― 34

静 岡 46 1 11 1 59 沖 縄 33 1 11 2 47

愛 知 27 4 14 1 46 海 外 48 ― 283 2 333

三 重 26 1 8 ― 35 小 計 1，461 86 776 81 ―

滋 賀 27 3 9 2 41 合 計 2，404

13



電子図書普及事業

伊藤忠記念財団は、2010（平成22）年4月に文化庁長官の指定団体に認定されました。
指定団体は、障害のある方に情報提供をする場合に限り、著作権者の許諾を受けずに公表された著作
物の複製や自動公衆送信などが認められています。（著作権法第37条第3項）

☆わいわい文庫は
1．Windowsパソコンに入れるだけで読書がスタートします。

!
"
"
#

CD・DVD内に自動起動システムを同梱しています。

iPadなどでご覧頂く場合は、別途アプリ（有料）が必要です。 !
"
"
#

2．肉声で録音、編集しています。（1作品を除く）
3．障害の有無に関わらず、どなたでもご覧いただける作品を提供

しています。（Ver.BLUE）
Ver.BLUE『ももたろう』文：浜なつ子 絵：よこやまようへい

字が小さすぎて
読めないよ
（弱視のA君）

ページをめくること
が本当に大変

（肢体不自由のE君）

無菌室に本は
持ち込めないの
（病弱のDさん）

文書をスラスラ
読むことが苦手なんだ
（学習障害のF君）

正しい読みかたや発音
が良くわからないの
（難聴のBさん）

漢字が読めない
から困っています
（知的障害のCさん）

プログラムの概要
障害があるために、紙の本では読むことが困難な子どもたちの『読書環境の整備』を目指しています。
児童書を電子化（マルチメディアDAISY規格）し、全国の特別支援学校などへ無償で配布する事業と、障害の
ある子どもたちへ読書支援ができる人材の育成事業（読書バリアフリー研究会）を二本の柱に展開しています。

☆マルチメディアDAISYは
電子図書国際規格の一つで、パソコンやタブレット端末などで目と耳から「読書」を楽しむことができます。
文字の大きさ、読むスピードが調節できるほか、読みあげているセンテンスに色が付くので、どこを読んでい
るのか一目で分かります。
当財団が編集した作品は、「わいわい文庫」と名づけ CD・DVDに収納して配布しています。

☆主な対象は
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作品数（Ver.BLUE）
2012年版 38（―）

2013年版 58（21）

2014年版 55（24）

2015年版 61（25）

2016年版 66（20）

2017年版 70（20）

2018年版 74（21）

2019年版 83（24）

2020年版 91（22）

計 596（177）

自分に合ったスタイルで読書タイム テクノロジーを活用し読書を楽しむ

☆わいわい文庫 作品数と寄贈団体数

電子図書の編集・配布
①2019年版の配布【83作品（CD・DVD計4枚）】
全国の特別支援学校、小中学校、公共図書館、医療機関など、合計1，431団体に配布しました。
配布先とは著作権法を確認するために、受領証を取り交わしています。

②2020年版の編集
91作品（CD・DVD計4枚）を編集しました。うち22作品は青い盤面のCD（Ver.BLUE）に収納しています。
Ver.BLUEは、著作権者の了解を得て、障害の有無に関わらずご利用頂ける作品で、障害がある人たちへ

の理解を深める機会として、広く皆様にご覧頂くことを目的としています。また外国籍の子どもたちなどが、
日本語を学ぶ教材としても活用されています。
③他団体との共同活動
出版社16社のご協力のもと、児童書の電子化を行いました。また、日本障がい者スポーツ協会、宇宙航空研

究開発機構、日本漢字能力検定協会等のご理解で、パンフレット・冊子をVer.BLUEに加えました。
都道府県立図書館等と協同で「日本昔話の旅」の製作、「読書バリアフリー研究会」の実施を行いました。
日本昔話の旅は全都道府県が揃い、引き続き全国の図書館等に協力を呼びかけ累計54作品となりました。
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わいわい文庫2020年版作品一覧
～ Ver. 1，2，3 ～

ご利用頂けるのは、障害があるために、
通常の本では読書が困難な方のみです。

～ Ver. 1 ～
1．あおい ちきゅうの いちにち ジャングル／評論社
2．あおい ちきゅうの いちにち なんきょく／評論社
3．あおいともだち／偕成社
4．いつもいっしょに／金の星社
5．ウルスリのすず／岩波書店
6．かさどろぼう／徳間書店
7．カブトくん／こぐま社
8．きょうりゅう きょうりゅう／徳間書店
9．こぐまちゃんのうんてんしゅ／こぐま社
10．こぶたたんぽぽぽけっととんぼ／こぐま社
11．じゃあじゃあ びりびり／偕成社
12．せいぎのみかた ドラフラ星人の巻／学研プラス
13．せいぎのみかた ドラフラ星人の巻（紙芝居風）／学研プラス
14．手ぶくろを買いに／偕成社
15．どっかん だいこん／童心社
16．どろぼうがっこう ぜんいんだつごく／偕成社
17．どろんこハリー／福音館書店
18．なんでも ふたつ／評論社
19．なんでも ふたつ（紙芝居風）／評論社
20．ねこは まいにち いそがしい／徳間書店
21．バスにのって／偕成社
22．へっこ ぷっと たれた／童心社
23．へんしんトイレ／金の星社
24．ボールのまじゅつし ウィリー／評論社
25．ほしを さがしに／講談社
26．ぽつぽつぽつ だいじょうぶ？／講談社
27．まて まて まて／こぐま社
28．まて まて まて（紙芝居風）／こぐま社
29．ミラクル ゴール！／評論社
30．ムニャムニャゆきのバス／偕成社
31．もけら もけら／福音館書店
32．よーいどん！／童心社

～ Ver. 2 ～
1．石の中のうずまき アンモナイト／福音館書店
2．海をわたるツル／あかね書房
3．カマキリの生きかた／小学館
4．恐竜と歩こう！／童心社
5．ザリガニ／小峰書店
6．そうだったのか！ しゅんかん図鑑／小学館
7．てあしくちびょうや ようれんきんって どんなびょう
き？／金の星社

8．でんしゃの顔／小峰書店
9．野原の葉っぱ／偕成社
10．はしれまちの電車／あかね書房
11．ヒマワリ／小峰書店
12．富士山大ばくはつ／小峰書店
13．むしばくん だいすき？／あかね書房

～ Ver. 3 ～
1．あこがれお仕事いっぱい！ せいふく図鑑／学研プラス
2．池の水をぬいた！ ため池の外来生物がわかる本／徳間書店
3．おさらをあらわなかったおじさん／岩波書店
4．介助犬ターシャ／小学館
5．書いて覚えることわざ／小学館
6．ガリヴァー旅行記／岩波書店
7．雲と天気／あかね書房
8．心の森／金の星社
9．さかさ町／岩波書店
10．さがしています／童心社
11．10分で読める 命と平和につくした人の伝記／学研プラス
12．自分におどろく／童話屋
13．弱小 FCのきせき／評論社
14．新レインボー 写真でわかる ことわざ辞典／学研プラス
15．睡眠とカラダ／偕成社
16．世界でいちばん やかましい音／こぐま社
17．チムとゆうかんなせんちょうさん／福音館書店
18．てんじんさま／銀の鈴社
19．鳥に魅せられた少年／小峰書店
20．びっくりたね たんじょうびのプレゼント／銀の鈴社
21．へなちょこ／学研プラス
22．ボクがつくった世界のおやつどうぞ！／偕成社
23．ホレおばさん グリム昔話／東京子ども図書館
24．まるいちきゅうのまるいちにち／童話屋

～ Ver. BLUE ～

著作権者のご了解を得ておりますので、
どなたでもご利用頂けます。

【日本昔話の旅シリーズ（1～10）】
1．長老むじな 標準語テキスト版／石川県
2．嫁威しの面 標準語テキスト版／福井県
3．嫁威しの面 方言テキスト版／福井県
4．大多喜の大蛇 方言テキスト版／千葉県大多喜町
5．牛にひかれて 方言テキスト版／長野県小諸市
6．天狗がたてたお寺 標準語テキスト版／和歌山県由良町
7．ももたろう番外編ようしょう山の巻

方言テキスト版／岡山県浅口市
8．東尋坊 標準語テキスト版／福井県坂井市
9．大入道ものがたり 標準語テキスト版／三重県四日市市
10．膳貸し岩 方言テキスト版／愛知県田原市

11．いちまるとふしぎな手／日本漢字能力検定協会
12．うさみさんのおひるごはん／鳥取大学附属特別支援学校
13．海の中をのぞいてみよう7／伊藤忠記念財団

【かんたん！ ガイド／日本障がい者スポーツ協会】
14．ゴールボール
15．ボッチャ

16．航空機ガイドブック／宇宙航空研究開発機構
17．体験・遊びナビゲーター／国立青少年教育振興機構
18．どうなってるの？ 世界と日本 第二版／国際協力機構
19．どれが一番／伊藤忠記念財団
20．はる なつ あき ふゆ 福井鉄道の旅／伊藤忠記念財団
21．福井鉄道の車両／伊藤忠記念財団
22．むすんでつないで／伊藤忠記念財団
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わいわい文庫活用術⑧
有志の学校や図書館にわいわい文庫の利用研究を進めて頂き、その実践成果を
まとめました。
PDF版は当財団のウエブサイト内の「わいわい文庫活用術（実践事例）」に
掲載しています。
https : //www.itc-zaidan.or.jp/summary/ebook/waiwai

書影ポスター
読みたい本を選ぶ手助けとして、
作品の表紙を集めたポスターです。

わいわい文庫Area Map 全596作品を項目別に分類したリストです。
分類項目
物語／詩／ノンフィクション／伝記／絵本
紙芝居風／言葉／生き方／社会／戦争と平和
宇宙／地球／生き物／人の体／植物／食べ物
乗り物／スポーツ／アウトドア

他に、出版社、NDC、対象年齢、再生時間、
収納されているCDの情報がまとめてあります。

PDF版と Excel 版（ISBN付）は、当財団のウエブサイト
https : //www.itc-zaidan.or.jp/summary/ebook/waiwai に掲載しています。

わいわい文庫 蔵書検索システム
https : //www.itc-zaidan.or.jp/summary/ebook/waiwai/search
物語や絵本、紙芝居風、戦争と平和、生き物などのジャンルや対象年
齢、再生時間などから、ご希望に合った作品を収納してあるCD、DVD
を見つけることができます。

わいわい文庫 活用推進資料
わいわい文庫の利用促進を目的に、作品とセットで送付する資料を作成しました。
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参加者数の推移

会 場 参加者
5月18日（土） 国際子ども図書館 144名
6月29日（土） 新潟県立図書館 70名
6月30日（日） 高崎市立中央図書館 35名
7月13日（土） 奈良県立図書情報館 32名
7月14日（日） 愛知県図書館 70名
11月2日（土） 青森市民ホール 45名
11月3日（日） 福島県立図書館 22名
12月15日（日） 長崎県立長崎図書館 72名

合 計 490名

読書バリアフリー研究会 国立国会図書館国際子ども図書館 会場

広報・普及活動
①読書バリアフリー研究会の開催
障害のある子どもたちへ読書の楽しさを伝えるために、必要な基本的な知識と方法を学ぶ場として、広く市

民の皆様を対象に実施しています。2019年度は8回開催し490名が参加。これまでに延べ3，165名の方が受講し
ています。
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6月 全国音訳ボランティアネットワーク第7回総会 分科会（東京）

7月 島根県立図書館研修会（島根県隠岐の島）

8月 大阪府立中央図書館研修会（大阪）
霧島市司書部会研修（鹿児島県霧島市）

10月 島根県学校図書館担当者研修（島根県浜田市）

4月 子ども読書推進フォーラム（文部科学省主催・東京）

6月 全国音訳ボランティアネットワーク第7回総会（東京）

7月 日本子どもの本研究会全国大会（東京）

11月 日本 LD学会（神奈川）
千葉県立松戸特別支援学校（千葉）

12月 ATACカンファレンス（特別支援教育研究会・京都）

4月 下野新聞（1日）

6月 新潟日報（22日）／奈良新聞（27日）／新潟日報（30日）

7月 上毛新聞（2日）／中日新聞（9日）

8月 この本読んで！（2019年秋号）／点字毎日（29日）

10月 東奥日報（1日）

11月 東奥日報（8日）／福島民友（23日）／この本読んで！（2019年冬号）

12月 広報おおむら（1日）／長崎新聞（1日）

1月 読売新聞（20日）

ATACカンファレンス（京都）に出展

②講 演：職員が招かれ事業紹介を行いました。

③展示会：関係者が集まる会で、わいわい文庫のデモンストレーションを行いました。

④その他：新聞掲載、冊子等への寄稿。
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日本昔話の旅 ラインアップ
都道府県立図書館等と協同で製作しています。
選定、文、絵、音訳の手配を地元図書館が担当し、

当財団がマルチメディアDAISYに編集します。
作品は「Ver.BLUE」に収めて配布しています。 北海道 青森県

岩手県 宮城県 秋田県 山形県

福島県 茨城県 栃木県 群馬県

埼玉県 千葉県 千葉県大多喜町 東京都

神奈川県 新潟県 富山県 石川県

福井県 福井県坂井市 山梨県 長野県

長野県小諸市 岐阜県 静岡県 愛知県
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愛知県田原市 三重県 三重県四日市市 滋賀県

京都府 大阪府 兵庫県 奈良県

和歌山県 和歌山県由良町 鳥取県 島根県

岡山県 岡山県浅口市 広島県 山口県

徳島県 香川県 愛媛県 高知県

福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県

大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県
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2019年度事業協力者 （敬称略・順不同）

わいわい文庫 製作
・全国音訳ボランティアネットワーク ・劇団ジャングルベル・シアター ・東京子ども図書館
・佐藤凉子 ・武藤歌織 ・湯脇初美
・日本漢字能力検定協会 ・日本障がい者スポーツ協会 ・エックスワン ・宇宙航空研究開発機構
・鳥取大学附属特別支援学校 ・国立青少年教育振興機構 ・国際協力機構 ・福井鉄道
・田邉一弘 ・林 俊明 ・皆川正俊
［日本昔話の旅］
・石川県：石川県立図書館、七尾市立図書館、いろり火の会
・福井県：福井県立図書館、仁愛女子短期大学
・千葉県大多喜町：大多喜町立大多喜図書館天賞文庫
・長野県小諸市：市立小諸図書館
・和歌山県由良町：和歌山県立図書館
・岡山県浅口市：金光図書館
・福井県坂井市：福井県立図書館、仁愛女子短期大学
・三重県四日市市：四日市市立図書館
・愛知県田原市：田原市中央図書館
わいわい文庫 校正ボランティア
・相川由美子 ・阿部真紀子 ・荒金多佳子 ・安藤富子 ・飯田寿美 ・池尻尚代 ・伊佐治あけみ
・石橋幸子 ・上野 緑 ・大谷のぶ子 ・大田 怜 ・大橋和美 ・小栗眞美 ・河西典子
・加部清子 ・亀井和子 ・河津ちひろ ・栗田佳美 ・斎藤陽子 ・佐々木悦子 ・佐藤喜代江
・澤野美智子 ・杉中純子 ・鈴木崇司 ・鈴木敏子 ・鈴木ゆかり ・竹田耕一 ・谷口泰子
・千葉由起子 ・戸髙瑞代 ・仲井盛泰 ・長尾陽子 ・中村聡子 ・野崎真由美 ・花井敦子
・林 香織 ・原田真理 ・広田美和 ・保坂美保子 ・牧原祥子 ・益田愛子 ・森 眞由美
・安田 愛 ・安冨ゆかり ・安原早苗 ・山口真市郎 ・吉村 渉 その他9名
読書バリアフリー研究会
・愛知県図書館 ・青森市民図書館 ・国立国会図書館国際子ども図書館 ・高崎市立中央図書館
・長崎県立長崎図書館（ミライ on図書館） ・奈良県立図書情報館 ・新潟県立図書館
・福島県立図書館
わいわい文庫活用術⑧
・愛知県立港特別支援学校 ・狛江市立狛江第三小学校 ・島根県立出雲養護学校
・東京都立特別支援学校（光明学園、鹿本学園、八王子東、墨東）
・鳥取大学附属特別支援学校 ・横浜市立特別支援学校（上菅田、中村） ・富田林市立大伴小学校
・松江市立意東小学校 ・安来市立井尻小学校
・愛知芸術文化センター愛知県図書館 ・新宿区立戸山図書館 ・墨田区立ひきふね図書館
・田原市図書館 ・名古屋ライトハウス名古屋盲人情報文化センター ・新潟県立図書館
・特定非営利活動法人地域ケアさぽーと研究所 ・図書ボランティア 花の子ぽけっと
出版社
・あかね書房 ・岩波書店 ・偕成社 ・学研プラス
・金の星社 ・銀の鈴社 ・講談社 ・こぐま社
・小峰書店 ・小学館 ・東京子ども図書館
・童心社 ・童話屋 ・徳間書店 ・評論社
・福音館書店

タブレットでの読書体験
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財務諸表

正味財産増減計算書 平成31年4月1日 から 令和2年3月31日まで（単位：千円）
科 目 当年度 前年度

Ⅰ一般正味財産増減の部
1．経常増減の部
（1）経 常 収 益
①基本財産運用益
②特定資産運用益
③受取寄付金
受取寄付金振替額
④その他収入

81，865
1，268
26，535
3，058
149

78，710
1，268
27，223
3，134
131

経常収益 計 112，875 110，466
（2）経 常 費 用
①事 業 費
―1 子ども文庫助成事業費
―2 電子図書普及事業費

（事業費 小計）
②管 理 費

49，743
39，064

（88，807）
16，305

54，925
38，277

（93，202）
14，579

経常費用 計 105，112 107，781
評価損益等調整前当期経常増減額 7，763 2，685

評価損益等計 △108，380 10，514
当期経常増減額 △100，616 13，199

2．経常外増減の部
当期経常外増減額 0 3，545

当期一般正味財産増減額 △100，616 16，744
一般正味財産期首残高 4，389，862 4，373，118
一般正味財産期末残高 4，289，246 4，389，862

Ⅱ指定正味財産増減の部
受取寄付金（指）
基本財産運用益
特定資産運用益
一般正味財産への振替額

4，310
6，436
0

△9，494

8，845
6，436
1，648

△11，218
当期指定正味財産増減額 1，252 5，711

指定正味財産期首残高 348，505 342，794
指定正味財産期末残高 349，757 348，505
Ⅲ正味財産期末残高 4，639，003 4，738，367

貸借対照表 令和2年3月31日現在（単位：千円）
資 産 の 部 負 債 の 部

当年度 前年度 科 目 当年度 前年度
Ⅰ 流動資産 Ⅰ 流動負債 6，751 4，172
現預金 24，444 33，736 Ⅱ 固定負債 39，250 44，175
その他流動資産 929 777 負債合計 46，001 48，347
流動資産合計 25，373 34，513

Ⅱ 固定資産
基本財産 4，518，230 4，626，408 正 味 財 産 の 部
特定資産 138，602 121，306 Ⅰ 指定正味財産 349，756 348，504
その他固定資産 2，798 4，486 Ⅱ 一般正味財産 4，289，246 4，389，862
固定資産合計 4，659，630 4，752，200 正味財産合計 4，639，002 4，738，366

資産合計 4，685，003 4，786，713 負債及び正味財産合計 4，685，003 4，786，713
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寄付者一覧
平成31年4月1日～令和2年3月31日（敬称略・順不同）

法人名 法人名 法人名
伊藤忠商事株式会社 伊藤忠ユニダス株式会社 株式会社センチュリー21・ジャパン
Safe Bulkers, Inc. プリマハム株式会社 株式会社エドウイン
スキャバルジャパン株式会社 コネクシオ株式会社 中設エンジ株式会社
不二製油グループ本社株式会社 株式会社東邦アーステック 伊藤忠食品株式会社
青山エナジーサービス株式会社 株式会社三景 伊藤忠エネクス株式会社
コンバースジャパン株式会社 伊藤忠TC建機株式会社 伊藤忠アビエーション株式会社
日本ニュートリション株式会社 伊藤忠プラスチックス株式会社 株式会社日本アクセス
株式会社MAC ポケットカード株式会社 ジャパンフーズ株式会社
株式会社寺岡製作所 株式会社昭和 伊藤忠リート・マネジメント株式会社
I&Tリスクソリューションズ 伊藤忠飼料株式会社 株式会社ファミリーマート
ケミカルロジテック株式会社 伊豆大仁開発株式会社 伊藤忠オリコ保険サービス株式会社
シーアイ・ショッピング・サービス株式会社 伊藤忠石油開発株式会社 日本アクセス北海道株式会社
伊藤忠製糖株式会社 タキロンシーアイ株式会社 伊藤忠都市開発株式会社
Dole International Holdings 株式会社 伊藤忠紙パルプ株式会社 伊藤忠食糧株式会社
伊藤忠マシンテクノス株式会社 スカパー JSAT株式会社 66社様
日本エアロスペース株式会社 センチュリーメディカル株式会社
イトーピアホーム株式会社 OCI 株式会社 個人名
株式会社レリアン 伊藤忠ロジスティクス株式会社 的場 佳子
伊藤忠メタルズ株式会社 株式会社ヤナセ 泉 竜也
株式会社ベルシステム24ホールディングス 伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社 田中 建治
コンフェックス株式会社 サンコール株式会社 久保 勲
伊藤忠システック株式会社 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 髙田 知幸
みのわ商事株式会社 伊藤忠リーテイルリンク株式会社 他1名含む6名様
東京センチュリー株式会社 伊藤忠人事総務サービス株式会社
アシュリオン・ジャパン株式会社 伊藤忠オートモービル株式会社
日本サニパック株式会社 株式会社ケーアイ・フレッシュアクセス

寄付金・正味財産の推移
（単位：千円）

年度 寄付金 寄付金累計 正味財産
平成27年度 40，137 5，528，065 4，747，719
平成28年度 31，155 5，559，220 4，719，352
平成29年度 30，199 5，589，419 4，715，912
平成30年度 36，068 5，625，487 4，738，367
令和元年度 30，845 5，656，332 4，639，003
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