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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

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。
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　伊藤忠記念財団は、1974 年（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 48 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
読書ボランティアをはじめ、病院・施設等で活動される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、令和元年東日本
台風被害や令和 2 年 7 月豪雨災害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。

　これらの事業は、SDGs の実現に寄与する取り組みでもあり、ますます充実していくこ
とで、すべての子どもたちに平等な読書機会を提供すると共に、子どもたちの居場所づく
りや読書支援者への支援を通じ、読書環境の整備を推進し、豊かな地域社会づくりへ貢献
して参ります。これからも皆様の暖かいご支援をお願い申し上げます。

公益財団法人　伊藤忠記念財団　理事長
鈴木　善久

ご挨拶
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鈴木　善久

竹森　二郎

石田　三也

泉谷　直木

髙薮　　縁

橋本　恵子

林田　英治

本間　逹三

　田　政雄

田部　義仁

出塚　清冶

奥　　正之

小林　文彦

是枝　喜代治

鈴木　勝治

関　　啓子

竹下　晴信

丹波　俊人

塚本　隆史

松井　鉄也

伊藤忠商事株式会社　取締役副会長

伊藤忠ロジスティクス株式会社　前代表取締役社長

公益財団法人伊藤忠記念財団　事務局長

アサヒグループホールディングス株式会社特別顧問

東京大学  大気海洋研究所　副所長

朗読指導者　ことのはスクエア代表

JFE ホールディングス株式会社　特別顧問

弁護士

古河電気工業株式会社　特別顧問

伊藤忠商事株式会社　サステナビリティ推進部部長

公認会計士

株式会社三井住友フィナンシャルグループ　名誉顧問

伊藤忠商事株式会社　代表取締役副社長 CAO

東洋大学　教授

公益財団法人公益法人協会　副理事長

一橋大学　名誉教授

株式会社評論社　代表取締役社長

東京センチュリー株式会社　取締役

みずほフィナンシャルグループ　名誉顧問

プリマハム株式会社　元代表取締役社長

（2021 年 7 月 1 日現在　敬称略）
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子ども文庫助成事業
　子ども文庫助成事業は、子どもたちに本を届けることを目的に読書啓発活動を行う、国内外の民間グルー
プまたは個人、施設や非営利団体を対象とした支援事業です。1975 年度に開始し、2020 年度までの 46
年間で、延べ 2,495 件（海外を含む）、約 11.1 億円の助成を行っています。
　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」（2002 年度以降）、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」（2007 年度以降）、「被災地支援」（2011
年度以降）なども行っており、2020 年度からは「子どもの本購入費助成」に「指定研修会」のプログラム
を追加するなど、内容の充実を図っています。

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。

【A プログラム】
児童書、絵本、紙芝居、人形劇、パネルシアター等に 15 万円以上ご使用いただく条件となっております。
講習会の開催費や備品等、その他費用は 15 万円までのご使用となります。

【B プログラム】※ 2020 年度より追加
当財団が指定する「指定研修会」をご希望の場合は、助成金 30 万円全額を充てることが可能です。

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、施設が対象です。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
　文庫をはじめて間もない個人、団体など、対象者の活動実績は問いません。当財団が選書した 100 冊の
児童書 4 セット（乳幼児、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
　長年に亘り（20 年以上）、子どもの読書啓発に貢献されてきた個人が対象です（他薦）。
　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 83 名の方を表彰しております。　

設立 37年目の柿の木文庫。代表の志村妙子さん（写真右）は、御年 98歳で 2020 年度子ども文庫功労賞を受賞。
現在も文庫や地域のおはなし会を続けている。
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助成決定までの経過（2020年度）
1） 募集期間
4 月～ 6 月 20 日

募集要項を公益社団法人読書推進運動協議会支部、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 月下旬～ 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 83 件と面談。
2020 年度は新型コロナの影響で、原則 ZOOM を使用しての面談実施となりました。

10 月下旬
財団事務局にて、応募用紙及び面談内容をもとに資料を作成し、選考委員に提出。

3） 選　考
11 月 17 日

選考委員会開催。89 件の助成候補と、2 名の功労賞候補を選出。

4） 決　定
12 月 10 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 10 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。

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 設楽　敬一 公益社団法人 全国学校図書館協議会　理事長

委　員 代田　知子 日本子どもの本研究会　理事

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

選考委員 （敬称略）
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（敬称略・団体名 50 音順）

助成先一覧

応募件数 助成件数 助成金額

①子どもの本購入費助成 61（3） 48（3） 14,400 千円

②病院・施設子ども読書活動費助成 22（1） 15（1） 4,500 千円

③子どもの本 100 冊助成 40（6） 26（6） 3,900 千円

④子ども文庫功労賞  5（0）  2（0） 700 千円

合　　計 128（10） 91（10） 23,500 千円

応募・助成件数

（　）内の数字は、海外件数

団体名 代表者 活動場所

1 NPO 法人おにぎり文庫の種 土屋　育子 東京都　　新宿区

2 NPO 法人わくわくスタディひろば 福井　千秋 奈良県　　宇陀市

3 一般社団法人うみとやまのこどもとしょかん 中尾　薫 神奈川県　三浦郡

4 いぬくら子ども文庫 渡部　康夫 神奈川県　川崎市

5 いろり文庫 前田　満子 徳島県　　三好郡

6 おしぬま子ども文庫 秋元　澄子 神奈川県　川崎市

7 おしゃべりポム 山中　幸子 長崎県　　壱岐市

8 おはなしかご 藤川　隆子 大阪府　　堺市

9 おはなしサークル「あめんぼの会」 松坂　裕子 宮城県　　仙台市
10 おはなしたまて箱 渡部　ミヲ 岩手県　　盛岡市
11 おはなしちゅーみん 豊間根　恵美子 岩手県　　盛岡市

12 おはなしとわらべうた～ののはなぽけっと 稲田　由美子 大分県　　由布市

13 お話の会『大きな樹』 佐久間　理恵 岐阜県　　大垣市

14 おはなしの輪 佐々木　雅子 埼玉県　　さいたま市

15 おはなしボランティア　アナンシ 福元　美保 大阪府　　大阪市

16 おはなしボランティア　りんごジュース 秋吉　順子 東京都　　狛江市

17 かたぐるまぶんこ 小此木　京子 群馬県　　太田市

18 桂坂かえで子ども文庫 清水　鉄郎 京都府　　京都市

19 家庭文庫　ぽてと 村上　招子 広島県　　三原市

20 かんの文庫 菅野　仁枝 栃木県　　宇都宮市

21 口之津図書館　友の会 松尾　美穂 長崎県　　南島原市

22 熊取文庫連絡協議会　アトム文庫 森崎　シヅ子 大阪府　　泉南郡

23 子ども文庫 Pippi&Lotta（ピピロッタ） 塩　邦恵 鳥取県　　鳥取市

子どもの本購入費助成
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（敬称略・団体名 50 音順）

団体名 代表者 活動場所

24 このあの文庫 小宮　由 東京都　　杉並区

25 こみち文庫 神保　和子 神奈川県　足柄下郡

26 しれとこなかよし文庫 門田　眞由美 北海道　　斜里郡

27 スイカ文庫 林　郁美 オーストラリア　シドニー

28 たんぽぽ文庫 中野　由美子 北海道　　小樽市

29 チームひだまり 上蓑　礼子 埼玉県　　川越市

30 富山森のこども園 藤井　徳子 富山県　　富山市

31 とんとんぶんこ 新田　千奈美 福岡県　　福岡市

32 長崎おはなしの会 丹羽　梢 長崎県　　長崎市

33 なかよし文庫 千住　真理子 大阪府　　堺市

34 人形劇団けろころぱん 山田　由美子 静岡県　　沼津市

35 野の花文庫 岩出　景子 大阪府　　高槻市

36 はらっぱ文庫 須藤　初枝 東京都　　国分寺市

37 ばらのおうち文庫 髙橋　洋子 北海道　　札幌市

38 ひいらぎ山の子ども文庫 藤本　千佳子 愛知県　　大府市

39 ひざぶんこ 鈴木　明美 愛知県　　名古屋市

40 ひまわりの会
ユトレヒト日本語ブックシェアリング 前川　愛 オランダ　ユトレヒト

41 プーさん文庫 小野　なが子 福岡県　　福岡市

42 風渡野文庫 杉山　きく子 埼玉県　　さいたま市

43 まなざし文庫 三木　麻理子 イギリス　ベッドフォード

44 みみずく文庫 山下　麻理子 北海道　　白老郡

45 メイフラワー文庫 守重　暎子 東京都　　立川市

46 読み聞かせサークル　西都おはなしの部屋 髙田　尚美 宮崎県　　西都市

47 読み聞かせボランティア　このはなさくや 渡辺　律子 山梨県　　富士吉田市

48 ロールパン文庫 小松原　宏子 東京都　　練馬区
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団体名 代表者 活動場所

1 （未定） 清田　純子 熊本県　　熊本市

2 BRIDGING FOUNDATION（橋をかける基金） 勝　恵美 ベトナム　ハノイ

3 NPO 法人　光楽園 尾籠　信義 福岡県　　北九州市

4 NPO 法人 HA-HA-HA 大越　加奈 三重県　　津市

5 おはなしグループ「ゆう」 工藤　雅子 千葉県　　野田市

6 公益財団法人　ふきのとう文庫 髙倉　嗣昌 北海道　　札幌市

7 島根大学医学部附属病院　小児センター 椿　敦美 島根県　　出雲市

8 社会福祉法人　常徳会　児童養護施設　興正学園 秦　直樹 北海道　　札幌市

9 社会福祉法人　北中央福祉会　あゆみ保育園 木幡　久雄 福島県　　福島市

10 東部こども家庭センター読書ボランティア 貝原　尚子 広島県　　福山市

11 特定非営利活動法人絵本カーニバル 目黒　實 東京都　　北区

12 特定非営利活動法人ぴぃかぁぶぅ 吉田　一也 福島県　　郡山市

13 特定非営利活動法人　未来への扉 斉藤　勇介 山梨県　　中央市

14 本と子どもの発達を考える会 谷口  和恵 長野県　　松本市

15 横浜市立大学附属病院　小児科おやこの会　
さんふらわ 大久保　柳華 神奈川県　鎌倉市

病院・施設子ども読書活動費助成 （敬称略・団体名 50 音順）

BRIDGING FOUNDATION
（橋をかける基金）（ベトナム）



10

（敬称略・団体名 50 音順）

団体名 代表者 活動場所

1 NPO 法人　あっと 藤井　智佳子 山口県　　山口市

2 NPO 法人　たけやり子ども発達研究所 武鑓　夏美 岡山県　　赤磐市

3 アーモスト日本語補習校 フレイザー　真弓 アメリカ　マサチューセッツ

4 アイダホ日本語補習校 上田　眞理子 アメリカ 　アイダホ

5 あそびとおはなしの森 杉本　知加子 静岡県　　浜松市

6 お話し会「ピノキオ」 下川　喜美子 三重県　　南牟婁郡

7 おはなしサークル　にわとりかあさん 原口　たまみ 広島県　　広島市

8 おはなしママ 小林　敦子 兵庫県　　神戸市

9 ブックスフレンド中田 加藤　隆二 宮城県　　仙台市

10 みどりがおか文庫 長岐　英男 宮城県　　仙台市

11 モントリオール日本語センター 井澤　けい カナダ　　ケベック

３）小学校高学年図書セット

団体名 代表者 活動場所

1 くすくす子どもの本の会「星の子文庫」 髙橋　清美 東京都　　大田区

2 シービスケットライブラリィ 神浦　貴美代 岡山県　　美作市

3 ジャパン　カウリ　エデュケーション　トラスト 宮内　尚子 ニュージーランド　オークランド

１）小学校低学年図書セット

団体名 代表者 活動場所
1 おはなしカラフル 小柳　妙子 東京都　　世田谷区

2 風の子 栗原　樹々 ドイツ　　ベルリン

3 さくら親子の会 荻原　順子 栃木県　　鹿沼市

4 さくら文庫 大野　瑞穂 北海道　　釧路市

5 桜文庫 大平　理子 岩手県　　奥州市

6 十二月文庫 長岡　沙希 北海道　　島牧郡

7 地域文庫「おおきな木ぶんこ」 多賀　きよこ 滋賀県　　彦根市

8 小さな子ども文庫 萬木　恵子 京都府　　京都市

9 中大阪朝鮮初級学校　学父母会 井上　哲也 大阪府　　八尾市

10 虹の丘文庫 千葉　慧子 宮城県　　仙台市

11 にんじん文庫 梅村　浄 東京都　　西東京市

12 バースひだまり文庫 クーパー　友子 イギリス　バース

子どもの本 100 冊助成

２）小学校中学年図書セット
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（敬称略・団体名 50 音順）

団体名 代表者 活動場所

1 柿の木文庫 志村　妙子　（文庫歴 36 年） 東京都　　町田市

2 どんぐり文庫 古川　よし子（文庫歴 28 年） 愛知県　　犬山市

子ども文庫功労賞

富山森のこども園（富山県）

かたぐるまぶんこ（群馬県）
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コットンツリーの会（香川県）

NPO 法人おにぎり文庫の種（東京都、他全国）

まなざし文庫（イギリス）
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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
岩手県 ［釜石市］栗林小学校［久慈市］久慈湊小学校［盛岡市］太田小学校［盛岡市］北厨川小学校

宮城県 ［石巻市］前谷地小学校［石巻市］桃生小学校［多賀城市］天真小学校

福島県 ［いわき市］大浦小学校

長野県 ［長野市］豊野西小学校　［長野市］長沼小学校　［長野市］松代小学校

福岡県 ［大牟田市］みなと小学校

■令和元年東日本台風災害

■令和２年 7 月豪雨災害

協力団体

新しい本を熱心に読む様子　（長野県長野市立松代小学校）

■「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。2020 年度は 2 団体のご
協力をいただき、310 冊の翻訳絵本を完成させ、現地へ発送しました。

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
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本購入費 病院施設 100 冊 功労賞 日本人学校 / 補習校

1975 年～ 2010 年 1084 32 375 61 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 －

2020 年 48 15 26 2 －

合  計
1,510 件 94 件 641 件 83 件 167 件

2,495 件

年度
助成種別

助成件数の推移
　子ども文庫助成事業 助成件数

都道府県別　助成件数
　1975 年度～ 2020 年度
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購入費 病院 100 冊 功労賞 計

北海道 79 6 25 4 114

青　森 14 ‒ 1 ‒ 15

岩　手 55 2 21 ‒ 78

宮　城 43 ‒ 19 3 65

秋　田 17 1 6 1 25

山　形 10 ‒ 6 2 18

福　島 40 2 8 2 52

茨　城 11 2 6 ‒ 19

栃　木 24 ‒ 3 ‒ 27

群　馬 8 2 3 ‒ 13

埼　玉 44 1 16 2 63

千　葉 47 5 8 4 64

東　京 72 9 25 18 124

神奈川 48 7 22 4 81

新　潟 14 1 8 1 24

富　山 10 - 8 - 18

石　川 22 1 6 2 31

福　井 27 1 13 - 41

山　梨 13 4 5 2 24

長　野 22 7 13 - 42

岐　阜 43 - 9 - 52

静　岡 47 1 12 1 61

愛　知 29 2 16 2 49

三　重 26 2 9 - 37

滋　賀 27 2 11 2 42

購入費 病院 100 冊 功労賞 計

京　都 36 3 23 2 64

大　阪 97 12 42 6 157

兵　庫 38 2 15 4 59

奈　良 33 2 7 4 46

和歌山 27 1 13 1 42

鳥　取 15 - 6 - 21

島　根 18 1 3 - 22

岡　山 12 - 4 1 17

広　島 30 2 14 1 47

山　口 29 1 5 3 38

徳　島 20 1 6 - 27

香　川 18 1 5 - 24

愛　媛 15 - 4 - 19

高　知 23 - 5 2 30

福　岡 76 3 24 3 106

佐　賀 31 1 8 - 40

長　崎 25 - 10 1 36

熊　本 28 1 17 1 47

大　分 22 1 3 - 26

宮　崎 16 1 7 - 24

鹿児島 25 1 8 - 34

沖　縄 33 1 11 2 47

海　外 51 1 289 2 343

合　計
1,510 94 808 83

2,495

都道府県別助成内訳
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電子図書普及事業

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へ、読書機会を提供することを目指しています。
児童書を電子化（マルチメディア DAISY 規格）し、全国の図書館や特別支援学校などへ無償で配布する事
業と、その電子図書の普及や支援者の方々の人材育成のため全国各地で読書バリアフリー研究会を開催し、
啓蒙活動に努めております。

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）

☆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。

☆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。

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）

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、別途アプリが必要です。〔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〕

Ver.BLUE 『ももたろう』文：浜なつ子　絵：よこやまようへい

☆主な対象は
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電子図書の編集・配布
① 2020 年版の配布　【 91 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 1,475 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。

② 2021 年版の編集
72 作品（CD･DVD 計 4 枚）を編集しました。うち 17 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、株
式会社ヤナセ、滋賀県琵琶湖環境部環境政策課などのご理解で、パンフレット等を Ver.BLUE に加え
ました。「日本昔話の旅」は、引き続き全国の図書館等に協力を呼びかけ累計 59 作品となりました。

“いにしえの名車たち”　協力 株式会社ヤナセ 朝の「ほんのじかん」で一日がスタート

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）
2021 年版 72（17）

計 668（194）

☆わいわい文庫 作品数と寄贈団体数
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1．あおい ちきゅうの いちにち サバンナ / 評論社
2．あそぶ！ / 徳間書店
3．いえでをした てるてるぼうず / こぐま社
4．おおきくなるっていうことは / 童心社
5．おじいちゃんが のこしたものは… / 評論社
6．おには そと / 金の星社
7．おふろだいすき / 福音館書店
8．からすのパンやさん / 偕成社
9．きゃっきゃ キャベツ / 童心社

10．くずかごおばけ / 童心社
11．こぐまちゃん おやすみ / こぐま社
12．このにおい なんのにおい / こぐま社
13．たくはいびーん / 小峰書店
14．どろぼうがっこう だいうんどうかい / 偕成社
15．ひっこしはバスにのって / 銀の鈴社
16．ふしぎなたいこ / 岩波書店
17．ぼくはくるま、みんなもくるま / あかね書房
18．ぼくは だれだろう / 童話屋
19．めを とじて みえるのは / 評論社
20．もぐらのおとしあな / 童話屋
21．ヤダヤダかめん / 金の星社

1．ある晴れた夏の朝 / 偕成社
2．うんことカラダ / 偕成社
3．おいしいおかゆ / 東京子ども図書館
4．おしえてウルトラマン / 学研プラス 
5．音楽室の日曜日 / 講談社
6．蜘蛛の糸 / 偕成社
7．生命の樹　チャールズ・ダーウィンの生涯 / 徳間書店
8．タロ・ジロは生きていた / 銀の鈴社
9．小さないのち　まほうをかけられた犬たち / 金の星社

10．地政学でわかるわたしたちの世界 / 評論社
11．なるほど！魚の漢字 / 学研プラス
12．ネコとネズミ / 東京子ども図書館
13．はじめてのギリシア神話 / 徳間書店
14．「走る図書館」が生まれた日 / 評論社
15．はるとあき / 小学館
16．百まいのドレス / 岩波書店
17．プラスチックプラネット / 評論社
18．星の使者　ガリレオ・ガリレイ / 徳間書店
19．森はだれがつくったのだろう？ / 童話屋

～　Ver. 1 , 2 , 3　～

☆わいわい文庫 2021 年版作品一覧

～　Ver. 1　～

～　Ver. 2　～

～　Ver. BLUE　～

～　Ver. 3　～

1．アラスカたんけん記 / 福音館書店
2．アレルギーって なんだろう？ / 金の星社
3．「いや！」というよ！
　　性ぼうりょく・ぎゃくたいに あわない / あかね書房
4．カタツムリ / 小峰書店
5．キュウリ / 小峰書店
6．こまったさんのレシピブック / あかね書房
7．世界のあいさつ / 福音館書店
8．だれだか わかるかい？ むしのかお / 福音館書店
9．東京のでんしゃのいちにち / 小峰書店

10．にわとりコッコのだいぼうけん / 銀の鈴社
11．へんてこだより ニルゲンツものがたり / 小峰書店
12．へんなともだち マンホーくん
　　ようかいオッシーをやっつけろ！ / 講談社 
13．星の一生 / あかね書房
14．マングローブの木の下で / 小学館
15．ヤンバルクイナ / 小学館

【 日本昔話の旅シリーズ（1 ～ 6） 】
1．道陸神　標準語テキスト版 / 東京都稲城市
2．道陸神　方言テキスト版 / 東京都稲城市
3．太郎吉の怪力 ～天下無双力士雷電ものがたり～ / 長野県東御市
4．トラ猫ばやし / 神奈川県相模原市
5．ガーナー森とシーサーのお話 / 沖縄県豊見城市
6．豊見城の王様わんおうそ ハーリー由来物語 / 沖縄県豊見城市
7．おとあわせ / 伊藤忠記念財団
8．温故知新 いにしえの名車たち / 伊藤忠記念財団
9．かぞえてみよう / 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】
10．車いすテニス
11．車いすラグビー
12．パラアイスホッケー
【世界あちこち いただきます / 伊藤忠記念財団】
13．1 ～アジアの巻～
14．2 ～アフリカの巻～
15．つるつる / 伊藤忠記念財団
16．びわ湖を学ぼう / 滋賀県琵琶湖環境部環境政策課
17．和の音色 ～ようこそ和楽器の世界へ～ / 伊藤忠記念財団

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。

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。
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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。

わいわい文庫活用術⑨
有志の学校や図書館等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 668 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。



20

広報・普及活動
①国立国会図書館へ「わいわい文庫」を提供

国立国会図書館の「視覚障害者等用データ送信サービス」から「わいわい文庫」474 作品が利用でき
るようになりました。このサービスは、視覚障害その他の理由で通常の活字の印刷物を読むことが困
難な方（プリントディスアビリティ）が対象です。
https://www.ndl.go.jp/jp/support/send.html（個人向け）
https://www.ndl.go.jp/jp/library/supportvisual/supportvisual-10_02.html（図書館向け）

②動画による情報発信を開始

財団ホームページ上に、「Web セミナー」として下記動画 2 本を制作し掲載しています。
https://www.itc-zaidan.or.jp/summary/ebook/seminar/index.html

③バリアフリー資料展の呼びかけ

わいわい文庫寄贈の図書館に「バリアフリー資料展」開催を呼びかけ、全国 35 館が応募されました。
その内、財団提供の「日本昔話の旅」のデータと図書館所蔵の図書資料にて 22 館が開催できました。

愛媛県立図書館 神奈川県 相模原市立橋本図書館
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④港区から感謝状受領

伊藤忠商事（株）から支援されたタブレットにわいわい文庫を格納し、港区立の小中学校や都内の特
別支援学校 31 校、院内学級 5 クラスに寄贈した結果、長年の活動と本タブレット寄贈事業の功績が
認められ、東京都港区から感謝状をいただきました。

小林前理事長と武井港区長

タブレットで読んで　パソコンで感想を書く わいわい文庫の次に　本でも読書
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☆日本昔話の旅 ラインアップ
公共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 岩手 宮城

秋田 山形 福島 茨城

栃木 群馬 埼玉 千葉

千葉・大多喜 東京 東京・稲城 神奈川

神奈川・相模原 新潟 富山 石川

福井 福井・坂井 山梨 長野

長野・小諸 長野・東御 岐阜 静岡
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愛知 愛知・田原 三重・四日市三重

滋賀 京都 大阪 兵庫

奈良 和歌山 和歌山・由良 鳥取

島根 岡山 岡山・浅口 広島

　山口 徳島 香川 愛媛

高知 福岡 佐賀 長崎

熊本 大分 宮崎 鹿児島

沖縄・豊見城 沖縄・豊見城沖縄
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☆ 2020 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　・武藤歌織　・湯脇初美

・日本障がい者スポーツ協会　・エックスワン　・国際協力機構　・滋賀県琵琶湖環境部環境政策課

・ヤナセ　・ヤナセクラシックカーセンター　・横浜邦楽邦舞家協会　・皆川正俊

［日本昔話の旅］
・［東京都稲城市］・稲城市立図書館　・稲城市立図書館制作ボランティアみかん　・稲田善樹

・音訳グループペア

・［長野県東御市］・市立小諸図書館　・竹内ゆかり　・長野県岩村田高等学校ボランティア班

・［神奈川県相模原市］・本多ちかこ　・ゆい

・［沖縄県豊見城市］・豊見城市立中央図書館　・地元の歴史・文化広め隊

・豊見城市商工会青年部まちづくり有志の会　・新田宗市　・大田正樹

・兼島正美　・平田千春

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　・佐々木悦子　・澤野美智子　・新発田恵美子　・杉中純子

・鈴木崇司　・鈴木敏子　・鈴木ゆかり　・高桑弥須子　・竹田耕一　・千葉由起子　・仲井盛泰

・長尾陽子　・中村聡子　・野崎真由美　・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　・安冨ゆかり　・安原早苗　・吉村　渉　・渡邉敏栄　　その他 9 名

わいわい文庫活用術⑨
・霧島市立国分中学校　・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、水元、水元小合）

・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、若葉台）　・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

・新宿区立戸山図書館　・墨田区立ひきふね図書館　・三条市立図書館

・地域ケアさぽーと研究所　・長崎短期大学　・東日本少年矯正医療 ･ 教育センター

・藤田晶子　・野口武悟　・成松一郎

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

読書とともに手話やサインの練習も
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財務諸表

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 8,405 6,751
　　現預金 31,174 24,444 Ⅱ　固定負債 25,195 39,250
　　その他流動資産　 786 929 負債合計 33,600 46,001
　　　　　流動資産合計 31,959 25,373
Ⅱ　固定資産
　　基本財産 4,781,028 4,518,230 正　味　財　産　の　部
　　特定資産 129,147 138,602 Ⅰ　指定正味財産 353,953 349,756
　　その他固定資産 1,787 2,798 Ⅱ　一般正味財産 4,556,370 4,289,246
　　　　　固定資産合計　 4,911,963 4,659,630 正味財産合計 4,910,323 4,639,002

資 産 合 計 4,943,922 4,685,003 負債及び正味財産合計 4,943,922 4,685,003

貸借対照表

正味財産増減計算書

令和３年 ３月 ３１日現在　（単位：千円）

令和２年 ４月 １日　から　令和３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 86,383 81,865
　②特定資産運用益 1,264 1,268
　③受取寄付金 25,818 26,535
　　受取寄付金振替額 0 3,058
　④その他収入 81 149

経常収益　計 113,546 112,875
　（２）経 常 費 用
　①事　 業　 費
　　- １ 子ども文庫助成事業費 55,275 49,743
　　- ２ 電子図書普及事業費 41,191 39,064

（事業費　小計） （96,467） （88,807）
　②管 　理　 費 12,552 16,305

経常費用　計 109,018 105,112
評価損益等調整前当期経常増減額 4,528 7,763

評価損益等計 262,596 △ 108,380
当期経常増減額 267,124 △ 100,616

２. 経常外増減の部
当期経常外増減額 0 0

　　当期一般正味財産増減額 267,124 △ 100,616
　一般正味財産期首残高 4,289,246 4,389,862
　一般正味財産期末残高 4,556,370 4,289,246

Ⅱ指定正味財産増減の部
　受取寄付金（指） 4,196 4,310
　基本財産運用益 6,436 6,436
　特定資産運用益 0 0
　一般正味財産への振替額 △ 6,436 △ 9,494

当期指定正味財産増減額 4,196 1,252
　指定正味財産期首残高 349,756 348,505
　指定正味財産期末残高 353,953 349,756
Ⅲ正味財産期末残高 4,910,323 4,639,002
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令和 2 年 4 月 1 日～令和 3 年 3 月 31 日（敬称略・順不同）

( 単位：千円）

寄付者一覧

法人名
伊藤忠商事株式会社

スキャバルジャパン株式会社

不二製油グループ本社株式会社

大阪経営実務研究会

東アジアブロック OB&OG 有志

青山エナジーサービス株式会社

株式会社三景

シーアイ・ショッピング・サービス株式会社

ケミカルロジテック株式会社

東京センチュリー株式会社

日本エアロスペース株式会社

イトーピアホーム株式会社

株式会社寺岡製作所

株式会社レリアン

伊藤忠システック株式会社

日本サニパック株式会社

みのわ商事株式会社

サンコール株式会社

コンフェックス株式会社

伊藤忠ユニダス株式会社

伊藤忠プランテック株式会社

伊藤忠ＴＣ建機株式会社

ポケットカード株式会社

プリマハム株式会社

伊豆大仁開発株式会社

協栄電気株式会社

法人名
株式会社昭和

伊藤忠石油開発株式会社

伊藤忠製糖株式会社

アシュリオン・ジャパン株式会社

ＯＣＩ株式会社

伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社

株式会社ヤナセ

株式会社ケーアイ・フレッシュアクセス

スカパー JSAT株式会社

センチュリーメディカル株式会社

伊藤忠紙パルプ株式会社

伊藤忠オートモービル株式会社

伊藤忠ロジスティクス株式会社

伊藤忠都市開発株式会社

タキロンシーアイ株式会社

伊藤忠アビエーション株式会社

ジャパンフーズ株式会社

株式会社東邦アーステック

伊藤忠マシンテクノス株式会社

伊藤忠食品株式会社

伊藤忠食糧株式会社

伊藤忠メタルズ株式会社

伊藤忠リーテイルリンク株式会社

中設エンジ株式会社

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社

コネクシオ株式会社

法人名
伊藤忠人事総務サービス株式会社

株式会社センチュリー 21・ジャパン

株式会社エドウイン

株式会社日本アクセス

伊藤忠飼料株式会社

株式会社ロイネ

伊藤忠エネクス株式会社

伊藤忠プラスチックス株式会社

日本アクセス北海道株式会社

伊藤忠オリコ保険サービス株式会社

日本ニュートリション株式会社

株式会社ベルシステム 24 ホールディングス

伊藤忠リート・マネジメント株式会社

65 団体様

個人名
山口　忠宜

小谷　建夫

西影　昌純

板垣　有紀

久保　勲

坂本　真実　

寄付金・正味財産の推移

年度 寄付金 寄付金累計 正味財産
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 4,639,002
令和 2 年度 30,015 5,686,347 4,910,323



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

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

設立趣意書

事 務 局

事務局長

事務局

2021年 7月 1日現在

石田　三也

茂木康次郎
中村　信行
岩沢雄一郎
田中　　文
野尻　夏帆
山根　英子
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