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株式会社山田養蜂場（本社：岡山県苫田郡鏡野町、代表：山田英生）は、書籍10冊をセットにした、    

第21回「みつばち文庫」を、全国の小学校1,825校に寄贈します。文庫は9月中旬より順次発送する予定です。 

「みつばち文庫」は1999年から毎年続けている本の寄贈活動で、次世代を担う子供たちに「豊かな心」を育んで   

もらいたいとの願いを込めて、一般公募の抽選で決定した全国の小学校に本を贈っています。 

本年は、全国の小学校を代表して、9月9日（月）8:20～8:30に鏡野町立大野小学校体育館で寄贈式を  

行います。ご取材いただける際には、弊社文化広報室までご連絡ください（詳細は裏面をご覧ください）。 

 

◆「みつばち文庫」とは？ 

弊社は、「自然環境の大切さ」「人と人とのつながり」「命の大切さ」をテーマに、子供たちが自ら学び、深く考え、行動に

つなげられる本を「みつばち文庫」として選定し、全国の小学校に寄贈しています。寄贈先は新聞やホームページ上などで

一般公募し、抽選で決定します。お届けする本には応募された方の直筆メッセージカードを添えて、お贈りしています。 

文部科学省の「学校図書館の現状に関する調査（平成28年10月13日発表）」によると、平成27年末時点での

小学校の図書標準達成学校数の割合は66.4%にとどまり、3割を超える小学校の図書館で本が足りていません。 

養蜂業を原点とする弊社では、かつて農型の社会において地域ぐるみで子供たちの成長を見守ってきたように、多くの

人々とともに、子供たちに「心の栄養」を届けていきたいと思っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全国の小学校 1,825校に 18,340冊の図書を寄贈 

第 21回「みつばち文庫」寄贈式開催 

9 月 9 日（月）岡山県・鏡野町立大野小学校にて 

2019 年 8 月 27 日 
株式会社山田養蜂場 

https://www.3838.com 

 

▲第 21 回「みつばち文庫」寄贈図書（一部） 

絵本『蜜蜂さん ありがとう』は、弊社が 

行っている「ミツバチの絵本コンクール」

で第１回最優秀賞を受賞した作品を

書籍化したものです。 

タイトル 出版社

4 「きせきの海をうめたてないで」 童心社

5 「やまからにげてきた・ゴミをぽいぽい」 童心社

6 「おいしくたべる」 朝日新聞出版

7 「しんごうきピコリ」 あかね書房

リオネル・コクラン/作 ゴブリン書房

リオネル・コクラン/作 ゴブリン書房

ひだ きょうこ/作・絵 教育画劇

てづか あけみ/作・絵 教育画劇

第21回「みつばち文庫」寄贈図書

著者

1 「ミツバチのはなし」 徳間書店

「あめだま」 ブロンズ新社

3 「小さな家のローラ」 朝日出版社

教育画劇

「フトッチーニとホソッチーニなつバカンスの巻」 教育画劇

朝日学生新聞社

※上記の他に、お楽しみ本として下記の中からいずれか2冊を寄贈します。

「しょうぼうしのトトフ」

「トトフ、じゅういになる」

「ほしうさぎとサーカスだん」

「なないろのプレゼント」 教育画劇

「蜜蜂さん　ありがとう」

ペク・ヒナ/作

長谷川 義史/訳

ピョトル・ソハ/絵

ヴォイチェフ・グライコフスキ/文

武井 摩利/訳
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石津 ちひろ/作

松成 真理子/絵

ケロポンズ/作

にしむら あつこ/絵

ケロポンズ/作

にしむら あつこ/絵

野田 章子/文

さいとう じゅん/絵

ローラ・インガルス・ワイルダー/作

安野 光雅/絵・監訳

「オッドのおしごと」

「フトッチーニとホソッチーニふゆクリスマスの巻」

キム・ファン/著

田島 征三/著

松本 仲子/監修

ザ・キャビンカンパニー/作・絵
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■第21回「みつばち文庫」寄贈式 概要 

日時：2019年9月9日（月）8:20～8:30（全校朝礼にて） 

場所：鏡野町立大野小学校 体育館 

（〒708-0321 岡山県苫田郡鏡野町円宗寺825／TEL:0868-54-0409） 

参加者：大野小学校児童、学校長をはじめとする教職員 

      株式会社山田養蜂場 文化広報室室長代行 滝口 一雄 

式次第：8:20 山田養蜂場 挨拶（3分） 

児童代表に「みつばち文庫」贈呈（2分） 

児童代表の言葉（2分） 

学校長様 ご挨拶（3分） 

8:30 終了 

寄贈書籍：「みつばち文庫」3セット（1セット10冊） 

 

◆これまでの寄贈校数と寄贈冊数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★特別版…東日本大震災で被災した小学校には、通常の書籍セットに加え、必要に応じてその他の書籍を特別セット

として寄贈しました。 

 

【メディアお問い合わせ先】 

株式会社山田養蜂場 文化広報室 滝口（kt2040@yamada-bee.com） 森山（em1856@yamada-bee.com） 

〒708-0393 岡山県苫田郡鏡野町市場 194  TEL：0868-54-1906  FAX：0868-54-3346 

回 寄贈年 寄贈校数 寄贈冊数
1セット内

冊数
寄贈対象 備考

第1回 1999年 650 6,500 10冊 全国

第2回 2000年 665 6,650 10冊 全国

第3回 2001年 1,088 17,408 16冊 全国

第4回 2002年 1,618 16,180 10冊 全国

第5回 2003年 1,474 16,214 11冊 全国

第6回 2004年 1,552 17,072 11冊 全国

第7回 2005年 1,386 15,246 11冊 全国

第8回 2006年 1,463 13,167 9冊 全国

第9回 2007年 1,673 21,749 13冊 全国

第10回 2008年 22,623 271,476 12冊 全国 10回記念として全国の小学校に寄贈

第11回 2009年 2,535 30,420 12冊 全国

第12回 2010年 2,975 32,725 11冊 全国

2,208 26,496 12冊 全国

5 7,612 1,903冊 被災地 ★特別版

65 756 12冊 被災地 ★特別版

1,829 22,056 12冊 全国

1,147 13,913 12冊 被災地 ★特別版

1,831 18,400 10冊 全国

1,142 11,420 10冊 被災地 ★特別版

第16回 2014年 2,972 26,838 9冊 全国

第17回 2015年 2,605 18,361 7冊 全国

第18回 2016年 2,148 19,413 9冊 全国

第19回 2017年 1,974 19,830 10冊 全国

第20回 2018年 2,079 16,736 8冊 全国

第21回(予定) 2019年 1,825 18,340 10冊 全国

61,532 684,978寄贈総数

第13回 2011年

第14回 2012年

第15回 2013年


