
2020年1～2月開催、病院や保育園など
の福祉施設を中心に、2週間で41箇所を
巡回し、6,500人を動員したチーム山梨
のノウハウが詰まった一冊
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 １．プペルバスとは　What's Poupelle bus

１万部売れれば大ベストセラー
と言われる絵本市場で、
累計発行部数40万部を突破した
西野亮廣さん著の絵本
えんとつ町のプペル

インターネット上で全ページを
閲覧することができる

光る絵本が展示された
『えんとつ町のプペル展』
の動員数は60万人を突破、
2019年には東京タワーと
エッフェル塔での個展も
開催された

光る絵本展を個展に行けない子
どもたちにも見せてあげたいと
いう想いから、クラウドファン
ディングで支援を募り、移動式
個展会場プペルバスが誕生した

◎クラウドファンディング［山口修平・2019年実施］
「病気などで個展に行けない子ども達の元へ『えんとつ町のプペル
　光る絵本展』を届けたい！（目標金額5,000,000円）」
　サポーター548人！総支援額8,586,000円！ p1



 ２．プペルバスにできること　What can do

①病院の子ども達へ　　　　
山梨開催では５箇所の病院へ
光る絵本展を届けた。
国立病院機構甲府病院では、
重心病棟の患者さんにも届け
ることができた。

②寺院とのコラボ　　　　
指定文化財である恵林寺との
コラボが実現。
5時間で1500人以上が参加し、
山梨開催での最多参加者数を
記録した。

③保育園の子ども達へ　　　　
個展に行けない子にレッテル
を貼らないよう、全ての園児
を対象として個展を届けた。
どの会場でも子ども達の笑顔
と笑い声が溢れていた。

④支援学校の子ども達へ　　　　
様々な理由から毎日登校でき
ない子が多い中で、開催日は
過去最高の登校数となった。
校長先生からも感謝のお言葉
をいただいた。 p2



 ２．プペルバスにできること　What can do

⑤障がい者施設の子ども達へ　　　　
車椅子や弱視など、個展への
行き辛さを抱える子ども達が
家族と一緒に楽しんだ。
施設で作っているクッキーや
作品なども宣伝した。

⑥児童養護施設の子ども達へ　　　　
保護者的存在である先生方が
施設の児童たちと一緒に光る
絵本展を楽しんだ。
児童養護施設を知ってもらう
ための機会にもなった。

⑦子ども達全員参加費無料　　　　
山梨開催では、高校生以下の
子ども達は全ての会場で参加
費を無料とした。福祉施設は
大人の方も参加費無料とし、
85%以上の方が無料となった。

⑧事前に絵本125冊を寄贈　　　　
福祉施設には事前に絵本の寄
贈を行ったことで、先生が読
み聞かせをしてくれて、当日
の子ども達の楽しみが数倍増
した。ここは重要ポイント！ p3



 ３．参考資料：山梨での開催日程　Schedule in Yamanashi

p4



 ４．参考資料：山梨での収支報告　Income and expenditure

p5



 ５．プペルバスの仕様  　

全長約7ｍ

車幅約2.3ｍ

車
高
約
3.3m

p6

全長約7ｍ

車
高
約
3.3m

※風船は付いていません

マイクロバス中型（4t）日野リエッセPB-RX6JFAA
運転には中型免許か中型免許限定解除が必要です。

↓ルーフにも秘密が…



 ６．設営手順　part1

p7

①座席の取り外し

道路交通法の関係上、公道
を走行する際には座席を設
置する必要があります。

現地での取り外し・取り付
けが必要になります。
（2人席×2、1人席×2）

椅子はネジで簡易固定され
ており、素手で簡単に取り
外し・取り付けすることが
できます。

2人席が重く、出入り口が
狭いので、男性のスタッフ
が数名いると安心です。

取り外した椅子は見えない
ところに置いておきます。
雨天の際には濡れない場所
の確保が必要です。

○作業時間目安：10分程度



 ６．設営手順　part2

p8

②荷物の運び出し　　　

バスの中にはプペルバスの
運営に必要な様々な物品が
乗っています。

光る絵が入っている箱以外
の物品を、全て車外に搬出
します。

左の画像くらいの量になり
見栄えが良くないので、
開催地の方と予め置き場を
話し合っておくと良いです。
雨天時にも対応できるよう
準備しましょう。

バス停の標識とプペルバス
の看板も乗っています。
事前に一度設置してみると、
本番でスムーズにできて安
心です。

○作業時間目安：5分程度



 ６．設営手順　part3
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③電源の確保　　　

バスの内部は真っ暗なので、
準備中はルームランプを
使用します。

絵本を光らせるために、
家庭用電源を確保する必要
があります。

消費電力は多くありません
が、開催地の事前の承諾が
必要です。

バス（運転手席の窓）から
コンセントまで、延長コー
ドでつなぎます。

ドラムを巻いたまま使用し
ていたため、コードが焼け
てしまいました。
5A用のリールを全部引き出
して使用します。

○作業時間目安：5分程度



 ６．設営手順　part4
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④絵の設置　　　

荷物の運び出しがある程度
済んだら、平行して光る絵
の設置を始めます。

座席を設置していた前方の
5列×4行＝20枚分の絵を
設置します。

段ボール内から個別に梱包
されている絵を取り出し、
下から順に取り付け、コン
セントを差していきます。

絵にはナンバリングがされ
ていますので、順番を間違
えないように取り付けます。

取り付けが全て終わったら、
コンセントをつなげます。
プペルの音楽を流し、いよ
いよスタートです！

○作業時間目安：10分程度



 ７．バリアフリーについて
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バスに入る際、段差が大き
いので、小さいお子さんや
身体の不自由な方のために、
木製のステップを準備して
おくと良いです。

プペルバスが始まると、
出入口が大変混雑します。

バスの出入口にはスタッフ
が常駐して、出る人、入る
人を順番に誘導しましょう。

車椅子やバギーなども入れ
ます。車椅子やバギーだけ
を先にバス内に入れ、人は
抱っこやおんぶで乗車させ、
車内で椅子に座らせてあげ
てください。

お年寄りや赤ちゃんを抱っ
こされている方などは、歩
いて乗車して、一番後ろの
座席に座って鑑賞も出来ま
す。



 ８．事故防止のために

p12

車内後方には段差がありま
す。
車内はそれほど暗くないの
で段差も見えますが、絵に
集中しているとつまづいて
しまうことがあるので、注
意が必要です。

小さい子どもやお年寄りの
方、足の不自由な方、目の
病気などの方には特に注意
してスタッフが案内してあ
げてください。

また、一番気を付けていた
だきたいのが、車内に入る
時の仕切りになっている
黒いカーテンが長いので、
裾を踏んで滑る事です。

バスの出入口にもスタッフ
が常駐し、カーテンの開閉
及び誘導を行ってあげてく
ださい。



 ９．一度に案内できる人数と時間について

p13

ストーリーテラーを行う場
合、後ろにさがって一列で
並んでもらうには、大人10
名くらいがMAXです。

小さい子ども達であれば、
15～20名位は入れます。

※上記はコロナ前の対応で
す。新型コロナ対策のため
に、一度に案内する人数の
制限が必要になりました。

ストーリーテラーがいると、
満足度が向上し、絵本を
買ってくれる人も増えます。
読み聞かせではなく、光る
絵に合わせて物語のあらす
じを話します。

ストーリーを聞いた後、
自由に絵を見たり写真を
撮ったりする時間が必要
です。1組10～15分程度
が目安です。

行列になること
もしばしば



 10．人員配置について（目安）
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プペルバス当日は大変な混雑が予想されます。
事前の役割分担とチームワークが重要です。

○物販：１名以上（現金を扱うので、複数が望ましい）　　　　
○入口担当：１名（バスの運転席付近での社内の様子確認・
　　　　　　　　　入場人数カウント・カーテンの注意喚起）
○ストーリーテラー：１名以上（複数いれば途中交代可）
○バスの内外でのカメラマン：１～２名（外の誘導を兼務）

全体指揮を執る者も合わせて、最低５名以上いると安心です。
設営、撤収作業も５名以上いればスムーズに進みます。
設営、撤収にはそれぞれ30分程度は見ておいた方が良いです。

撮影用備品：シルクハット、蝶ネクタイ、看板
（撮影時に声掛けしてあげましょう！）



 11．車外に展示する

p15

プペルバスin山梨では、
病院内での開催や恵林寺展
の際に、光る絵をバスから
降ろして展示しました。

バス内に山梨スタッフ特製
の黒色イーゼルがあります
ので、ご自由にご使用くだ
さい。

但し、絵の重さで足が開い
てしまいますので、後ろの
脚を養生テープなどで固定
してください。

絵の設置には人手と時間と
コンセント（大量の延長
コード）を要しますので、
開催場所の担当者と事前に
十分な打合せの上、当日は
多めのスタッフ配置で臨む
ようにしましょう。



 12．（参考）光る絵の仕様
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30cm×30cmタイプ 30cm×60cmタイプ

【額部】

枚数 40枚 1枚

主な素材 木　スチール

額縁外寸 縦342mm×横342mm

厚さ 50mm
※ケーブル等突起物含まず

窓寸 縦282mm×横282mm 縦282mm×横582mm

マット部内寸（絵のサイズ） 縦200mm×横200mm 縦200mm×横400mm

【発光部】

主な素材 アルミニューム＋PMMA

入力電圧 AC100V～240V　50/60Hz

消費電力 18W 24W

コード長 アダプターまで2000mm
コンセントまで1500mm

使用光源 LED（交換不可）

調光段階 1段階

発光効率 90～100lm/W

色温度 4500-5500K(昼白色)

【その他】

動作温度 －20℃～＋45℃

設計寿命 40000時間


