
子 ど も た ち の 読 書 の 取 り 組 み

　八重畑小学校では、読書に親しみ読
書を楽しむ子どもが育つことを願って、全
校朝読書や学年ごとの目標冊数読破の
取り組みを進めています。また、毎週金曜
日の朝に行われているアインブーフの皆さ
んの読み聞かせは、5年目を迎えています。
　親子読書への取り組みも進めており、
昨年親子で書いた読書紹介文をまとめた
小冊子「おやこで読書」を発刊しました。
その中に紹介されている本を月２冊以上
読むことを目標としています。夏・冬休み
には、親子で読んだ本を感想カードに書
いて展示し、紹介しています。

　八重畑保育園では、感情豊かな、思い
やりのある優しい子どもに育つことを願っ
て、本にふれる機会を大切にしています。
　園児たちは、担任やアインブーフの皆
さんの読み聞かせを楽しみにし、瞳を輝か
せて聞いています。
　3～ 5歳児は、月刊絵本を購読してい
ますが、5歳児は、180冊ある園長図書
館からも好きな本を選んで読んでいます。
　保護者には、「心が育つ親子読書・や
さしいおかあさんの声のプレゼント・楽し
んで子育て」と呼びかけ、親子読書をす
すめています。

八重畑保育園
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この冊子は、いわてコミュニティ・スクールステップアップ事業─特色ある地域との連携補助事業─の助成を受け作成しました。
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みんなで
読 書

八重畑のみなさんのおすすめの本がいっぱい！

平成21年度  地域ぐるみ読書推進事業

こ ど も ・ 家 庭 ・ 地 域 　このたび、八重畑コミュニティ協議会では地域ぐるみ読書推進事業の一

環として、小学生から大人の方まで地域の皆様から寄せられた、読書紹介

文をまとめたリーフレットを発刊しました。どの作品も読んだ本の魅力が伝わっ

てくる素晴らしい内容です。

　また、読み聞かせ読書ボランティア「アインブーフ」の皆さん、保育園、小

学校が行っている読書活動の内容も紹介しています。

　このリーフレットを通じて、読書の楽しさを伝えるメッセージが、皆様の心に届

き、八重畑地区の読書活動を一層推進するきっかけになればと願っております。

　読み聞かせボランティア「アインブーフ」は、平
成17年に結成してから5年目を迎えました。会員
は4名から11名に増え、子どもたちへの読み聞
かせを中心に活動しています。主な読み聞かせ
は、小学校での毎週金曜日の朝の時間と、月1回の保育園訪問ですが、昨年の「全国訪問おはなし隊」に
参加するなどして、活動の場を広げてきました。また、読書環境を整備する活動として、図書整理や修理作
業も継続しています。
　グループ名「アインブーフ」は「一冊の本」という意味で、子どもたちに夢や希望を届けたいという願いか
ら名づけ、本への尽きない思いを活動の源としています。これまでの日 を々振り返り、読んだ物語が延べ
650話ということに感謝するとともに、これからも読み続けていきたいと願っています。

八重畑に読書の輪を広げよう 八重畑コミュニティ協議会
会長　市川　泝

子どもたちに
読み聞かせのプレゼント
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回の保育園訪問ですが 昨年の「全国訪問おはなし隊」に

「アインブーフ」代表　小原　康子

八重畑地区読み聞かせボランティア
「アインブーフ」の紹介

読み聞かせを始めて
晴山 裕子

　「読み聞かせ、やってみない？」という誘いに、
最初は戸惑いながらも、私は引き受けました。
私が読み聞かせをすることで、あまり本に関心が
ない息子が、少しでも興味を持ってくれたらという、
期待もありましたが･･･。
　読み聞かせにはどんな本がよいか悩みましたが、
「高学年ほど絵本を見る機会が少ないから、難し
くない絵本もいい。」という先輩方の意見や、息
子の希望を取り入れながら選んでいます。以前、
同じ本を1年生と6年生で読んだ時、感想が全
く違っていて、驚いたことがあります。
　最初は、息子のために始めた読み聞かせです
が、今は色々な本を子どもたちに紹介することが
出来たらいいなと思っています。

ブックスタートを通して
佐々木さつき

　「ブックスタート」という言葉をご存知でしょうか？
赤ちゃんが初めて本にふれることを「本を始める＝
ブックスタート」と言います。花巻市では11ヶ月
の乳児に、ブックスタートとして2冊の本をプレゼ
ントしています。
　11ヶ月の乳児に、本は早いのではないかと思わ
れる方もいるでしょうが、私たちが読みきかせを始め
ると、ほとんどの子がじっとこちらを見つめ、耳を傾
けるのです。保育園児の読みきかせでも同様です。
　本を見つめるつぶらな瞳は、私たちにとって心
安らぐものの一つです。こんなに素敵で愛情に
満ちた時間を、子どもたちの身近な人と一緒に
過ごせたらどんなに幸せなことでしょう。そんな幸
せを感じられるきっかけを、読みきかせを通してつ
くっていけたらと思っています。

「やさいのおなか」
福音館書店
作・絵 木内勝

シンプルな絵本を楽しむ
晴山 和美

　身近にある野菜の断面をおなかに見立て、野
菜の美しさや不思議さに目を向けさせてくれる本
です。
　「これなあに」の言葉のとなりには、モノクロの絵
があります。黒い丸の内側に、細かい丸があるだけ
です。次のページには、切り口絵と半分に切った
写生の絵があります。この答えはサツマイモです。
　私は、この本を読みきかせに使うことが多く「ク
イズしよう。」と言うと、子供たちの目は輝きます。
ヒントは「やさい」だけです。いつも見ている野菜
だけに子どもたちは次 と々答えますが、サツマイ
モのモノクロのページでは、一瞬言葉につまる
のです。この反応が楽しくて、次は何年生で読
もうかと考えるのです。

「ふたりはともだち」
文化出版局
作・絵 アーノルド・ローベル
訳 三木卓

友だちっていいな
杉原 真由美

　読み聞かせをしてみて、子どもたちが喜んで聞
いたおすすめの本を紹介します。
　少しおこりっぽいけど本当はやさしいがまくん
と、がまくんのことが大好きなかえるくん。二人の
物語が5話、のっています。「はるがきた」は、思わ
ず笑ってしまうお話です。春になっても起きてこな
いがまくんを、かえるくんが起こしに行きます。まだ
ねむいがまくんは「5月のなかばごろになったら、ま
た起こしにきてよ。」と言って寝てしまいます。そこ
でかえるくんは、ちょっとびっくりするやり方で「もう
5月だよ。」と、がまくんを起こすのです。
　「おてがみ」は、とても温かい気持ちになるお
話です。友だちっていいなと思える本です。大
切なお友達を思いうかべながら読んでみてほしい
と願っています。



命を見直して　小６／伊藤　良子(南関口)
　みなさんは、「本当の幸せ」とは何かを知っていますか。私は、この本を
読んで、本当の幸せを知ることができました。
　瞳さんは13歳9ヶ月で天国へ旅立ちました。瞳さんは、何ごとにも前
向きに生きていく人でした。でも、そんな瞳さんに「がん」が見つかりました。
瞳さんは、「私ががんでよかった。もし、母さんががんだったら、つらくて生
きてゆけない。私、選ばれたと思っている。」と話しました。
　私に、もしがんがあるとしたら、瞳さんみたいな生き方はできないと思い
ます。今、私達が元気に生きているのは、瞳さんが見守ってくれている
からかもしれません。私は、この本に出会うことができ、本当によかった
と思っています。

いのちの作文
ハート出版
作 綾野まさる

平和を祈り愛に生きた医師　中１／菊池　学（南滝田）
　この本には、永井隆という人が、あと三年の命と宣告されるほどの白
血病を背負い、さらに太平洋戦争による長崎の原爆の被害にあいなが
らも、医師としてみんなを救うために力を尽くしたということが書いています。
　彼は、平和は人を愛することからはじまるという考えを持ち、心から平
和を願い、そして平和を訴えた人です。
　彼が書いた話は人 を々感動させ、歌になり、映画にもなり、日本中の
人を元気づけました。また、いくつかは外国にも紹介され、彼の思いと
生き方は、世界中の人々にも感動を与えました。
　この本は、そんな永井隆のメッセージや生き方から平和の大切さを教
えてくれる本です。

永井　隆
童心社

作 中井俊己

医療と生命　高２／佐藤　貴紀（猪鼻）
　この本は、現代における救命救急センターと患者との厳しい現状が鮮
明に書かれています。
　救命救急センターに運び込まれる患者の死亡率は3割を超え、心肺停
止状態の患者が少なくありません。そういった患者を蘇生できても植物人間
になってしまうこともあり、医師達は蘇生できたが故に起きてしまうこの現状
に、頭を悩ませています。医師は患者全体を診なければならないのです。
　医師は神様ではないのですから、すべての患者を救うことは不可能だとい
うことを改めて感じさせられました。同時に医療の限界を知っておく必要もあ
るのだと思いました。
　この本は私達に対し、生命の大切さについて問いかけ、そして考える
機会をくれる一冊です。 

救命センターからの手紙
集英社

作 浜辺祐一

宮沢賢治を育んだ盛岡市　小原　正通（西八重畑）
　我がふるさと花巻市が生んだ宮沢賢治は、いまや国内はもとより世界
でも名の知れた詩人であり、童話作家でもあります。
　この賢治を文学青年として、さらには農民指導者として育んだ町は、
盛岡だと思われます。その始めは、明治41年（1908年）10月、花城
小学校6年生の修学旅行で盛岡を訪れたことです。途中の車窓から見
る岩手山や景色に感激し、さらには盛岡の見学施設や岩手公園等、
見聞きしたものが感動の数 で々あったそうです。
　その後、明治42年、盛岡中学校入学、大正4年盛岡高等農林学
校入学と、最も人間形成と知識の習得時代に盛岡で勉学に勤しんだ事
が、後の賢治を形成したと思われます。賢治と盛岡で学ばせた両親にも
感服させられました。

賢治と盛岡
賢治と盛岡刊行委員会

作 牧野立雄

大切な心　小森田　寿恵（北関口）
　「おまえ　うまそうだな」なんて、ちょっとこわそうな題名ですが、とてもす
てきな絵本です。
　おなかをすかせた大きな恐竜が赤ちゃん恐竜を見つけてとびかかろうと
するのでした。でも、純粋な心の赤ちゃん恐竜と過ごしているうちに･･･。
　今、大人でも子どもでも、自分勝手と言われる人が増えているような
気がします。人を思いやる気持ち、がまんする気持ちなど、そんな大切
な気持ちに気づかせてくれる一冊だと思います。
　やさしい涙が自然と流れてくるような、せつなくも、心あたたまるお話な
ので、ぜひ読んでみて下さい。

おまえ うまそうだな
ポプラ社

作・絵 宮西達也

読書の苦手な人へ　小原　愛子（東中島）
　「読書と言われても活字が苦手」という人は、絵画コーナーをのぞいて
みてはいかがでしょうか。
　著者の星野富弘さんは、若い時に事故にあって、首から下の自由が
失われました。1981年からずっと、口に筆をくわえて花 を々書き続けて
います。21世紀になってから、さらに絵がパワーアップしています。
　「筆を噛み砕きたい時がある　槍のように突きたてたい時もある
　 さまざまな思いが　風のように過ぎて花を見ている」
赤いアネモネの花の絵に添えられた詩です。
　喜怒哀楽を素直にぶつけている星野さんに、感動と尊敬を18年間持ち続
けています。

《花の詩画集》
花よりも小さく

偕成社
作 星野富弘

私たちはなぜ歴史を学ぶのか　中村　萬敬（東八重畑）
　私たちは、なぜ歴史を学ぶのか。この問いに対し、「学校の教科にあ
るから」と答える方が多いと思います。しかし、歴史は教科書に書いてい
るものだけではありません。人間としての生活が営まれている限り、そこ
には歴史があるのです。
　細かい話をすれば、私たちの住む花巻市、石鳥谷町、八重畑地区など、
それぞれに教科書では学ぶことができない歴史があります。そして、そこ
には昔の人々の暮らしや先人たちの生き方など、郷土の誇りとして後世
に伝えていかなければならない歴史もあります。
　このようなことを考えると、いしどりや歴史散歩Ⅱ「郷土の先人たち」は、
私たちにひとつのヒントを与えてくれる一冊だと思います。

いしどりや歴史散歩Ⅱ
郷土の先人たち
菊池邦雄著・自費出版

リンゴに育てられるよろこび　小原　典子（西八重畑）
　八重畑はおいしいりんごの産地ですが、この本はりんごが農薬や肥料
にたよらずに花が咲きやっと実をつけるまでの歴史と、それを手助けする
木村さんというリンゴ農家の方の素晴らしいお話です。木村さんは、りん
ごの木、一本一本に話しかけ手をかけ、愛情が湧いてくる程じっくり観察し、
どうしてあげたらりんごは元気になってくれるだろうと、自然界全体を考え
に入れて熱心に探求しました。くじけそうになった時の家族の理解と協力、
そして何よりも、木村さんの自然に同調させた本来の作物の育て方に何
度も感動しました。
　苦しさを笑顔に変える強さはどこからくるのでしょう。読み終えると、今
後の農業の道筋が一本見えた気がしました。

リンゴが教えてくれたこと
日本経済新聞出版社
作 木村秋則

ものを大切にする心　髙橋　由美子（東五大堂）
　2004年から始まった「もったいないばあさんシリーズ」です。もったいな
いことをしていると、すぐにやってくるおばあさん。今では知らない子がい
ないほど知れ渡っているこの本には、忘れていた昔からのおばあちゃんの
知恵が、ぎっしりと詰まっています。
　ものが豊富にあり、なんでもすぐ手に入る今、大切にしなければならな
いのは何かを伝えてくれます。同時に、地球環境についても各方面から
いろいろな紹介がなされており、子どもたちと一緒に学ぶよい機会ではな
いかと思います。
　この本の最後は「もったいないことをしていないかい。」と問いかけていま
す。ものを大切にする気持ちを、親子で学びたいと思える一冊です。

もったいないばあさん
講談社

作・絵 真珠まりこ

戦中を明るく生きた少年の話　継枝　弥（北滝田）
　この本を読んでいると、戦時中の暗い世の中を明るく生きた少年の姿
がとても楽しく思えます。舞台美術家の作者だからでしょうか、一つ一つ
の事件は本当に悲しく、暗いはずなのに明るく読みやすく表現されている
ような気がします。
　同時期の青春記として、小林左京の「やぶれかぶれ青春記」があります。
これは少年Ｈの作者と違い、近視であるがために、よい兵士になれない
と周りからいじめられる悲しい出来事が、ベースになっています。
　どちらもおもしろいのですが、暗い青春時代を過ごした私は、後者の
作品に共感をおぼえてしまうのです。

少年Ｈ
講談社

作 妹尾河童

生活と農業の大切さ　能登谷　芳孝（猪鼻）
　この本（旧「こどもの光」）は、子ども達に農業の大切さ、自然のすばら
しさ、みどりの必要性をマンガやイラストを使って教えています。
　農家に生まれ、自然の恵みをもらい、のびのび暮らしている私たちが、
未来に伝え、残さなければならないものが沢山あります。毎日、地域の
皆さん、お友だち、お家の方 と々力を合わせて生活できる幸せ、お米、野菜、
果物やお花のつくり方、牛、豚、にわとり等の育て方、バランスのとれ
た体にやさしくおいしく食べられる食事のつくり方がわかりやすく書かれて
います。また、日本の農業や日本でつくられる農畜産物の安心安全、
大切さも伝えています。心豊かな人間性をはぐくむ食育の本としても読ん
でほしい本と思います。

ちゃぐりん
（社）家の光協会

生命の大切さ　中村　萬四郎（北関口）
　この本は、私が学生時代に感銘を受けた本です。
　タイトルどおり、地域からも、父親からも期待された少年がその重みに
耐えかねて悩み続けたという話です。
　80年近く生きてきた今、思うことは「生きる事は決して楽しい事ばかり
ではない。」ということです。自分を大切に思い、他人の痛みもわかる、
私はそんな世の中になって欲しいと思います。
　競争社会で、一番になることもある意味では大切かもしれませんが、
その結果、今、世の中は一気に進み過ぎて、皆一番大事な物を忘れ
てしまった様な気がします。是非、読んで欲しい一冊です。

車輪の下
偕成社

作 ヘルマン=ヘッセ
訳 秋山英夫

八重畑のみなさんのおすすめの本 読書の楽しさを伝えるメッセージ


