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親子読書“推薦文”一覧

推薦文
グレッグがすいえいたいかいで、いきもしないでプールで１０分間ももぐったので、すごい
と思いました。
プラスチックモデルを作成したことがある人には有名な企業です。今は、成功して大きな企
業になりましたが、そこに行くまでの苦労や努力、人と人の関係まで、とても詳しく書いて
あり、ぜひ現代の子たちに読んでほしいと思います。仕事に対する熱意が困難なことがあっ
ても乗り越えていく力になることを読み取ってほしいと思います。
あめがふってもかさをささずにたいせつにしていたのが、ちいさなこどもたちのあめのひに
うたをうたったことでかさをさすたのしさをしった。
哲男が「０てんにかんぱい」と言う場面がいくつかあり、その場面が印しょう的でした。こ
の本は、読んでいる人に「しっぱいもだいじょうぶ」ということを伝えたいんだと思いまし
た。もう一つ「たのしく勉強すればしっかりおぼえられる」ということを伝えたいんだと思
いました。この本を読んで、勉強にやる気がでてきました。
ふたばおじいさんの「学校はまちがうところなんだ。そのまちがいをテストがおしえてくれ
てやりなおす。それが本当の勉強というものだ」という言葉に“はっ”としました。間違い
があるとつい「何で分からないの？」と言ってしまうのですが、しっかりし「やり直す」こ
とが大切だということを気付かさせてもらいました。誰でも点数が悪ければがっかりしま
す。そんな時に怒られれば更にがっかり・・・はげましながら一緒に考えてあげるようにし
たいなぁと思いました。
１００階建ての家で、１階２階３階と続き、ネズミさんの家だったりリスさんの家だったり
楽しい本です.１００階まで続きます。
１００かいだてのいえには、いろいろなどうぶつがすんでいておもしろかった。ぼくもあそ
びにいきたいとおもいました。
毎日読んでいたので、何の本かと聞いたら、マンガの三国志でした。３０巻まであるとのこ
と。面白いから読んでみてと言われ私も読みましたが、難しいと思っていた三国志が、マン
ガでスラスラ読めました。歴史物語のとりかかりが、マンガというのもよいなあと思いまし
た。まだ１５巻ですが、続けて読みたいと思います。
そのねこが何度死んでも生きかえったのは、嬉しいとか悲しいなどの感情を持たない、まる
でろぼっとのような生き物だったからなのか。だから、初めて心から思いを寄せる白いねこ
に出会い、別れを経験した時、感情を持ったねこは二度と生きかえらなかったのかと思っ
た。「思う」ことの大切さを子どもにも感じて欲しいと思った。
自分のことが一番好きだった１００万回生まれ変わったネコが最後に自分より大切なものを
見つけもう生まれ変わることはなかったというお話。愛するもの自分よりも大事なもの守り
たいものをみつけてこそ、本当の意味で生きるということなんだと考えさせてくれる素敵な
絵本です。子どもから大人までみんなに読んでもらいたい一冊です。
このほんは、やすみのときにいっしょにつくって、いろんなひとにたべさせたいからえらび
ました。きらきらすたーぜりーがきらきらできれいだからつくりたいです。あみおかあさん
ちとばーやんちのひとにたべてもらいたいです。
１１ぴきのねこたちがつくったコロッケをあほうどりたちがいっぱいたべていたところがお
もしろかったです。
１１ぴきのねこたちがつくったコロッケをあほうどりたちがいっぱいたべていたところがお
もしろかったです。１１ぴきのねこの話はいろいろありますが、絵がとってもかわいらしく
見ているだけでも楽しい絵本です。物語もわかりやすく、おもしろい。あほうどりと１１ぴ
きのねことコロッケの話は最後がおもしろくてとっても大好きな話です。
このお話は母を亡くして家を飛び出した孤独な少年「漣」は不思議な世界「渋天街」に迷い
込みバケモノの弟子になり奇妙な師弟関係の中冒険を繰り広げる感動的な絵本です。
普通の生活している今が普通に幸せと感じる一冊だと思います。
主人公の佐藤和真がトラックではなくトラクターにひかれたと勘違いしてショック死してし
まう。死後の世界で女神のアクアと出会い、異世界で魔王討伐のため冒険をする。途中から
魔法使いのめぐみんや騎士のダグネスと出会い３人と和真の掛け合いが面白く、次はどうな
るのだろうとワクワクしながら読むことができました。楽しくて次のシリーズも読みたくな
りました。
この本は、映画がにもなった物語。小説、映画とたくさん楽しむことができました。小説映
画とたくさん楽しむことができました。幸せな気持ち純粋な気持ち悲しい気持ち不思議な気
持ちいろんな感情があり、この物語は何度読んでも飽きないと思いました。衝撃的なのが、
真緒が実は猫であるということ。真緒には浩介へは話していない秘密がそのことだった。そ
の事実を知ったとき、だからあの時そうだったのか、と疑問伏線が解消されました。おすす
めの一冊です。
かぞくみんなでかわでせんたくをしているおはなしです。さいごにかわでおよいでいまし
た。わたしもかわでおよいでみたいとおもいました。わたしのおかあさんもせんたくがだい
すきです。
１４ひきシリーズの本はたくさん読んでいます。暑い日にたくさん洗濯をする様子を見てい
るので、今回この絵本を一緒に読みました。洗濯も川で遊ぶこともとても気持ちがいい。楽
りんごがいきているようにおもうのでおもしろかったです。
りんご１個でもそれぞれの感じ方があり、ものの見方は一つではないということを教えてく
れるステキな絵本でした。
私はこの本で興味を持ったところは、相原という主人公の英治の親友が「子どもはなんで大
人の言うことを聞かなきゃならないのか？」といううらみを男子に言ったら解放区というと
ころで子どもたちだけの世界を１週間だけ作ろうという発想に興味を持ち、私はこの本を小
学校から読んでいたので特に親子におすすめです。
１週間後にオレをふってくださいの中に入っていた七日夢を読んで主人公の大介が時間がな
いから加藤さんの家を横切って近道しました。それで、大介が盆栽の鉢を落としてしまっ
た。誤ったけどじいさんが薄ら笑いをうかべドアが全部締まり枝も足に巻き付き大介が大変
なことになったけどそれは、夢を見ていて七日間続いて七日夢だと知って少し怖かったけど
面白いお話だと思いました。
ロンドンの警察に予告状がとどいた。マリオネットという怪盗で世界最大級のダイヤ、アフ
リカの星がねらわれて、一度アフリカの星を怪盗マリオネットにうばわれたものの、ぼくら
ＺＡが協力してアフリカの星をとりもどしたので、ＺＡ＋ぼくらがマリオネットに勝利した
ので、勇気がありすごいのでいい本だと思いました。
昔子どもの頃に読んだ「ぼくらの七日間戦争」の作者宗田理先生のぼくらシリーズの一作品
を読みました。中学生と思えないほどしっかりした子どもたちが探偵になり、ロンドンまで
行って怪盗マリオネットをつかまえようとするが失敗してしまい、日本に戻り、最後には中
学生達の「２年Ａ組探偵局」の勝利になります。また今後もこのシリーズか続くようなの
で、このシリーズの別の話を読んでみようと思います。

１７歳と若い時より、、発明にいそしむ筆者の体験が書かれていて、味の素が出来上がる過
程が書かれているのですが、さほど苦労せずたんたんと進め、解決していったように表現さ
れているのですが、逆に実は、難題を解決するためにいろいろ試行錯誤したのではないか、
それとの群発に安直に出来上がってしまったのかと思わせてしまいます。それにしても味の
素が滋養のために作られたことには驚きました。発明に興味を持ってほしいと思います。
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北村山 葉山中 ３匹のおっさん

有川浩
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北村山 葉山中 ５分後に意外な結果

金谷敏博
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北村山 葉山中 ５分後に意外な結果

麻希一樹
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天童東
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北村山 葉山中
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北村山 葉山中 Ａ型の自分の説明書

Ｊａｍａｉ
ｓ

私はこの本を読んで、自分に当てはまるものがたくさんありました。これまでよくわからな
かった自分も少しあったけど、この本を読んだら「そうだったのか」と思えるようになりま
した。祖セぞれが作り上げてきた「自分」を大切にこれからの生活に歩んでいきたいです。
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北村山 葉山中 Ｂ型自分の説明書

Ｊａｍａｉ
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佐藤真海選手は二十歳の時骨肉腫のため右足下切断。義足生活となるが、大好きなスポーツ
を通して再び自分らしさを取り戻す。陸上走り幅跳び日本代表として、アテネ、北京、ロン
ドンと三大会パラリンピックに出場。「限界のふた」を外しどこまでも挑戦し続ける佐藤真
海選手の命の輝きがほとばしる物語。
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北村山 葉山中

Ｄａｉｇｏの心を強く
Ｄａｉｇｏ
する３００の言葉

「昔あるところに言葉の世界がありまして、その真ん中に穏やかなひらがなの国がありまし
た。」からはじまるひらがな国でおきたふしぎなお話。「夢うつつ草紙」にて初出された作
品を著者が加筆修正、柚木沙弥郎が原画を描きおろし絵本となりました。文も絵も素晴らし
く私のお気に入りの一冊です。ぜひ読んでみてください。読み聞かせにもおすすめです。
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北村山 葉山中 Ｘゲーム

山田悠介
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西置賜 小国小

あおいくんときいろ
ちゃん

レオ・レ
オーニ
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西置賜 小国小

あおいくんときいろ
ちゃん

レオ・レ
オーニ
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東置賜 大塚小 あおい目のこねこ

エゴン・マ
チーセン
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北村山 葉山中 青鬼異形編

黒田研二
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北村山 葉山中 青空のむこう

アレック
ス・シア
ラー
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北村山 葉山中 青空のむこう

アレック
ス・シア
ラー

５分後に意外な結末という本は、読めば読むほど次の話を読みたくなる本です。これを読め
ば本が苦手という人でも好きになると思うからです。
私は、この本の中で、好きなスープが三つあります。一つ目は、「レタスとハムのコンソメ
スープ」です。このスープは作ったことがあって、すごくおいしかったです。二つ目は「ポ
テトと赤ピーマンのコンソメスープ」です。これはまだ作ったことがありませんが、作れる
機会があれば作ろうと思います。
いつもはちちかははがほんをよんでくれるけど、ぼくがこのほんをははにあげました。
ちょっとうれしそうでした。クラスのみんなにもよんであげたいけど、もう７さいになった
私の親友が卒園式前夜にプレゼントしてくれた本です。ようやくすらすら本が読めるように
なった息子が母親の私に読み聞かせをしてくれます。３月生まれの息子は何をするにも同学
年の子に比べてゆっくりめで、この本の主人公そのまんまでした。本の帯には０～６歳の子
どもと親へとありますが、どんな親子も通ってきたことなのかもしれないと思い、ぜひ中高
学年の親子にもおすすめです。きっと「宝物」って思えます。
学校の読み聞かせで使用した本でした。シリーズがありこの本が良いと本人の希望があり読
みました。子どもたちと楽しく読めるので良かったです。寝る前に横になりながら読むとみ
んなぐっすり眠りに入ることができます。子どもたちのリクエストに応えて毎晩本をえらぶ
のが楽しみです。どんな本でも親子の関りを持つには読書はとても良いものだと感じまし
た。

この本は今の勇也にとても合った本だと思いました。特に重要だと思ったところは「セルフ
イメージと日常生活」というメッセージです。今の自分と向き合いブレない目標、日ごろか
らのポジティブ思考、言動、行動。この本の全てが今の勇也に当てはまり参考になると思い
ます。これからの人生にぜひ活かしてほしいなと思います。
わたしは、このＧＯ！ＧＯ！チアーズをよんでみて、感想は、二学期に転校したばかりの学
校でいきなりチアリーディングをすることになった夏樹、しかもメンバーは個性的な人ばか
りでリーダーが男子ということでわたしはびっくりしました。
主人公が転校先で色々な問題を乗りこえながらちありーでぃんくをするお話。最初はクラス
になじめず、みんなバラバラだったクラスメイトと最後運動会で一致団結してダンスを披露
出来た所は感動的でした。緊張感や躍動感が伝わってきました。その後は書かれていません
がチアリーディングを通してみんな仲良くなれたのかなと思います。
著者自身の話です。これまでの彼の人生を書いた本で、サッカーを通して様々なことを学ん
だこと等が数多く出てきます。自分を大きく成長させてくれそうな一冊だと思いました。自
分の生き方を少しでも考える時間を与えてくれます。興味があったら読んでほしいです。
エイリアン・ＵＦＯ・ミステリーサークルなどたくさん載ってあります。ミステリー好きな
人にはとてもよいです。
この本を読んで、ＵＦＯが現実にこの世界に来ていることが分かりました。今現実に自分た
ちの前に出てきたら大変なことになると感じました。世界では研究がされているが本当に公
表されていることだけではないのもいっぱいあるのではないでしょうか。映画のような世界
が現実にあるのかもしれないと考えてしまいました。
オーガストが、自分の顔のせいでいじめられているのに、それでも前向きに生きていくのが
感動しました。他にも、友だちからの視点からの所や、いろいろな所におもしろいネタが
あったりと、すごく良い本でした。
この物語は顔に障害をもつ少年を取り囲む家族や友人達のそれぞれの立場での思いが書いて
あります。そして私自身、傷害を持つ息子の親として読み始めました。長男は家族の協力や
周りの人たちにとても愛されて大きくなっています。歩岳もそれが当たり前に生活してきて
いると思います。でも、現実は傷害を持つこと納時用に兄弟もいじめられるケースが多いの
です。育てていく上で心配りしてきた事です。歩岳が「前向きに生きていく」という言葉に
安心し強さを感じました。この本を通してまたひとつ大きな成長をしたのかなと思います。
青年と木のお話です。青年の成長を見守る木に優しさが感じられます。小さいころによく読
んでもらった思い出の一冊です。
碧君ときいろちゃんがまざってところが、あえてよかったし、色がまざっておもしろかっ
た。きいろちゃんのおうちが、だれもいなくてかわいそうだった。蒼井君がきいろちゃんを
さがして、「どこかなぁ」といっていたところがかわいそうだった。
黄色ちゃんと緑君があまりにも仲良し過ぎて、色が混ざってしまったところは心が一つに
なったように思いました。心が一つになった二人は、とても楽しそうに見え、こちらまで気
持ちがはずむ様でした。親に気付いてもらえない場面では、親に認めてもらえない子どもの
ように見え、もどかしさすら感じました。
ねずみの国をみつけに行く青い眼のこねこ。途中で出会った黄色い眼の猫に意地悪をされて
も、それに振り回されず前向きにマイペースで旅を続けます。自分の気持ちを強く持って、
ひょうひょうと生きるねこがとてもすてきです。人の意見に流されそうになったとき、自分
の気持ちをもっと大切にしていいんだよと教えてくれる本です。
青鬼異形編は、青鬼のいる館で館から出ようとする中で、青鬼から、そして食べられて鬼に
なった仲間から逃げながらも残りの仲間と協力していくお話です。ミステリーなお話でとて
も面白いです。お話の結末を楽しみにしながらぜひお読みください。
昔から多くの方が読んだことのある本だと思います。毎日時間は過ぎています。でも、過去
に戻ることはできません。「今」を大事に生き、自分の周りの人、これから出会う人とその
時その時の時間を大切にしてほしいと思わせる本でした。娘も青春中様々な思いがあると思
いますが、今しかできないことを一生懸命にしてほしいと思います。
「生きているうちになにをしておくべきか、何が一番大切か」大人になっていき歳を重ねて
いくと誰もがそんなことを考えたことがあるのではないでしょうか。主人公のハリーは少年
時代にトラックにひかれ死んでしまいました。命の大切さ命の尊さを知るいいきっかけにな
る一冊でした。
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米沢

南原小

あのねサンタのくにで かのう
ね
じゅんこ

さらりとすごいことを書いている小説だった。頭で考えた文章ではなく感じるままに書きな
ぐった言葉が心にストレートに突き刺さり「生から死というそれまでの日々は大切に生きる
んだ」ということをこの本からは一番に学べました。
自分が人間の子どもなのか・・・赤い熊のぬいぐるみなのか・・・自分さがしの旅をする女
の子のお話です。自分に自信が持てず、マイナス思考な時がある息子に、嫌なことがある時
こそ家族の事を思い浮かべて笑顔でいてほしいとこの本を読んで伝えたかったです。
まず井田さんがタクシーを運転していました。そしたら、雑木林の近くの道路のはじに赤い
服の女が立っていました。井田さんがそこを避けて通って通過しそうになった時赤い服の女
がタクシーに走ってきて、井田さんが引いてしまって、でもその女はその前に死んでいまし
た。このほかにもあるから読んでみてほしいです。
２年生になってから初めて読み切った本です。世の中にはいろいろな人がいて、それを認め
合うことが大切なのだと教えられました。特に印象に残っているシーンは全部です。
皆さんにとって幸せとは何ですか?クッキーを食べるとき、寝ているとき、友達と話してい
るとき、などたくさんあるでしょう。この本にも主人公が幸せについて考える場面がたくさ
んあります。ほかの人に幸せについてきてみたり、一緒に考えたり・・。この本は読み終
わった後幸せな気分になります。しして、幸せについて考えます。「人生とはプリンみたい
なもの」このセリフの意味わかりますか・知りたかったら読んでみるといいですよ。いつも
と違う景色が見えるかもしれません
私は、この話をほんと映画で見ました。家族愛や動物愛などとてもいろいろな気持ちになる
話でした。真緒と浩介が再開し真緒の秘密などが明らかになっていくところが面白かったで
す。何度も読みたくなる話です。
自分が誰からの必要とされていないという気持ちから、どんどん過酷な日々を送ることに
なった著者の実話。自分の体を痛めつけてしまうほど、自殺に追い込んでしまうほどの精神
状態に陥ってしまう生活が、読んでいくほど頭の中に映し出されて悲しくなりました。で
も、そのような経験をしたからこそ、親友、友人、両親、いのちの大切さを知り、人間に
とって大事な愛という感情も知ることができたにだと思います。同じ本を読んだ娘がこの本
で著者のような日々を過ごしていること、自分がどれだけの幸せの中にいるのかというこ
と、命がどれだけ大事なものなのか感じ取ってくれたら幸せです。
９０歳の人が頑張っている。90歳になっても生き生きしている。９０歳の人に言われたらな
んでも。んだんだんだと思う。ちっちゃいことでくよくよしても必ず朝は来る。当たり前の
ことを言われているのにおもい。心に力がないとき心に響く一冊だと思う。今日も頑張ろう
あぶないときになると、どろんといろいろなものにへんしんするところがおもしろかったで
す。またよみたいです。
金子みすずさんの詩は優しい詩でした。わたしが読んだ「土」という詩は「すべての人が大
事でかならす役に立っているよ」と教えてくれる詩です。心が温まる詩がたくさんのってい
ます。大人も子どもも読んでもらいたい本です。
金子みすずの詩は、すべての物にやさしく、思いやりがあふれているようでした。とくに
「土」という詩は「みんなが大切な存在であり、役に立っているんだよ」とやさしく教えて
くれています。心があたたかくなる詩がたくさんのっています。たくさんの子どもに読んで
おおかみさんがかっこよかったです。きつねがくすっとわらったときがおもしろかった。
とてもやさしいおおかみさんでした。ケガをしたクマのために毎日毎日木の実を届けてあげ
るおおかみに感動しました
ウミガメの前あしの骨は、五本ゆびのようなものがあり、人間とほとんど同じ頭で、人工ヒ
レの形は思いついたんですが、一度作ってみた人工ヒレは重く、人工ヒレがとれないように
白ベルトでとめておいたのがとれたしまって、いろいろためして３５種類もためしていて、
あきらめない心がすごいと思いました。
本当にあったウミガメの話で、サメにおそわれ前足２本をかじられ、漁師のあみにひっかか
り、ウミガメ協議会の亀山さんに助けてもらい、色々な人たちが力を合わせて５年をかけて
３５種類の人工ヒレを作り、やっと悠ちゃんが気持ち良さそうに泳げることができたそうで
す。あきらめない心、生き物を大切にする心など、この本を読んで感じてくれたらいいなと
思いました。
ものすごくかんどうしてすごいなと思いました。とくにかんどうしたのが、ゆうちゃんをお
もうきもちのわです。たくさんの人たちがゆうちゃんをおもっているからです。
読書感想文には大変苦労していましたが、大好きな海の生き物の話は興味深かったようで
す。数年前に胴にウキワを付けたバンドウイルカを見たことがあります。人も動物も救われ
た命が再び輝くときうれしく思います。
みんな一人ひとりだれにでもかみさまがみまもっていてくれていることをしりました。どん
なときもかみさまが見ていてくれまもってくれているんたなとわかりました。
すこしむずかしかった。答えを見たらあぁ～と思いました。
子どもから質問する形で読みました。すっかり頭が固くなっていて全く答えられませんでし
た。ちょっとだけあたまがやわらかくなりました。
人を信じることを大事に思わせられる一冊だった。自分のために身代わりになってくれた友
人はメロスを信じ、メロスはあきらめずに走った。この本を読んで、自分を信じてくれる友
人ができたらいいと思い友人のことを信じられる自分になりたいと感じた。
１年で偏差値を４０も上げて有名私立大学に合格した実話。勉強でもなんでも、始める前か
ら「無理」だとか「ダメ」だとか思ってしまうこともある。けれども、人との出会いなど
ちょっとしたきっかけや少し考え方を変えるだけで今までとは違う自分を信じて無理じゃな
いんだよと教えてくれる本です。
いろんな漢字の形の意味などが書いてあって感動していい本だと思いました。
テレビで作者の命の授業は見て聞いたこがありました。本で改めて読んでみると、漢字の成
り立ち言葉の語源が作者の解釈ではありますがなるほどと頭にすっと入ってきて前向きにも
なれるような本でした。お笑い芸人とは思えないまさしく命の授業でした。すばらしかった
です。
「笑顔できちんとあいさつしろ、笑っておけば周りも楽しそうになる」なるほどと思った。
これから先何度も環境が変わり必ず悩ましく思う時があると思う。助けてほしい、新しい人
とのつながりが欲しい、そんなときは、努力してでも笑顔になってみる。自分からのアプ
ローチは必要だなあと思った。何気ないちょっとした日常の中でばあちゃんが与えてくれた
知恵や愛情に心が和む一冊。
みきちゃんとあやちゃんがなかよしになりました。そのとたん・・・４かまえにしんでし
まったんだってかわいそうですね。みきちゃんはじゃん具音ジムからおちてねあしをかたほ
うけがしてしまいました。くるまいすにのりました。くるまいすにのったけどげんきそうで
した。
傷害を持って悲観的になっているところから、日常生活で周囲の友だちとのかかわりのなか
で、前向きになっていく姿が読み取れました。自分は自分しかいないということを、「命の
大切さ」を読み聞かせをしながら親子で話し合うこともできました。少し難しそうな本を借
りてきたなと思いましたが、何度も読むことで、本人もいろんなことを感じたようです。
さんたさんたちにも夏があって、そこのばめんとおもちゃの木ってあるんだなとおもって、
そこがおもしろくておかあさんとよみました。

あまのじゃくにかんぱ 宮川ひろ・
い
小泉るみ子
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この本は、ちょっぴりあまのじゅくなおばあちゃんが四人のまごたちのために、いじわる教
室をひらいたお話です。いじわると言ったらいやな事をしたりする事ですが、このおばあ
ちゃんは、いじわるなふりをして、むかしは大へんだった事をまごたちに教えていました。
わたしも、むかしの事がわかってべん強になりました。とてもおもしろかったです。
お母さんがかぜで熱があるので弟のようくんをお姉ちゃんが公園に遊びに連れて行きまし
た。雨が降ってきたのにようくんは帰ろうとしません。その時ようくんは突然立ち上がり前
に歩き出しました。すずめの赤ちゃんがケガをしているのを助けてあげたのです。いつも、
虫や動物をいじめているようくんですが、すずめを助ける優しい子だったのです。それから
は、虫や動物、生き物を大切にしてくれました。虫も人も生きている。命を大切にしてほし
いです。
この本は雨がふると悲しくなるクマのマーくんの話です。雨の音を聞くと「しくしく、しく
しく」と聞こえるので心やさしいクマだと思います。ないているものを見るとどうにかして
でもなきやまそうとするクマのマーくんはとてもやさしいと思います。雲がないていて時
は、ナメクジさんの元気がでなくなねや、あじさいが蒼くなるなとどはげましていたので、
この本は、心が豊かになるやさしい本です。親子で読みながら一緒にやさしい気持ちになり
ながら本を楽しむことができました。
馬はペットとして飼えなく生活の道具として馬を飼っていたことに、今の私の生活では考え
られないと思いました。自分の住んでいる所が嵐でぐちゃぐちゃになり住めなくなることは
大変だと感じました。
嵐が町をひとのみにしてしまい、ジャックという少年と馬のマイケルとの出会いや、馬車引
きにさせるための話がたくさんリアルに表現されていました。人間と動物の関係性や生活の
道具としての馬の存在が、今の豊かな生活とはかけはなれていますが、子どもにとっては、
こんな時代もあったのかと勉強になる内容だったと感じました。
あらすじはオオカミとヤギがあらしのよるに小屋でであい、友だちになったという話。顔も
においもわからないのに、声だけをたよりにして友だちになっちゃうオオカミとヤギはすご
いと思いました。「おひるあつまろう」など、もうたった今あったのに親友みたいでした。
７しゅるいあるので全部読んでみたい。
お互いの姿が見えた時、オオカミがヤギをおそってしまうのではとドキドキしながら読みま
した。あっという間に親友のようになれたのは、“あらし”というハプニングのおかげだと
思います。７冊のシリーズがある中で、これからの二匹がどうなっていくのかが楽しみで
す。また一緒に読書しようね！
おばあちゃんが「あらまっ」と言うところがいっぱいあってすごいおばあちゃんだとおもっ
た。パトリックがでもおばあちゃんといっていたからおもしろかった。
おばあちゃんのパワーと行動力が常識を逸していて面白い。何から何まで作り出すおばあ
ちゃん。ベッドの設計図をカベにチョークで書いたり、ふとんを縫ったり羽むっしたり、羊
の毛で糸を紡いで編んで、染めて、ふだん身近にあるものが作られる全行程がおもしろおか
しく、時にいじわるなおばあちゃんの表情と共に描かれていていて、自分も手仕事が大好き
なので、共感しながら道具の描かれ方にワクワクしながら、子どもと一緒に笑って読みまし
た。
「親子で読み合いたい一冊」でこの本を選んだ理由は、命の大切さを知れると思ったからこ
の本にしました。実験動物がいるからぼくたちが安全にくらせていることと、命の大切さが
知れるので、この本にしました。
この本を「親が子どもに伝えたい一冊」に選んだ理由は、娘が動物が大好きなので、実験動
物という、人間のために命を犠牲にして役に立ってくれている動物たちもいるということを
知ってもらいたいと思ったからです。とは言え、私自身もこの本を読むまではそんなに深く
考えず読み進めました。読んでいるうちに、人間の勝手さや何も分からない動物たちにかわ
いそうという感情が生まれましたが、読み終えて、この本の題名の通り、ごめんねではなく
「ありがとう」という感情に変わりました。娘にもこの本を読んで、いろんなことを考え感
じて欲しいと思いました。
この本を子どもに伝えたい一冊に選んだ理由は、命について親子でまじめに語るいい機会に
なると思ったからです。自分が安全に安心してくらしていることが当たり前のことではな
く、その安心・安全なくらしのうらに、動物たちの命のぎせいがあることがこの本には書い
てありました。いろんな事に感謝しながら、考えながら生活できる人に我が子には成長して
欲しいとこの本を読み思いました。この本を通し、当たり前の幸せがいろんな命に支えられ
あるということを子どもと一緒に感謝しました。
「かわいいね、この子にする」と言われ飼われて家族になったボク、たくさんの思い出がで
きた。しかし、ボクはあなたに知らないところへ連れていかれた悲しいにおいがする部屋。
おじさんは毎日「よしよしいい子だな」って頭をなでてくれた。そして、今日はぎゅっと抱
きしめ絵くれた。違う部屋に連れていかれた。だんだんみんな倒れていく。最後にはボクも
倒れてしまった。このお話では、犬たちが「モノ」ではないと伝えています。このように毎
年１６万匹以上の犬猫の命が消えています。すごく命を大切にしてほしいと伝えてくれるお
話でした。
いつも使っている時間が盗まれたらどうなるか考えさせられました。普通に使っているけ
ど、これからは一分一秒を大切に過ごしていきたいと思います。
ココちゃんとアリクイがでてきて、アリクイがそうじをする話です。この話をよんで、そう
じをすることは大切なことで、物も大切ださとうことを改めてわかりました。これをそうじ
が苦手な妹にオススメしたいと思います。
この本を読んで物の大切さを分かってもらえたらと思います。掃除の大切さも理解できたと
思います。
アリがいろいろな虫と生きているんだとわかりました。草の近くでアブラムシとあまいみつ
をわけてもらう。なぞのぶったいから、アリスアブが出てきました。アリスアブはしゅるい
でくらすありがちがいます。小さな小さな虫たちがそれぞれいろんな生き方でちいさなあり
とくらす。アリからえさをもらう虫、アリを食べる虫、そしてアリとたすけあう虫。虫も大
小さな世界ではたくさんの虫たちがいろいろな役目をもって生きていることが分かりまし
た。きっと私たちにも何かしらの恩恵を受けているのだと思います。アリたちが別の虫にえ
さを与えているのにはびっくりさせられました。
五島列島が舞台の中学校合唱部のお話。はじめは、バラバラだった合唱部が歌うことを通じ
て一つになっていく。それぞれ悩みを抱えながらも１５歳の自分と向き合い合唱を通じて前
に進んでいく姿がとてもよかった。アンジェラ・アキさんの「手紙～拝啓十五の君へ」がモ
チーフになっていて、この歌詞もよかった。
もんだいをだしたらおもしろかったです。こたえるのはむずかしかった。
この本を読んで学んだことは協力することです。渚たちが殺せんせーを殺すために努力した
り作戦を考えたりして殺そうとする相手や、渚の友達が倒れてしまって助けるために協力し
て敵に挑み続ける姿がすごいと思いました。そして、一人一人が暗殺だけではなく勉強も努
力して目標を達成しようとする姿が私にはないところだと思いました。殺せんせーに合う子
ｔによって３年Ｅ組がじょじょに変わっていって殺せんせーみたいなせんせいがいたらなあ
と思いました。私もそんな先生になりたいです。
百福さんは、たったいっぱいのラーメンを食べてえがおになっていたのを見て、だれでもか
んたんにつくれるラーメンを開発しようと考えて実際に作ってみたところがすごかったし、
インスタントラーメンのカップの麵を宙づりにするという発想がすごかった。他にも宇宙食
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北村山 葉山中 いーあるふぁんくらぶ 御門智

103

山形
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104
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北村山 葉山中 いじめかたおしえます 浅野竜
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北村山 葉山中
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北村山 葉山中 いちご同盟
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北村山 葉山中 一途一心命をつなぐ
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東置賜 大塚小 一休
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東置賜 大塚小 いつもみているよ
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東置賜 大塚小 いつもみているよ

松田ともこ

いたずら人形チョロッ たかどのほ
プと名犬シロ
うこ

天野篤

偉人の伝説はどれを読んでもおもしろく今回は特に身近にあるカップラーメンを発明した安
藤百福さんということで、なおさら楽しく読むことができたと思います。「食足世平」（食
が足りてこそ世の中が平和になる）という安藤百福さんの言葉には本当に感心しました。こ
れからはカップラーメンをもっと大切に食べようと思います。
登場人物は、主に高校２年の紺野真琴、津田君と千昭君。真琴は、ブレーキの故障した自転
車で踏切事故をきっかけに時間を跳躍する能力を得る。千昭君の告白やほかにもいろいろあ
りますが、最後の方になると真琴と千昭の別れがありました。すごく感動しました。千昭が
真琴に「未来で待ってる」といったところが感動しこの作品を挙げました。
タイトルの通り小さいことは「いいからいいから」と大らかな気持ちにさせてくれる一冊で
す。ガミガミといろんなことを言いたくなってしまいますがこの絵本のおじいちゃんのよう
にどーんと構えて許せるお母さんになりたいなあと本を読むたび思います。
フランスのシャバノンという小さなむせにすんでいたレミは、ある理由でシャバノンをでる
ことななって、最後には、本当のお母さんに会えてしあわせになったというお話しでした。
レミは、ぬすまれたり、すてられたりされて、かわいそうだなぁと思いました。ひきとられ
たものの、つぎはビタリスじいさんにひきとられて、でも、ビタリスじいさんがとちゅうで
死んでしまって１人になったのに、じぶんだけでお母さんを見つけられたのがすごかったで
す。このお話しは一生忘れられないです。
シャバノン村で暮らしていたレミが捨て子と言うことが発覚して、お父さんから人買いに売
られそうになったところを旅芸人のヴィタリスさんに拾われて、ヴィタリスさんとの楽しい
旅が始まりますが楽しい時は長くは続かず、パリを目前にヴィタリスさんが亡くなってしま
います。それからパリで辛い生活を送りますが最後には、お母さんと感動的な再会を果たす
というお話しでした。不幸な境遇でもくじけないで素直で明るく元気に前へ進んでいく内容
がとても印象的でした。
私はこの本をお母さんと読みたいです。理由はこの本はいじめをしてはいけないということ
を教えてくれるような本だからです。学校でもしてはいけないことがよくわかる本です。
キムヅカ家で飼われている犬シロと人形のお話で気難しい一家が犬と人形チョロップのおか
げでだんだん明るくなっていくというお話です。いたずら好きだけどそのいたずらのおかげ
で一家が明るくなっていく夢のあるすてきな本だと思います。
妻の突然の死に悲嘆しながらも幼い息子とともに生きる希望を綴ったこの本に大変感動しま
した。テロ事件から２週間の出来事、妻が事件に巻き込まれたことを知り、探し回った末に
亡骸と対面する場面、絶望的な喪失感と悲しみ。私だったら犯人を許すことはできないで
しょう。大好きだった妻がいなくなったとき、途方に暮れると思います。この父のように何
事にも挫けず子ども、妻、と一緒に励ましあいながら生活を送っていきたいです。
この「晩夏のプレイポール」は、野球を続けることはピンチだがその現状に抗い「夏の甲子
園」を目指す高校野球児たち。高校３年生の夏肩を壊した元エースの真郷と過去にトラウマ
を持つ現エースの律。二人は心ひとつにして「甲子園」を目指していた。戦力不足に悩む彰
浩と信吾。そこに転校生の有一は才能抜群のピッチャーだった。この話は自分の青春を思い
出させるような話でした。がんばれ!球児たち！
船からたびひとがおりてきて、これから５１ヶ月ほどとまるところはありますかといって小
さな島のおうちとえらんで、そこにはしっかりもののおばあさんがすんでいるときいて、い
いおうちだと思ったのかもしれません。わたしはたひびとの女の子のきれいなおへやが心に
のこりました。
題名からしてとてもおいしそえなお話だと思いました。読んでみるととてもおもしろく虹色
にひかるイルカなどもてい、もし本当にいるのであればぜひ見てみたいと思いました。ビー
ズのブレスレットややさしくなれる指輪もすてきで私も欲しいと思いました。
昨年、地中海に渡る途中で難破しなくなった 人の小さなシリア難民の男の子の写真が世論
を大きく動かしました。しかし、その後も難民をめぐる状況は悪化し続けています。人は忘
れやすく、多くの日本人は無関心です。ですが、グローバル社会の中で無関心であり続ける
ことはできません。娘にはぜひこの本を読んで女性初のＵＮＨＬＲであった緒方貞子さんの
生き方や活動から多くを学んでほしいと思いました。平和の構築には声明を生み出す女性の
視点が必要不可欠だと思うからです
野球をしてきたイチローはずっと子供のころから大きな夢を持っていました。そして、小さ
いころから目標に向かいがんばって計画を立てていました。目標の高校にも入り、計画通り
にイチローはやっていたのですごいと思いました。そして、野茂選手とライバルいしきがあ
りメジャーに行く意識が高まり行くことになりました。
アニメや漫画がとても好きで小説などあまり読まないのですがアニメ化されたということも
あり読んでみました。シリアス一線で、文章が論文調ということもあり理解に苦しみました
が徐々に理解していくことが面白い作品でした。
子どもだ小さいころにしか本を読むことがなかったけど親子読書をきっかけに以前から気に
なっていた森絵都さんの作品を受験を控えた中３の息子と読んでみたいと思いました。
野球をしている息子にぜひ読んでもらいたいと思いました。イチローの目標は常に１０割
バッターだそうです。下を見ずに茅根にトップを目指すイチローは自分と戦っていると思い
ます。「夢は見るものでなくかなえるもの」この言葉はどれだけの人間を勇気づけたことで
しょう。この本に出会えて息子も私もよかったです。
「一休」というのは、とんち話のイメージがあったけど、仏教のおぼうさんで、ほんとうの
仏の教えをもとめて、きびしい生き方をした人だということが分かった。一休は、世の中の
決まりごとにしばられず、自分で考えたことを大切にして生きたので、ぼくもそういう考え
を持ちたい。
小さい頃テレビでやっていた一休さんの話が本の中に書かれていました。なつかしかったで
す。固定観念にとらわれず、自由な発想で考える、大切だと思います。本当の仏の教えを求
め、きびしい生き方をしたそうですが、人には優しく、特に弱い者には優しかったそうで
す。それは、ものの考え方が事由で頭がやわらかい一休だったからできたのだと思います。
一休みたいに・・とはなかなか難しいと思いますが、弱い人には優しい心で接してほしいと
思いました。
子ども哲学で、いっしょにいきるという事について書いていた本でした。私は今６年生で中
学校に行くともっと人が多くなって、他の人と一緒にいる事が多くなると思います。そうい
う状況で人を気遣ったりするという事を考えさせられる本でした。この本で考えたことを自
分でもやっていきたいです。
子どもから絶対におもしろいから読んでみてとすすめられた本でした。先日の通知表配布の
時に先生から告げられたテーマにも関連していたので興味を持って読むことができました。
ひとつの問いにはいくつもの答えがだされたり答えがなかなか出なかったりするもの。この
ような本をおもしろい本と紹介する子どもの成長におどろかされました。
心にのこったところは、おじいちゃんがしんでもともだちといったところが心にのこった。
わたしにまばあちゃんがいます。ながいきをしてもらいたいです。ばあちゃんのてつだいを
してあげたいです。
子どもにもひいおばあちゃんが居ます。たくみの様なひいおじいちゃんとの「友だち」の関
係が出来ればいいなと思いました。巧がひいおじいちゃんを尊敬して慕うように、そんな人
間関係が生まれる環境が大事だと思いました。子どもはいつの間にか成長します。日々寄り
添う家族が子どものお手本となって、子どもが歩む道によい異境を与えることができたら素
晴らしいと感じました。
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酒田飽
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酒田飽
いにちのまつりヌチヌ
松原小
草場一壽
海
グスージ

親がいて祖父母がいてそのまた上に親がいて、沢山のご先祖様がいて今、自分がいるという
こと。自分の命を大切にしてほしいと思い、子どもたちと何度も読み返しています。

酒田飽
田沢小 犬犬学園ずっと大すき
海
酒田飽
田沢小 犬犬学園ずっと大すき
海

女の子がロンという犬が同じ日に生まれてよかったねと思いました。ロンが死ぬのがかわい
そうとおもいました。
「見ていてね、ロン」を読みました。一緒に過ごしてきた犬との生活と別れが書かれてあり
ました。読んだ後しんみりした気持ちになりました。
この本を読むと、犬は優しい動物だと思えます。本当に感動してしまいます。犬には人間の
言葉は分からないけれど、人間が悲しんでいるときに、犬はそっとちかよってくれます。な
みだを流したときは、なみだをなめてくれたり、とてもいいお話でした。親子で読むからこ
そ命の大切さなどが分かりました。
本書は色々な本の中から娘と選びました。娘も感涙し、私も感涙し感動した本でした。これ
は、山口さんが取材し拾い集めた１４話のエピソードになとめた本です。犬にも人間にも感
情がある！！出会いや生き方、暮らし方も十人十色。人間も動物も悲しみを分け合いながら
幸せを与えてくれる生き物。それぞれの視線で愛情深く綴っている。大切な愛犬と（私たち
人間も同じく）これまで以上のキズナを築かなければいけない。そんな気持ちにさせられま
した ぜひ読んで欲しい 冊です
桜祭りで開放された米軍横須賀基地。停泊中の海上自衛隊潜水艦「きりしお」の隊員は人間
大の巨体を持つザリガニのような甲殻類が人々を捕食している姿を見る。夏木三尉、冬原三
尉は民間人の子供ら１３人とともに「きりしお」内へ退避し助けを待つがなかなか来ること
ができない状況。日がたつにつれて潜水艦の中では子どもたちの間で軋轢がおこり歪んだ人
間関係が明らかになりつつあった。そんな中今まで口を閉ざしてしまっていた森生翔がある
事件の後口を開くことができるようになる。ハラハラドキドキした。
わたしは、修学旅行で沖縄に行き、平和のことについて考えました。この本は、戦争しない
と決めた日本がもし戦争できるようになったらどうなるか考える話です。わたしは、この本
を読んで日本がずっと平和でいられるといいなと思いました。
毎日おいしいご飯がたべられること、学校や会社へ行けること、安心して眠れること、この
日常の幸せがずっとずっと続きますように。国のために命を捨てることなどないようこれか
らも「戦争をしない国」に住む一人の人間として何ができるかを考えていきたい。
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いとしの犬ハチ

いもとよう
こ

先生とハチが楽しそうに笑っている本の表紙にはどんな意味があるのかを知りたくて、わた
しはこの本をえらびました。先生が死んでしまったあとも、ハチはずっと駅で帰りを待ち続
けていたところが感心しました。わたしがハチだったら冬も夏も一人でまつことは、とても
つらいからです。「ハチ、これからはいつもいっしょだよ」と、待っていたハチが死んでし
まい、うれしさとかなしさでいっぱいになりました。同時に「生きる」という大事な言葉が
思いうかびました。「わたしにも大切に思ってくれている人がいるよ」とハチに教えたいで
す。
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東置賜 大塚小 犬から聞いた素敵な話 山口花
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東置賜 大塚小 犬から聞いた素敵な話 山口花
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大賀勉
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北村山 葉山中 命の輝き
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海

ブリッタ・
テッケント
ラップ

森に住んでいたきつねが歳をとって死んでしまった。周りに住んでいた仲間たちが悲しんだ
か、生きていたときの思い出を次々と思い出した。そうしたら、きつねが死んだ場所から小
さな芽が出て、やがて成長し森一番の木になった。みんなのやさしい心がきつねを呼び起こ
しいのちの木をさかせたのだと思いました。
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木が生えてみじかくなってしんだ。どんどんながくなってきつねがでてきた。

139

北村山 葉山中 いのちをいただく

内田美智子

140

天童東 天童中
いのちをいただく
村山
部小

坂本義嘉
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西村山 左沢小 いのちをいただく
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西村山 左沢小 いのちをいただく

内田美智子
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北村山 葉山中 いのちをつなぐ

大木トオル
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北村山 葉山中 命を見つめて

木下美紀
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北村山 葉山中 いま、会いに行きます 市川拓司
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今やる人になる４０の
北村山 葉山中
林修
習慣

「いつやるの？今でしょ！」で有名な林先生が、今やるすぐやる大切さや習慣の作り方など
を具体的に紹介してくれており自分の生活スタイルや考え方を見つめ直すことができます。
中学生にはちょっぴり難しいところもありますが、今は今しかないのです。今だ！と思った
ときに行動できる人「今やる」熱い人になってほしいという願いを込めて紹介いたします。
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天童東
寺津小 いもいもほりほり
村山

ねっころがってくもをみるとくもがいろいろなかたちにみえることがおもしろいです。

犬と私の１０の約束ツ
川口晴
ナグ

ブリッダ・
テッケント
ラップ
ブリッダ・
テッケント
ラップ

西村敏雄

この犬ロボはスーパー手伝いロボで、ヨゴレッター夫人の家の家事をやっています。せんた
くをやったり、ふとんをほしたりしていて、このロボこわれないのかなと思いました。
孤児院から来た空想好きの少女アン。アンが学校の友達や家庭の中で繰り広げる楽しく美し
いアヴォンリーの生活を描く本です。
この本は、著者島田洋七さんが小さい時、佐賀の祖母の家にあずけられ生活した実話です。
このおばあちゃんの行動や言葉に励まされたり勇気づけられました。けして人の悪口を言わ
ずえばらず、見栄はらず、素晴らしい生き方をした人だと思います。私もおばあちゃんのよ
うになりたいと思いました。
わたしもこのきつねみたいにともだちみんなにやさしくおもいやりをもちいたです。いてく
れたらあったかくて、いなくてもあったかい人になりたいとおもいました。
しっかりたくさんの本を読んでえらかったです。この本のきつねのように、友だちを大切に
して、みんなにとって特別なそんざいになってほしいと思います。

命を「解く」このお仕事にされている方のお話です。私たちが普段食べているお肉は牛を
飼っている方、牛を「解く」方がいるからこそ食べられることであって、生きるために食べ
ること、食べるために働くこと、食べ物を粗末にしてはいけないこと、命をいただくこと、
子どもたちに伝える前に自分が改めて考えさせられました。
この絵本の原案者、坂本さんは食肉解体業の仕事をしています。そして、作者の内田さんは
助産師。坂本さんの体験した話を聞いた内田さんがこの話をたくさんの子どもたち大人たち
に伝えたい思いから誕生した絵本です。娘が二年生の時に校外学習で牧場見学に行く前に図
書の先生が進めて下さった一冊です。みいちゃんという牛がお肉になる日まえの物語。みい
ちゃんとずっと一緒に育ってきた一人の女の子。みいちゃんとお別れする女の子の気持ち、
みいちゃんの命を「解く」坂本さんの気持ち、みいちゃんの気持ち。それぞれの思いが伝
わってきて牛のみいちゃんが泣いているｙ場面で私も娘も涙。親子で命の話をたくさんする
ことができました。感謝することを忘れずにいたい。我が家の本棚にまた一冊大切なえほん
とし並んでいます。
女の子が牛のみいちゃんとおわかれする時、私はその気持ちがとても伝わってきました。坂
本さんがみいちゃんをさばいた後に女の子は感謝しながら、みいちゃんのお肉を食べて「お
いしかぁ」と言うところが心にしみました。私も食べ物に感謝していただきたいです。
「いただきます」あなたの命を私の命にかえさせて頂きます。当たり前に毎日食べている食
事の奥にある物語を知ると、食べている子どもだけでなく、作り手の私も命あるものを料理
し感謝の気持ちを持たなければ・・と思い正されました。
ぼくも、だれでも救うことができると思いました。もっともっと本を読んでがんばりたいで
す。
この本を読んでみて日本語そして「漢字」について考えることができました。今までは漢字
を見て覚えて書くということしか考えていませんでした。でも、本を読んでみるとたくさん
の漢字の深い意味が分かりました。一つ一つの部首にも意味があってこそ、今ある漢字がで
同じ年頃の話なので、読んでみました。将来への不安大人からの「こーしなさい」「あーし
なさい」という親の作った道に苛立ちを思い、自分探しに出る話です。子どももいろんな事
を考えながら成長していく様子が親として考えさせられる一冊でした。
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黒森小
海
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う
海の１００かいだての
東置賜 大塚小
岩井 俊雄
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よんでみて楽しかったです。いろんなやたいがあってたべてみたいなあとおもいました。
インスタントラーメンをまなべてよかったです。ラーメンをあぶらであげるのを、しゅんか
んゆねつかんそうほうが一ばんこころにのこりました。
インスタントラーメンのせいぞうこうてい、世界各地で食べられていると言う事がわかりま
した。一分間に訳６６０食のカップラーメンが作られているというのはビックリしました。
また社会見学シリーズを読んでみたいと思いました。
いやなことがあっても自分の信念で乗り越えていくウェズレー,生活していくうえでいやなこ
とがあっても頑張れと応援してくれているようです。
ウォルトはディズニー家でうまれてからウォルトの絵はえがおになったりお金にもなれまし
た。じえいたいで軍功章がかっこいいと思ってかいたら、みんなから本物といわれてみんな
にかいていました。会社に入りアニメーションを作るといい、社長になんどもいってからい
いといわれいから、えいが会社に出しすばらしいと言われてから自分の会社をつくり、それ
からずっとたってけっこんして、ふたりででんしゃにいたらウォルトがかいたのはミッキー
でそれからディスニーランドをつくった
ウォルト・ディスニーが残した言葉は皆納得するものでした。その中でも、「好奇心がある
時はやりたいことがたくさん出てくる。それを達成するために必要なものは勇気だ」が心に
残り、大人になった今もそれは大事だと思いました。夢の国を作ったウォルト・ディズニー
は苦労も苦労と思ってないところがすばらしいと思い、それがせいこうの一つでもあるのか
と思いました。ウォルト・デイズニーの人柄がわかる一冊です。
だめらはかおがとてもかわいくて、かくれてばかりいるかいじゅうです。でも、ほんとうは
すごいかいじゅうです。あしがはやかったりちからもちだったりして、みんなのにんきもの
になりました。ぼくも、だめらみたいにあしがはやくなりたいです。
うちゅうのクイズでひとにもんだいをだすのがおもしろいです。たいようけいのわくせいの
ｒをみて、たいようがおおきくておどろきました。すいせいがたいようからちかいからもえ
そうです。
５９と同じ
ホーキング博士が子どものために書いたスペースアドベンチャー物語の力で科学する心を育
てる本。物語を読みながら宇宙の起源・太陽系・ブラックホールなどの知識が身につきま
す。
人生には時折大きな壁に当たることがあります。中学生も大人も辛くてしんどくなることが
あります。この本には、そんな時どう思いどう考えどう乗り越えていくのか、たくさんのヒ
ントがありました。なかでも、「たった今の自分が一番進化していると思え」という言葉は
つい後ろ向きになってしまう気持ちを前へ進めと歩かせてくれる言葉です。悩んだり迷った
りしているときにぜひ読んでほしい一冊です。
この本を読もうと思ったきっかけは、ケータイのサイトで話題になっていたからです。「う
まれてきてくれてありがとう」なかなか言えない言葉です。この本を読んで子どもは私の所
が良くて来てくれたんだなと思いました。楽しいこと悲しいことがあっても乗りこえられる
から来てくれたのかと思います。「うまれてきてくれてありがとう」素直に言わせてくれる
本です。
２８１と同じ
ぼくがおかあさんといっしょに読みたい本は「海の100かいだてのいえ」です。なぜかとい
うといろんなさかなや貝がでてきてたのしいからです。
私と同じ中学生の物語で、自分と目線が同じでとても共感した。この中学生の女の子の主人
公はおばあちゃんの家で過ごすことになった。それから毎日喜びなどがたくさんありこんな
日々をおくることができたらいいだろうなと想像を膨らませる話。感動する場面も主人公の
成長もわかる話でとても印象的だった。
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ぼくはうねとらまんみたいなおとうさんはいらない。ふつうのおとうさんでいい。
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北村山 葉山中 永遠の０

百田尚樹

一度読んだことのある小説でしたが、アメリカ大統領のオバマ氏が広島を訪問したのを見て
もう一度読み返しました。この時代では、特攻を拒否することができません。若い命がみす
みす国のために消えていきました。それを考えるとき今の平和を思わずにはいられません。
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塩井小 エルマーとりゅう

ルイ・スタ
イルス・ガ
ネット

何があるのかわからないのに勇気を振り絞っていくところがとてもすごかったです。番人に
見つかるとつかまっちゃうのにとてもすごい勇気でした。

塩井小 エルマーとりゅう

ルイ・スタ
イルス・ガ
ネット

エルマーはいったい何歳なんだろう。子どもにしてはすごい行動力があり判断力も優れてい
る。読むたびにそんなことを思ってしまいます。りゅうと話したり、鳥と放したりもうらや
ましい。宝箱を掘り出し中身にわくわくしたが大人が考えた宝、生食住がたくさん詰まった
箱だったのが少し残念です。エルマーのようにたくさんの好奇心を息子にも持って行動して
ほしいと思いました。

ルイ・スタ
イルス・ガ
ネット

エルマーは一人でりゅうを助けるためにどうぶつじまにいきます。きけんもいっぱいだけど
エルマーはよく考えてすすんでいく。ぼくだったらむりかも。エルマーはすごい。
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主人公の男の子が自分の大事なものを惜しげもなく困っている人のために分けてあげる助け
てあげる。読んでいて人にやさしくしてあげたくなる一冊です。
あいちゃんは自分でええところは何と思っていたけどともちゃんが見つけてあげたとき、わ
たしもいいところがあるなと思ったけど、わたしのクラスの友だちはいいところをいっぱい
言ってくれるからわたしもともちゃんみたいに、友だちのいいところをさがして、言ってあ
げて、よろこんでもらいたいと思いました。
短い話だが内容は濃い。私がきづかせてもらった一冊。人の悪いところは目につくし口にも
出る。「ええところ」はなかなか気づけない。気づいたとしても口に出せない。子どもを育
てていく中で、親が人の悪いところばかり目が行って口に出しては、我が子もきっと々にな
るだろう。子どもと一緒に読んでいいところを伝え合いたい。
親子で読みたい一冊！他人の悪い所はこどもでも大人でもすぐに気づく。でも、相手の「い
いところ」は見つけにくい。本を読みながら我が子の「ええところ」を探してみた。考えて
みた。一人ひとり違う「ありがとう」と素直に言う子。いつも笑顔が絶えない子。何でも話
をずっとしてくれる子。「ええところ」を見つけるいい機会になると思う。とっても短い話
オウマがドキ学園とは、夕暮れの後に妖怪たちが夜中学校に通うというお話です。生徒紹介
などのことが本に載っています。
この本は、おじいちゃんと孫のファーニーの愛あふれるお話です。大好きなおじいちゃんが
もうすぐ死んじゃう！ファーニーはメイさんという不思議な薬を作る名人で魔法の薬をたの
み、手に入れます。「１日にコップ１杯」とメイさんと約束したのにおじいちゃんはどんど
ん飲み続けてしまう。おじいちゃんはどうなるのかぜひ読んでみてください。
この本には千葉県にあるお寺に所属されている絵巻をもとに構成された地獄絵がたくさん出
てきます。様々な地獄絵を見ることで死に対する恐れを抱きまた、日々の行動を改めるきっ
かけになるのでは、と思います。絵本を通すことでより深いところにとどくものがあると感
じる一冊です。
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被災犬は、犬だけじゃなくネコ・牛、人間だけが逃げるところはわかっている。だけど何も
わからない動物たちはただ好きというだけで動物を飼うのは私は反対だ。だから、好きだけ
ど私は動物を飼いません。
なぜこの本をえらんだのかというと、そうへいの耳を、雪がおおかみにへんしんしておおか
みのつめでブチットなったのでこの本をえらびました。もう一つは、かみなりとかがいっぱ
いなっているときに雨が森に行って花とあえなくなるところがよくて、この本にしました。
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おかあさんやぎはおおかみよりつよいしすごいです。
おかあさんやぎの愛情あふれる優しさと自分もオオカミに食べられてしまう恐怖も子を助け
たいという一心、強さを感じた。子を思う親心の現れの作品でした。
ぼくはおおきいとんとちいさいぽんをよみました。このほんをよんでおもったことは、おお
きいとんもちいさいぽんもいいところがあっておもしかったです。
最近では絵本を読む機会もなかなかなかったので、久しぶりにゆっくり読んでみました。こ
の本を読んで、小さい子どもにしかできなかったり、大きい音間にしかできないことが色々
あるんだなと、改めて感じさせられました。子どもの中でも大きい子、小さい子様々です
が、お互いの良い所を認め合い成長していくことが出来ればいいなと思いました。
大きな大きな木はうさぎやきつねをげんきにしてくれました。あせっていたわかものをゆう
きづけてくれました。大きな大きな木になるためにはしっかりねっこをはらなければならな
いことがわかりました。
ぼくは、この本を読むといつもなみだが出てしまう。どうしてなみだが出るのかわからない
けれどつらい気持ちになる。おおきな木はりんごの木だ。少年に自分のすべてをあげてしま
うのに、そのおおきな木はとてもしあわせだという。なぜだろうつらくないのかな、くやし
くないのかなと、ふしぎに思う。でもなんだかおおきな木はお母さんのようだ。
小学校低学年の時に、初めて読んでから今まで、何度読んでもよい話だなあと思います。も
とは、「シェル・シルヴァスタイン」という外国の方の作品で、私は村上春樹さんが訳した
話だったのですが、違う人が訳した話もあるそうなので違う話も読んでみたいと思いまし
た。
この本の物語は、とても感動し泣けます。中学２年生の時に、家族の仲が壊れ、男にレイプ
され、援助交際をしたり、自殺未遂をした主人公は誰も信じられなくなった。高校に入って
本当の親友を見つけた。そして、本当の恋をした。二人は愛し合いでも、傷つけた。それで
も、愛し合った。主人公のお腹の中には赤ちゃんができたとき彼が、生まれつき持っていた
心臓の病で倒れる。もう長くはないとわかっていても「生きる」と信じて奇跡が起こった。
主人公が赤ちゃんを産み、そして、彼が亡くなった。生きていくことは簡単で難しい。辛い
ときは泣いて休んで前に進もう。私は人との出会いを大切にし一瞬一瞬を大切に生きようと
この本を読みそう思いました 本当に泣けますよ
小学校の親子読書で娘が選んできた絵本でした。難しい本を選んできたなあと思いながら繰
り返し読みました。私にとって、亡くなった父は「大きな木」だったように思います。娘に
とって今の私はどんな木なのか、そんなことを感じ思いながら物語を思い出します。
ちょっと仲が悪いけどこの子はすごくお母さんが好きなんだと思います。
このほんをよんでぼくのままがままになったのは、ぼくがうまれたときなんだなぁとおもい
ました。
まだ集中して本を読むことも、感想を書くことにも慣れないようですが、自分なりにがん
ばって書いていました。おとうさんがおとうさんになったのは、孝太郎が生まれた日だとい
うことを改めて感じました。
生まれてきた子供たちに誕生日があるようにおかあさんにもお母さんになった誕生日があり
ます。子どもを産んだあの日のドキドキワクワクした気持ちやっと会えた感動を思う返せる
お母さんに勧めたい本です。こんな思いであなたたちを産んだんだよと子どもにわかりやす
く読みやすい本なので好きな本です。
子どもは子どもなりに考えているのだなとかんじました。子どもの物を片付けるときは安易
に捨てずに相談をして一緒にかたづけるようにしようと思いました。
おかあさんが赤ちゃんを産むのがたいへんでした。おかあさんも生んだ時の話をしてくれま
した。
ぼくがそのお話の人だったら、ぼくはすごくかわいがっていっしょにさんぽにいって、たの
しくすごしてごはんもいっぱいあげます。でも、話のさいごにもうどう犬ビーンは、やすら
かにたび立ってすごくかなしいです。このお話は本当にあった話で「え～～ぇ」と言ってし
まいそうでした。
私は犬がとても苦手です。小さい犬にも近づけません。なぜなら幼い頃にかまれ、キズを
縫ったことがあるからです。キズは今も残っています。でも、この本を読んで、とても大人
しいかしこいビーンが好きになりました。小さい頃にやんちゃをしてもしからないで育てた
のに、とても優秀に育つところに感心しました。その育ち方が、人を好きになり、人との信
頼関係を生んだと思います。子育てにも通じる勉強にもなりました。
「おおきくなったね」といわれると「おかげさまで」と口にするお母さん。言われてみると
「おかげさま」とは何なのか気になるときがあります。この本に出てくるおじいちゃんは
「生かされていることへの感謝の言葉じゃよ」と言っています。私はこの言葉を見て「おか
げさま」というのは、「ありがとうございます」と言っているのと一緒だなあと感じていま
す。今後は、「おかげさまで」といえる大人になりたいし、この命を大切にしようと思いま
す。
年齢を重ねると、「おかげさま」が身に染みてわかるようになりました。「おかげさまで」
日々娘も心身ともに大きく成長し周りの方々の温かいご指導とゆうじょうの「おかげさま」
で毎日楽しく過ごせているようです。「おかげさま」に感謝している「自分」も「周りの
人」もみんなを大切に思える大人になってほしいと思いました。
この本は初めてよもました。とちゅうにおもしろい所があって、いのちがあとのくらいある
のかをおしえてくれました。わたしも1日1日を、おかげさまと感謝して大切にしたいです。
人は生きていくうえで悩みや迷い不安になることがたくさんあると思います。そんな時にふ
と心が軽くなるような本です。悩みは簡単にはなくならないけど、一歩踏み出す力になると
思います。
心に残った場面は、くまさんが丘の木をきることにしたけど村に何度のくるうちに、丘の木
を好きになって丘の木は切らないと、コンチとトントに言った場面です。なぜ心に残ったか
と言うとくまさんは優しいなと思ったからです。村にくまさんがくるとみんなは丘の木のこ
とをおしえてくれてくまさんは、そんなみんなのために、木を切ったり、土地を買ったりし
なかったんじゃないかなと思いました。この本には書いていないけどくまさんが木を切らな
いことを知った村の人たちは、とっても喜んだんじゃないのかなと私は思いました。
親子で楽しく読書ができました。みんなが丘の木の話をする時は笑顔になり、みんなが丘の
木に会いに行くというくまさんの言葉に心ひかれました。私もそういう場所を見つけたいと
思いました。
戦国時代といえばたくさんの有名な武将を思い浮かべます。この本では、武将ではなく乱世
を力強く美しく生き抜いた女性が書かれていました。あの有名な織田信長の妹お市の方の娘
茶々、初、江。三姉妹の姉妹ならではのやりとりはとても面白かったです。死、憎しみ、別
れ、愛、平和など、江の人生を読むうえでいろいろなことを感じることができました。私
も、戦国の女性のように強くなりたいです。
ぼくはあまりよむのずすきでないけど、このほんはじぶんでよめました。だから、おかあさ
んによんであげたいです。おとこのこがげんこつでなぐられて、かざんみたいにばくはつす
るところがおもしろいです。
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12のすばらしい贈り物は自分の誕生を祝って授けられたもので、自分がそれを必要とする日
のために授けられたという言葉を聞いていろいろな感情に込められた思いは、このすばらし
い贈り物があるからだとわかりました。「そして最高の贈り物がもう一つあります。それ
は、あなた自身です。」という文から、一人一人の力はすべてすばらしいんだということに
気づいたので、人と過ごす時間を大切にし、喜びや感謝することなどを忘れないようにした
いです。
人は生きていると梨かしら悩みや不安を抱えていると思います。そんな時にこの本をめくっ
てみると短い文章の中に「はっ！」とする言葉が見つかります。そして、悩みや不安に少し
の光がさしたりします。悩みなどない人でもいろいろな考えを読むことができ楽しめると思
います。そして、きっと読んだ人の「心を強くする言葉」が見つかると思います。
おさるのジョージがお風呂に入っていてお風呂の水をとったらあそんでいたおもちゃがみず
といっしょにながれたところが一番面白いです。きいろい帽子のおじさんのだいどころで
しょっきをあらっていたら水がかってにながれていたのがふしぎでした。とても面白い本で
す。
おじいちゃんからもらった毛布をボロボロになっても捨てずに次々といろんなものに作り変
えて最後には小さなボタンになるまで大切に使っていくというお話です。物を大切にする、
ということと同時に大切な人との思い出も大事にするということがステキな物語となって描
かれています。優しい心がはぐくまれる良い絵本だと思いますので是非親子で読んでみてく
ださい。」
ねずみばあさんに２人が食べられそうになったところが少しこわかった。
保育所の時に読んであげた本を今度は子どもと二人で読みました。前はこわくて、その後本
をひらくこともできませんでした。今は、こわいだけでなく、ドキドキしながらページをめ
くっていました。少しこわい本なので親子で一緒に読むと子どものこわさもやわらぐようで
した。
今では考えられない悪いことをしたら押し入れに入ることですが、その押し入れでワクワク
するようなことが始まります。ねずみばあさんの存在感が、幼いころは怖くていました。私
自身も小さいころ読んでもらい、物語にぐっと引き込まれていった覚えがあります。ドキド
キワクワク手汗が出で来るような話を子供に読んであげたい一緒に物語に入りたいと思える
本です。
読み聞かせをしていてとても楽しく読みがいがある本でした。子どもが一人で読んでも読み
やすく大人が読んでも楽しく読めるおすすめの本です。
私は、ねこがすきなのでねこが出てくる本をえらびました。ざいさんをねらうエドガーのた
くらみを、ねこたちがすべてかいけつしたのでとてもメイよなことだと思います。文の中井
ある「今まで知らなかった世界を見て、今まで知らなかったねこやどあぶつたちともふれあ
えたのだから」という文がすてきだなぁと思いました。
動物たちが大騒ぎするお話なのでワクワクドキドキしました。現実にはありえにーない猫た
ち、他の動物たちの冒険なのに、応援したい、ちょっぴり口出ししたいと思いました。ディ
ズニーアニメらしいお話なので大人でも楽しく読めました。土くょの好きに子なので、これ
からも沢山の本を読み続けて欲しいです。
ブラウンがきょじんの手でとばされたのに、ゆうきを出してきょじんの足にぶつかったのは
すごいなぁと思いました。わたしがブラウンだったらできないと思いました。ぶらうんのお
かげで自選がかいけつてけきたんだなぁと思いました。わたしも友だちと力をあわせてやれ
ばなんでもできると思います、
おしの顔を持つたんていが事件を解決していく中で、巨人だと認めない犯人に、すごい音の
くさーい笛をふいてやっつけてしまったところがおもしろかった。娘にも困った人がいた
ら、いろいろな方法で助けてあげられねるやうな人になて欲しいと思います。
むらさきふじんのあんごうじけんの、おしりたんていがじけんをかいけつするときに口から
おならをだしてかいけつするところがおもしろいです。１７ページの６このおしりをさが
せ！ですこしおしりをさがすのがむずかしかったけどたのしいです。みなさんのぜひ読んで
ください。
このおしりたんていの本は、とかげのせっとうだんのお話です。わたしのすきなところは、
どろぼうがおならが入っているはこでやられているところです。
子どもたちは少しおかしな（おならを出すところ）おしりたんていの本が大好きです。依頼
があるとすばやく推理し、事件を解決してしまいます。本の中では、おしりたんていの他に
もおもしろい魅力的なキャラクターがでてきます。色々、おしりマークをさがすゲームや迷
路などもついていて、親子でおかしなおしりたんていの世界を楽しむことができます。
えもかわいかったです。ままとたのしくよみました。
えとおはなしがとってもかわいいえほんでした。とってもほっこりしたきもちになりまし
た。ゆいと楽しくよみました。
ハムスターのモンチッチをねこまんさにさがしてもらうためにおねがいして、たくやが、ね
こまんさにおこられて、そのあとねこにされたところがおもしろかったです。
さまざまな言い伝えや伝説が全国各地に存在します。小学生の子が主役となっての物語で
す。まさか、その子が猫にされるとは・・優しい気持ちを持つ主役の子。自分が小学生だっ
た頃の心情を思い出しながら読みました。
ぼくはこの本を読んで歴史についてもっとくわしくなれた。この本は織田信長の生き方や戦
い方など、信長の死ぬまで分かる本だった。特にすごかったのは信長の戦い方で鉄ぽうを３
人一組でやる所がすごかった。
歴史には興味を持って読んでいたので、これから沢山の歴史を勉強していってもらえたらと
思います。
おりのが見つけたももいろさんごをみがくとお月さまみたいにきれいになるとおじいさんが
言っていました。でもさんごをみがかないでびょう気のおじいさんのためにはたらいて、お
りのはやさしいと思いました。
おじいさんのためにはたらいていたおのりはすごいと思いました。自分の子どもにもそんな
やさしい心を持ってほしいなと思いました。おじいさんだけでなくおりのや与吉まで死んで
しまって悲しい話だったなと思いました。
子どもがかぜかこどくなるからおとうさんがゆきだるまをつくってくれてやさしいおとうさ
んでした。
読書をするのがあまり好きではないようなのですが、一生懸命に読んでいました。お父さん
と手をつないで出かける場面では、どこに行くんだろうとワクワク。星がいっぱいの夜空が
出てきたときは「わぁー！きれいだね！」と二人で感動しました。
わたしがまだいないせんそうのじだいは、チョコレートやあめなどあまいものはない。で
も、いまのじだいは、あまいものもあって、きかいもいっぱいあってべんりです。この本は
せんそうでひっこして、弟がなくなったお話しです。びょうきてたおれ、すこしとおいびょ
ういんににゅういんしました。十日間くらいで母と兄とおいしゃさんとかんごふさんに見ま
もられてなくなった。この本はいろいろなことがかいてたりしました。
戦争を知る人たちが減っていく中で、風化させないため、子どもたちに伝えるための本だと
感じました。どんなことがあっても戦争やそれに値する行為をしいはいけないなと思いまし
た。
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はじめに、本の題名をみて面白そうだなと思いました。読んでみたら英語と日本語が書いて
いて読みながら英語の勉強ができていいかなと思いました。それに、カレーの作り方なども
書かれていてためになりました。
カレーの国の王様、マハラシャ・スパイスが子どもたちにカレーの作り方を楽しく教えてく
れる本です。
いろいろなおならの音があって、おもしろかったです。わかりやすいせつめいで、おならの
しょうたいがガスだとわかりました。わたしもこんどふうせんでどんなおならの音がでる
か、じっけんしてノートにメモをのこしておきたいです。もっとおならのことについてしり
たいです。そして、家ぞくのみんなにほめられるようにおしえてあげたいです。
本の題名からなかなか出会うことのない本だなと感じ、逆に興味を持ちました。人間なら必
ずだれもがする「おなら」ですが、おならにもしっかりとした必要性が圧あって、体の調子
を整える大事な働きをしていることに娘と苦笑いしたところでした。家族のおならを笑いな
がら聞いているのですが、それぞれ違った音を発していることにおどろいています。また、
おならを嫌うのではなく、体調を考えたり、場所をわきまえた上で接していきたいと思いま
す。
この本は、やんちゃなオニがおよめさんと出会って成長していくお話です。嫌な事を誰かに
押しつけて、自分だけ楽な思いをしようとするズルイ気持ちは持って欲しくない。短所も支
え合える友だち関係を築いて欲しいと思い、選びました。
原作者岩國哲人さんの子どもの頃の実話です。戦後の貧しい時代に新聞配達をする「てつ
お」と配達先のおばあさんとの心温まるエピソードです。家族にだけでなく、自分の周りの
人に支えてもらうことの素晴らしさ、人を思いやる気持ちの大切さが伝わってくる物語なの
でぜひ子どもと一緒に読んでほしいです。
わたしは、「おばけのきもだめし」を読んでさいしょの１ページ目はいろんなおばけがいて
そのおばけたちは、きもだめしにいきました。そしたら途中に大きなたぬきや大きなカエル
も、そして、やまんばもいたけどたおしました。そして、さいしょのじんじゃについて、赤
おにからたいやきをもらって帰ったお話です。
わたしは、こわいはなしがすきです。だからこのほんをおかあさんとよみたいです。みつけ
てねとかいてあるものをさがします。わたしは、みつけものがあるから、おかあさんがわか
らなかったらおしえてあげます。
この本を読んで学校で見たひまわりを思い出しました。おひさまの方をみつめながらぐんぐ
ん大きくなるところはかっこいいと思いました。色も形もおひさまにそっくりです。
春、小さな種を植え、夏、お日様の光をいっぱいあびて大きくなり、秋、夏の光がずっしり
つまった種を実らせ、冬、また来年へ花咲かせる準備をする。今の季節にピッタリの本でし
た。冬の空の中、女の子が「夏の空、どんなにかがやいていたかを忘れない！」と語りかけ
この本は少女と殺人鬼が恋に落ちていくという物語です。少女は誘拐されこのままここにい
るか家に帰るかという二択を出されるが、このままここにいるという選択をした場面が心に
残っています。私だったらそんな選択は絶対できないと思います。現実ではありえないス
トーリーがとても面白かったです。
私が中学生の時に読んだ本です。「いちご」は「十五」です。十五歳の少年と少女の話なの
で今の娘の年齢とほぼ一緒です。主人公は現在の自分の状況や進路について悩み、いろんな
ことを考え成長していきます。娘も同じように大いに悩み考え選択して突き進んでいっても
らいたいです。
父さん母さんとはぐれたアンキロサウルスの赤ちゃんがティラノサウルスと会っていっしょ
にすごす話です。ぼくはウマソウにティラノサウルスがいろいろな事をおしえるところがよ
かったと思いました。お父さんのかわりになったみたいでした。
ティラノサウルスのことをお父さんと間違えてしまったアンキロサウルスに最後はとまどい
ながら、だんだんと愛情を感じ、本当の親子のようになっていくところがとても感動しまし
た。息子に対していつも怒ってしまうことが多い私ですが、やはり親というものはいつでも
子どものことを守りいつも見守っている、そんなことを息子も感じてくれたらいいなと思い
ました。
おまじないは不思議な力を持っています。どきどきする気持ちをしずめたり、できないか
も・・と思うことでもがんばってやってみようという気持ちになったり。おまじないで幸せ
な気持ちやがんばる気持ちになれるなんてすてきです。お母さんもやってみようと思いま
す。
優希が小さいころの時プレゼントされた本です。夜寝るときよく読んだ本です。
おもちに足があって家を逃げ出して走っていたと思ったらこんどは、自分のことをたべはじ
めたのでびっくりしました。
人間に食べられたくなくてしかめっ面になっていた鏡餅が、脱出成功した時のにこにこした
笑顔が思わず吹き出すほど面白かったです。
本には内村の昔の練習や性格から、ロンドン五輪までの事、リオへの目標が書かれていまし
た。内村は個人の優勝のことだけに闘っているのではなく、仲間と一緒に取る団体の金もど
ちらも狙っている姿がとてもかっこいいです。大きな大会でもおちついて演技するところ
は、私も見習いたいし、誰にも負けない体操への強い気持ちも見習い、私も内村みたいに世
界で活躍できる選手になりたいと思いました。
内村選手は周りからは「天才」と言われていますが、誰よりも努力家であることが書かれて
います。体操が好きすぎて愛読書は採点規則だったり、ひざを美しく見せるために帯で足を
しばって寝たり・・と様々なエピソードに驚いたり、笑ったり、すごい！！と感心したりし
ました。中でも「練習でしないことが試合でできることはありえない。練習でしたことしか
試合ではできない」という言葉には共感できました。金メダリストの言葉、重みがありまし
た。
この絵本との出会いは、当時宮城県の保育園へ子どもが通っていた時の園からのプレゼント
でした。「だいすきだいすきだすきよ。いつもいつでもいっしょなの」くまの母さんの子守
唄は３兄弟への愛情表現です。ある日、くまの母さんだけが嵐で命を落とします。悲しみに
くれる実際のお話は、東日本大震災の家族がモデルです。地震の時安全を伝えようとお姉
ちゃんは家から着信を残しましたが、母は仕事場から家へ向かう途中で命を落とします。後
に、ランドセルかいしゃから３年生になった末っ子と家族あてにタイムレターが届き、自分
和責めながら必死に生きてきたお姉ちゃんと家族皆が再び母の愛に包まれたそうです。震災
を経験し我が子も３年生になりました。日頃から愛情と感謝の気持ちを伝えていきたいで
す。
はたらきもののおかあさんがきびしくてきつねだとおもったはなしです。わたしのおかあさ
んもきつねかもしれないとどきどきしながらよみました。おかあさんのことをいっぱいかん
がえられるほんでした。
まず、タイトルと表紙の絵が面白いので本が苦手な子どもも思わず食いつくと思います。一
度読み始めると「わかる～」と共感しまｓ。最後にはもっと自分のお母さんや家族のことを
知りたいって気持ちになると思います。個人的には３年生から４年生くらいのお子様に読ん
ゾロリは最初２回負けていたけど、そのあと、２回勝って最後にはロボットをかいぞうし
て、観客のみんなにおかしをいっぱい食べさせてあげたというのがすごいと思いました。
ゾロリたちがクイズをすべてせいかいしてかくとくしたしょう金を、ケントのためにしょう
金をつかったのは、いいことだなぁと思いました。
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毒キノコを食べてたおれていたゾロリを助けてくれたケント一家を、自分たちが次に助ける
と決めてクイズ番組に出たのに、お金に目がくらんでケント一家のために出たのに、自分た
ちのためにがっばってしまったのは少しざんねんでした。
なぞなぞや迷路で遊びながら一緒に読めるからです。
かいけつゾロリシリーズは何回も読んだことがあるんですけど、この本は新しいのでとても
楽しみでした。私は家にもゾロリの本があるんですけど、学校にある本ばかりなのでゾロリ
の本は新しいのが入ると全部すぐに読みます、なので本屋さんでもいっぱい買っているので
かいけつゾロリの本は見た事がなかったのですが、おもしろかったのでまた読みたいと思い
ます。
ゾロリたちが一週間何にも食べていないとはびっくりしました。ゾロリたちは、うな丼のに
おいをかぎながらゆめをみていました。こんどは、テレビ局の大食いせんしゅけんがありま
した。サイコロステーキのところでまけました。さいごにゆうしょうしました。ゾロリはす
ごいと思いました。ぼくはゾロリみたいになりたくないです。
しっかり感想もかけて楽しめました。たべることのたいせつさをかんじてもらえばと思いま
した。一週間食べれないこと五年分の食事、普通に食べれることに感謝です
おもしろかったところは、ゾロリさんじょう、そして、さようならに意味が二つあって、お
もしろかったです。ゾロリがじょそうしてけいかんにだきついたところがおもしろかったで
す。
一緒に本を読む機会がなかったので、とても良いことだと思いました。本を一生懸命読んで
いてよかったです。
おならを使って地球を守るという発想がすごいです。あとやってもいないのに、あきらめな
いと言うことをあらためて感じました。おならはくさいけど使える時はあるんだなと思いま
した。この本を読んでぼくもすぐにあきらめないようにしたいです。
今回は子ぢも戸同じ本を読みました。普段の大人の感覚で子どもと接していると子どもの頭
の柔らかさに感心させられることがよくあります。今回のこの本も大人の発想ではなかなか
考えつかない対処方法でした。あり得ない・・でかたづけないで広く考えを展開させること
がだいじたと改めて気付かされました。読み終えた後息子と二人で「自分だったらどうす
る？」という話でアイディアを出し合いました。純粋な気持ちになれた良い時間を過ごすこ
とが出来まして。
ゾロリが前に会った時のてきがまたやってきて、前に会ったてきだとわかったゾロリは、た
たかうことにしたけれど、にげられたけど、もうにげられてしまったからあきらめてかえっ
た。どうなるのかと思ったけど、なかまがたすかってよかったと思いました。
「 休」というのは、とんち話のイメージがあったけど、仏教のおぼうさんで、ほんとうの
仏の教えをもとめて、きびしい生き方をした人だということが分かった。一休は、世の中の
決まりごとにしばられず、自分で考えたことを大切にして生きたので、ぼくもそういう考え
を持ちたい。人にはその人にしかできない事がある。一人ひとりがそれぞれ魔法（個性）を
持っている。全ての魔法を使いこなす事はできなくても、ひとつでもいいから誰にも負けな
い魔法を使えるようになりたい。」ゾロリとの旅でその事を学んだネリーはひとつ成長でき
たんだと思います。この本を読んで私も「いつかは誰にも負けない魔法が使えるようになり
たい」改めてそう感じさせてくれる 冊でした
ゾロリはいろいろ間違う事はありますが、あきらめずにがんばることで大活躍します。失敗
は成功のもとという言葉があります。あきらめずに続けているとそのうちせいこうするとい
うことです。何事もあきらめずにがんばってもらいたいと思いました。
一時間目の「茶袋」は空中にぶらさがる妖怪の話です。さわると重い病気になるといわれて
いるからびっくりしました。二時間目の「花の精」は元気な花には、花の精がたくさんいて
かがやいてみえるしいう話です。元気な花には、花の精がたくさんいるからいいなぁと思っ
た。三時間目の「勉強が好きな妖怪」は明治時代のころに本当にいたといわれています。こ
ま話は本当の話なので少しこわいです。でもおもしろいです。
妖怪や怪異にまつわる世界各地の民話を学校の授業の時限として複数話掲載しておりる楽し
く読み進めました。私が子どもの頃に読んだことのあるような内容の本もあり、時代を経て
も今の子どもの興味を引くような康生で読み継がれているのかなと思いました。
題名はお守りケータイです。じゅくの帰りにコドモケータイがなりだして、あいさんからＢ
クラスにあがったまおさんに、いい気にならないでとメールが来てとちゅうにあった日に
ケータイのきのうをかえて、どこにいるかわかるきのうにして、あいさんがゆくえふめいに
なるはなしです。
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北村山 葉山中 鏡の法則

野口嘉則

このほんは、いろいろなほんの形がでてくるおはなしです。むかしのほんは、まきものだっ
たけれど、かえさるくんが、いまのほんのかたちをかんがえつかっていたそうです。むかし
は、いっさつのほんをつくるのに、１５とうのひつじのかわがひつようとかいてあったので
びっくりしました。
娘がこの本を借りてきたと知って最初に感じたことは、なぜこんな高学年向きの本を借りた
んだろう、難しすぎるのではしいうことでした。いつも就寝前に本を読むので、この本も読
むことにしたのですが、少し難しいところはあるものの、本の歴史が子どもでも分かるよう
に詳しく書かれていて、親子でとても勉強になりました。私も娘も読書が大好きですが、昔
の人の知恵や工夫で今の本の形ができていることを心に留めながら、これからも親子でたく
さんのホント出会いたいと思います
わたしは、まほうのじどうはんばいきがあればいいと思いました。わけは、ひつようなもの
をなんでもだしてくれるからです。でも、自分で見つけたらなんだこれ？と思います。もし
もあったらまほうのじどうはんびきでなにかをだしたいです。
陽菜が読み聞かせのように上手に読んでくれました。なかなか一緒に本を読む時間がとれな
くなっていたのでとてもいい機会でした。
科学が面白いと思って手に取った本です。弟もわからないなりに絵を見て楽しんでいるよう
です。
不思議の国のアリスとは少しちがって、しかもすべてがさかさまなお話でした。たちえば本
を読むとき、ふつうによんだらわからなかったのですが、かがみにうつしたらよくわかり、
さかさまことばだったのです。あと、不思議の国のアリスでは、赤の女王しかでてこなかっ
たのに、白の女王まででてきて、しかも夢！で、アリスは夢野中で女王になっていたのも
びっくりしました。こんな想像力を身に付けたいと思いました。
有名な「不思議の国のアリス」の続編のようなお話で、不思議の国よりもへんてこで不思議
なお話でえもしろかったです。さらに、不思議の国で活躍していた三月ウサギと帽子屋が、
この物語にも登場したときは、こんな所で！と興奮してしまいました。また、「超ショッ
ク」の格好が「朝食」に・・・など多くの言葉遊びがちりばめられており、作者の自由すぎ
る発想力に感心してしまいました。これほどの自由すぎる発想力があれば毎日が楽しく暮ら
せるのではないかと思います。
本読みに付き合えなかった。かおりが一人で頑張っていた。ごめんなさいね。
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おかあさんから、かぎばあさんの本をよんてせもらいました。こういちはかぎばあさんのこ
とを大すきでした。てせも、うそはだめだよね。ぼくは、この本が大すきになりました。
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この本は私が小学校の２．３年生に読んだはずです。とても大好きな本で実家に取りに行き
ました。思い出いっぱいの本です。読んであげたら子どもも好きになったようです。心の中
のかぎをあけるところがとても気に入っています。かぎばあさん、本当にいたらいいね。

「魔よけケータイ」自分たちを守っているのは、家族はもちろん、ご先祖様が守ってくれて
いることを忘れないように、いつも感謝の気持ちを持ち毎日をすごしたいと思いました。
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この本には、物語が一章ごとに変わってきます。主人公は、悲しんだりしながらも前へ前へ
と進んでいきます。なやむとき、笑うときなど主人公の感情がそれぞれ変わっていきます。
ぼくは、そんな主人公をほめてあげたいです。苦しみの出来事はいっぱいあったのでほめて
あげたいです。このように成長していくんだなと思いました。
ぼくは、超能力などを使うマンガや小説が好きです。このカゲロウデイズも主人公が超能力
を使う仲間とともに身の回りで起きる事件を解決していくところがこの本の見どころのよう
なものです。
じちまがじぞうさまにかさをかぶせてあげたから、じぞうがよろこんでたくさんのおみやげ
をあげた話でした。
虐待、いじめ、認知症など現代社会の問題を取り上げていてすごく考えさせられたことで
す。自分もきっと誰かを救うことができるんじゃないかと本を読んで思いました。
この本を読んでいのちの大切さを教えてくれてとても感動する本だと思いました。チロリが
最後に「ありがとう」と伝えているところがすごく感動しました。これから命を大切にして
いきたいと思いました。
この本は、いのちの大切さを教えてくれる本だと思いました。最近は多くの家庭でペットを
飼っている時代だが特に犬はペットとして飼われるところが多い。昔から人間は犬とともに
暮らしており私たちにとても身近な動物だと思う。この本はそんな犬の闘病生活を書いた本
である。内容を読んでいくと、生き物の命の尊さが心に伝わってくるような本である。数多
くの人たちにこの本を読んでもらいたいと思える本であった。
自分を犠牲にして森の仲間の子どもたちを助ける勇敢なだちょうエルフの物語です。ライオ
ンに襲われそうになってエルフの足の一本が食いちぎられてしまっても「みんながぶじでよ
かった」と思う優しさ。片足でも痛みをこらえくろひょうに立ち向かう強い心。物語の最後
は悲しくも心温まるストーリーです。
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この本を読もうと思ったきっかけは、こわいのが好きだからです。「よなかなまず」は夜に
あらわれます。人と目をあわすと頭を食べます。とくにきたないおふろが大すきだそうで
す。わたしは本当におばけがいるとはしんじてません。でもよなかなまずはいるとおもいま
す。あと、四時四十四分のかいだんもあります。えいねんじっしょうやんは手もあって口も
いっぱいあってひとをつかまえて食べているそうです。
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北村山 葉山中 学校の怪談

岡崎弘明

小さな手袋は小学三年生のシホとよそのおばあさんの交流の話です。シホは祖父の死がきっ
かけでおばあさんに会いに行かなくなりました。でも、おばあさんは手袋を編み続けながら
シホを待ち続けました。シホとおばあさんの気持ちのすれ違いがとても悲しく感じました。
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東日本大震災の時、宮城県の方たちは本当に気持ちも身体的にも大変だったろうと思いま
す。隣県の山形も、停電、スーパーの物やコンビニの売り物がなくなり、山形に住んでいた
私達でも不便を感じ、それが何ヶ月も続く今でも住む所などの問題があったりと、自然災害
はどうすることもできない、はがゆいおもいがあります。自分の命を守ることも大切です。

一番思春期の頃の子どもと親の実際にあったお話です。自分の子どものころの悩みも共感で
きるとともに親になった今、親の気持ちを知り親とはどうあるべきかを考えさせられる一冊
になっています。ケータイなどで会話が減ったり親子のふれあいがなくなっているので我が
家では、とことん話して子供にうざがられてもからんでスキンシップを取ろうと思いまし
た。
カッコよさは見た目じゃない。けっしてあきらめない。自分を好きになるということを、こ
の本を読んで感じることができました。人に感謝し、自分に勇気を持ち、カッコいい生き方
ができるようにがんばろうと思いました。
さいしょはそうじきがこわれてクリナというなまえのそうじきのようせいがきて、そうじき
がこわれたからすてられると思っていてずっとクリナはないていたけど、かうんじやなく
て、そうじきをしゅうりするからすてられなかった話でした。すごくおもしろい本でした。
この本、陸上部の話で、名物顧問が異動となり代わりに頼りない美術教師がやてきました。
元いじめられっ子や不良、プライドの高い人、など、いろいろなメンバーで、県大会を目指
していく話です。団体でプレーする部活をしてきた子どもも、いろんな思いで戦ってきて、
そして、これからもそういう場面がたくさんあると思うのでこの本を読んでほしいと思いま
した。
この本は、映画がにもなった物語。小説、映画とたくさん楽しむことができました。小説映
画とたくさん楽しむことができました。幸せな気持ち純粋な気持ち悲しい気持ち不思議な気
持ちいろんな感情があり、この物語は何度読んでも飽きないと思いました。衝撃的なのが、
真緒が実は猫であるということ。真緒には浩介へは話していない秘密がそのことだった。そ
の事実を知ったとき、だからあの時そうだったのか、と疑問伏線が解消されました。おすす
めの一冊です。
家で犬を飼っているのでとても興味があり読みました。ちょっとした行動、吠え方、動きに
いろんな意味があることがよくわかりました。今まで自分が思っていたことと全く違う意味
だったりして驚きました。
ぷつんぱちん「なんだ」となったときの絵のかめのあたまに雨があたらないのかなとおもい
ました。どうぶつえんに雨がふってらいおんたちがぬれてもだいじょうぶかなとおもいまし
た。もしあらしだったらぺんぎんたちがとんでいっちゃうとたいへんだとおもいました。
かばくんが自分の子だけじゃなくて他の子たちも助けてすごいね！と話しました。雨が洪水
になって、動物園が水びたしになって、現実にはなかなか起こらないねぇと不思議だねと笑
いました。本を読んで思ったことが書いてあってえらいなぁと思いました。
おもしろかった。びっくりしたよ。
空穏自身読みづらい字などあったようですが、がんばって読んでいました。あまり子どもと
一緒に本を読む機会がないので、これから増やせればなと思います。
「わからない、わからない」と言いながら本をよんでいたきょうすけ君。感想文をどう書い
たらいいのかわからない様子でした。「どんな風に思ったか？」とか「最後にかぶと四十郎
はどうなったの？」と話し合いをして、思ったこ事を書いたりと一緒になって書きした。
かぶとむしのほんをよんで、ぞうきばやしにかぶとむしがいてじゅえきをたべています。つ
ちのりょうもわたりました。
カブトムシの本では、カブトムシの生活や習性が説明されています。カブトムシをお店で買
うのではなく自然の中で見つけてみたいと思いました。
カブトムシが土の中でどんどんせいちょうしていって昼の間はねむっていると分かりまし
た。わたしはカブトムシをさわれないので本を見ていろいろためしてみたいです。カブトム
シの小さい時のせいちょうのしかたがわかってよかったです。森でしか見つけられないカブ
トムシのせいちょうを見られていい本だと思いました。
娘がカブトムシという本を借りてきて何で？と思ったのが率直な感想でした。夏になると毎
日のように虫採りに行っているのでとても親近感の湧く内容で読んでいて頷く事がとても多
い本でした。今の親たちはみんなカブトムシ採りを経験した年代だと思うのでこの本を今の
子どもたちに読んでもらい同じ経験をしていってもらいたいと思いました。
ロミゾウおやぶんはいいやつにみえました。かぶとしじゅうろうはつのがかっこいいです。
こどもをたすけたとこがかっこよかったです。カミゾウおやぶんがかぶとしじゅうろうをた
すけるところにがんばってほしいとおもいました。
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北村山 葉山中 神去なあなあ日常

三浦しをん
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北村山 葉山中 神様のカルテ

夏川草介
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北村山 葉山中 雷獣びりびり

高橋由太
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東置賜 大塚小 からすたろう

やしまたろ
う
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北村山 鶴子小 からすのパンやさん

かこさとし
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天童東
中部小 からすのパンやさん
村山

かこさとし
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北村山 葉山中 カラフル

森絵都

鶴岡第
カラフル
三中
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鶴岡
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東置賜 大塚小 ガリレオ
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東置賜 大塚小 ガリレオ

317
318

森絵都

酒田飽
田沢小 かわいいこねこ
海
酒田飽
田沢小 かわいいこねこ
海

平野勇気という主人公が就職に迷っていると担任の熊谷先生が神去村で林業をするというこ
とを決めて、勇気はいやなのに母さんにおどされて家を出されてしまう林業の小説です。
外国人の夫との日常をコミカルなマンガで描いておりとても引き込まれて読みました。日本
人の当たり前が夫にとっては驚くことで反対に夫の当たり前に妻が驚き、毎日がとても楽し
そうでしたが、育つ環境や国が違うと常識も違うのだと思いました。娘に楽しい本を教えて
もらいました。
犬の気持ちを考えることができた。
男の子が、ある日教室のゆかしたにかくれていて、だれもその子を知らなくて、その子はと
ても小さな男の子だったから、ちびとよばれるようになって、その男の子は先生がこわくて
先生の話を聞かないでつくえを見たら、よくみるとそのこはつくえをよくみるとすごくおも
しろいと言った所がびっくりしました。
娘の夢はパン屋さんになることなので、この本を選びました。たくさんのカラスたち一羽一
羽が全部違っていてそれを見ているのが楽しいです。パン屋さんをしているカラスの夫婦に
赤ちゃんが生まれ大きくなるまでの物語です。大人になってからもこの一冊と出会って元気
をもらってくれたらと思います。
私の生まれ育った家を建て直し古い家を取り壊すことになったときのこと。荷物の整理をし
ていたらこの本が出てきました。私が小学生だった頃、母から読み聞かせしてもらっていた
大好きだった本。見るだけでワクワクするいろいろな形のパンと不思議と感じられる焼きた
ての香ばしいパンの香り。今子どもたちと一緒にこの本を開くとあの頃の感覚が呼び戻って
きます。
この本は映画化になったこともあり知っている人は知っているかもしれませんが読む人に
よって考え方や伝わり方が違うかもしれません。機会があればぜひ読んでみてくださいね。
生きているといろいろ悩んだり行き詰まったりすることが、いくつになってもあります。そ
んな時はこの本の一節を心の中で繰り返しつぶやきます。「時には目も眩むほどカラフルな
あの世界、あの極彩の渦に戻ろう。あそこでみんなと一緒に色まみれになって生きていこ
う。たとえそれが何のためだかわからなくても」この世はカラフルすぎて自分が何色かわか
らなくなるのかもしれません。それでも、一生懸命に生きていれば何か見つかるのかもしれ
ないと思います。悩んだときに手に取ってほしい一冊です。はっきりした答えが見つからな
くとも元気が出る一冊です。
ガリレオはあまり知らなくて何をした人か分からなかったけれど、この本を読んで、ガリレ
オの友やてきのことなどか、何をしたのかを分かって、星を初めて見つけた人だったので、
すごくガリレオの事が知れたと思いました。あと、星を見つけて名前をつけるなんてびっく
りしました。
ガリレオはさまざまな運命やまわしの人たちによって仕事も生き方も本当に大変だったが、
自分のやりたい事をして一生を生きたと思います。
いろんなしゅるいのねこがほんにのっていてかわいかったです。

かわいいねこをもらっ なりゆきわ
てください
かこ
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東置賜 大塚小
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北村山 冨本小 かわいそうなぞう

つちやゆき
お
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北村山 冨本小 かわいそうなぞう

つちやゆき
お
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北村山 葉山中 川の光

松浦寿輝
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北村山 葉山中 川の光

松浦寿輝

324

東田川 立川小 カンガルーがいっぱい
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東田川 立川小 カンガルーがいっぱい

328

山形

329

酒田飽
がんばれエコマン地球
黒森小
松村左知子
海
をすくえ

世界のいろいろな種類のねこのことが書いてあり、とてもかわいいし勉強になりました。写
真が多い本ですがといもいやされる一冊です。
カラスにいじめられている子ねこをちぃちゃんが助けてあげたところがいいなぁと思いまし
た。家でそのねこはかえなくて、新しいかいぬしをさかさないといけなくて、ちぃちゃんは
はなれたくない気持ちだけど、しかたないから、その子ねこのために良いかいぬしを見つけ
てるところで、ちぃちゃんはやさしいなぁと思いました。
どうぶつたちはわるいことをしていないのに人間のせんそうのせいでころされてしまいまし
た。さいごまで人間からえさをもらおうとしているぞうがかわいそうでした。人間もとても
つらかっただろうと思います。ぼくは、せんそうをしらないけれどぜったいにせんそうはし
戦争の悲惨さが伝わるかわいそうなぞうの話で、大人の私でも涙が止まりませんでした。
ずっと心に残る本なので、みなさんにもおすすめしたい一冊です。
川のほとりに平穏に暮らしていた三匹のネズミの一家が巣穴から追い立てられ線天地を求め
て川を上流へ遡っていく冒険の物語です。このお話をとても楽しく読みました。危機に陥る
と胸が苦しくなり、危機を脱するとすごくほっとするお話で、泣いたり笑ったりしながら読
みました。
川の工事によって巣穴から追い出された３匹のネズミの一家の大冒険の話です。人間にとっ
ては大したことのない距離の中でネズミにはとても大変な困難とばかり。その中で天敵なは
ずのネコが助けてくれたり、犬の協力があり、とても楽しく読めた本です。ネズミの世界も
人間の世界と同じだなあと思いました。ワクワクして読んだので、子どもに勧めました。
カンガルーが４５匹いるお話で、いろいろな得意なことができている人はさかあがりとかで
きてすごいです。でも、できないひとは、一人いてこの子は４５人いる中で一番えがおがす
てきなカンガルーです。何も得意なことがなくてもえがおがすてきなことがこ心にひびきま
した。
４５匹のカンガルーのお話ですが、それぞれ、できることがある中で何もできなくとも笑顔
が素敵という言葉に感銘を受けました。単純な言葉ですがズシリと心に響きました。何もで
きなくとも笑顔が素敵なことって素晴らしいことですね。
この本は織田信長がどのように天下に近づいて行ったかがわかります。一つ一つの戦いのＭ
ＶＰ武将が書いてあって活躍している人がわかります。裏話も書いてあるのでクラスの友達
と話したりするのが楽しくなります。

桜田小 完全攻略戦国合戦

ぼくはこの本をよんで、ちきゅうのためにできることは、水や暖気をむだづかいしないこと
だとおもいました。ハミガキやシャワーで見ずだしっぱなしにしていることがあるので、こ
のむだつかてをやめます。だれもいないへやのあかりや見ていないテレビはすぐけします。
ちきゅうのおんだんかをとめるために自分でできることをがんばります。
普段何となく使っているシャワー、エアコン。一人ひとりが使う量を減らすことが出来れば
大きな効果が生まれるはず。毎日出る生ゴミ。安さにひかれて買ったとしても食べずに捨て
れば資源のムダ使い。まずこの買いすぎを止めよう。本当に今必要な物かを意識して行動し
ていこう。食品の買いすぎを止めれば、冷蔵庫の中の保管食材が減りムダな電力削減にもつ
ながる。この本を読んで、地球の未来を変えるためには一人ひとりの心がけと行動が重要だ
と改めて感じた。
カブトムシがクワガタよりつよいわけがないとずっと思っていたけど、本を見たらカブトム
シが強かったです。たたかいではよわかったのに
夏になると毎年のようにカブト虫やクワガタとりに出かけます。親子土捕ってきたカブト虫
などを育てたり、遊んだりするので、本を読んでいてカブト虫やクワガタの世界を一緒に体
験するのも楽しいなと思いました。
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酒田飽
田沢小 きえたゾロリ
海

原ゆたか

さいしょはイシシとノシシは、いっぱいゾロリせんせいをさがしていたけど、ゾロリはただ
はだかだから、ふくをさがしてただけで、みつけたらドレスをはいてました。

334

酒田飽
田沢小 きえたゾロリ
海

原ゆたか

とても心温まる楽しいお話です。イシシとノシシのぼうけんの物語でした。消えた！？かい
けつゾロリを探しにでかけた二人。二人でいろんな事件にまきこまれて、おもしろおかしく
旅は続いていきます。最終的にはエッタ姫を助ける事ができました。さて、ゾロリはどう
なったでしょうか？
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消えたミステリー作家
ロン・ロイ
の謎
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北村山 冨本小

消えたミステリー作家
ロン・ロイ
の謎
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北村山 葉山中 聞く力
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北村山 冨本小
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じろう
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北村山 葉山中 君が落とした青空

櫻いいよ
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北村山 葉山中 君の膵臓をたべたい

住野よる

352

北村山 葉山中 君の友だち

重松清
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北村山 葉山中 きみはいい子

中原初枝
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北村山 冨本小
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きみはほんとうにステ みやにした
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新庄小 希望の木

阿川佐和子

有名な作家ウォリス・ウォレスのサイン会にいった３人はとても楽しみにしていました。し
かし、ウォリス・ウォレスはこなくて、３人でどこにいったか探すことにしました。ひとり
の女の人とさがしていました。すると、ホテルに口がふさがれている人がいて、はずしてみ
ると本物ではなく、本物はいっしょにさがしていたひとりの女性だったはなし。
小学生の仲良し３人組がミステリー作家ウォリス・ウォレスさんを探す物語です。読んでい
くうちに子どもたちと一緒にウォリスさんを探している探偵気分になり、とても楽しく親子
で読める本でした。
主人公がインドに旅行した時お土産売り場でなんとなく買った象の神様が主人公の願いをか
なえるために近くで見守りながら成長していく過程がユニークに書かれている本です。大人
になってから読んだけど今の愛理くらいの年齢に読んでいたらなあとちょっぴり悔しくなり
ました。どんどん読み進めたくなる本ですよ。
現在通信機器が盛んに利用されている中「メールの会話と実際の会話において、画面の文字
だけで伝ってくる言葉と表情や動作とともに言葉が伝わってくるのとではずいぶん印象が違
う」と書いてありました。私も同感でしｔた。これから子どもたともたくさんの人とかかわ
る中相手の目を見たコミュニケーションを大切にし成長していってもらいたいと思います。
足をこっせつしてぎそくをつくったお話です。たてなくてなんどもたちあがろうとしてつか
れて、おかあさんに「もういっかいやってみて」と言われてがんばったけどしんでしまった
ところがかわいそうでした。
この本はキリンの赤ちゃん「たいよい」がぎそくをつくったお話つけてがんばって生きよう
とする姿をえがいた本です。骨折からギプスをつけ、足がくさりはじめて切断、手作りの偽
足で生活する様子がかわいそうでした。最後の方では起き上がろうとして何度もしりもちを
つき、しだいに弱り、いきをしなくなるというところでは、二人で涙が出そうになりまし
た。命の大切さと、つらい現実に立ち向かう姿勢に心を打たれました。一緒に読むことがで
きてよかったと思える本でした。
大好きなミッキーマウスとＴ.Ｄ.Ｌ.。この本のタイトルを見ただけで、ワクワクドキドキし
ながら手に取り読みました。1年以上前に読んだものなのにページをめくると所々で鮮明
に、そしてすぐに話の内容が思い出せてしまうのが不思議です。エレクトリカルパレードの
様子やキャストの姿、行動も本当にそのまま表されているからです。一応大人なので夢と現
実とを分かっているつもりですが、ＴＤＬの裏側を知ることがとっても楽しくてしょうがな
かったです。
この本を読んで、「世界から私が消えたなら」ということを一番に考えました。本当に悲し
み涙を流してくれる人はどれくらいいるのだろう。本物の涙を流してもらえるような人にな
るためなら今を大切に生きようと思いました。当たり前のことですが、人にやさしく困って
いる人がいたら一緒に悩み助けてあげられる人になろうと改めて思いました。娘にもいい本
ゆまは、キナコというねこをかっていて、妹が生まれるからおばあちゃんの家にあずかって
もらうとママがいって、まゆは、キナコとはなれたくない気持ちが伝わる。それで、いなく
なると思って学校の倉庫に入れて下校する前にさがしに言ったらいなくて、そしたら公園の
かだんのところにキナコと子ねこが三びきいて、キナコを家につれて行って、ママとパパと
ゆまとのことキナコとキナコの子どものねこがなかよくくらしていておもしろいお話でし
た。
下の兄弟が生まれるために買っているネコをおばあちゃんにあずけられることがいやで、学
校へネコをランドセルに入れ連れて行ってしまうなんて、とてもかわいらしいと思いまし
た。
これは２０１１年３月１１日のじしんで一本だけのこっていたきせきの木のお話しです。こ
の木を人で表していて、子どもでレイラという名前です。レイラはお母さんとお父さんの松
の木とあいたくて自分もしにたいと思っていたけど、津波がレイラの所にきそうにならない
ようにみんながレイラを助けたことを知って、天のお母さんも仲間全員の心のささえという
ことを教えてもらい、生きようとしたことが感動しました。
犬を出せと言われて、つらいというのがよくわかりました。おかあさんから「うちに犬がい
たとしても犬をだしなさいといわれたらどうする？」と聞かれ、ぜっていいやだと思った
し、いやだということでもできなかったのでかわいそうでした。
戦時中の決まりとは言え、悲しい別れを経験したおばあさんと、現代を生きるひな子を結び
つけた力丸（冨士）。言葉を話せないけど通じ合い思い合う姿に、読んでいて涙が出まし
た。冨士の夢を見たひな子はおばあさんに大切にしていた乳歯をプレゼントしました。おば
あさんも大切にしてくれることでしょう。涙が出て悲しかったけれど最後はみんな笑顔で良
かったです。
「こっちむいておかあさん」この本は子供が書いた詩です。本を読んでドキッと胸に刺さっ
たり子どもの気持ちお母さんへの味方等、考えさせられる本です。詩だからこその良さも悪
さもあり、感謝の気持ち、お願い、イカリ。きっと子どもには子どもの希望や意見もあり
と。親子で読みあいながら会話をしたいと思える一冊です。
爽子と翔太が付き合っていて、すれ違う気持ちや行動がうまく表現されていて、おもしろ
かったです。また、千鶴と龍の幼なじみだけど「恋」に発展していくところもドキドキしま
した。これからも、小説なのでたくさん読んで心を豊かにしたいです。
アンが成長していく様子をしっかりまとめて書いたのでわかりやすかったです。自分の子ど
ももアンと同じように生きていってほしいと思いました。
内容が少し難しかったけどしっかり理解することができました。アンが成長していく様子が
よくわかって読んでいくうちに引き込まれていきました。
この本は、娘が３歳の時に出会った本です。物語はピアノ、いす、ドレス、ロボットを作る
ために大工道具のちょうなやよき達、裁縫道具たち、工具、電子部品たちが次から次とやっ
てきて、みんな力を合わせて作っていく話です。出来上がった素敵なドレスに身をまとった
ロボットがピアノを弾く文で「ピカピカピアノをピンタカポンコオロコロピロリンタンタカ
タン」など早口言葉のような文章でつづられ子どもとつっかえながらも読みあいしたことを
思い出します。小さなことでもこつこつと続けることの大切さ、みんなで協力しあうことの
大切さを感じた本です。また成長した娘と読みあいたいです。
元々はネットで有名な「ボーカロイド」で歌い、作られた曲の『いーあるふぁんくらぶ』を
小説化したのが今回読んだ本です。友達の大切さを知り、また自分から目標に向かい勉強を
する姿勢を学びました。子どもも大人も読みやすい本でとても面白く読ませてもらいまし
た。
山形県では多くの母親が仕事を持ち家庭との両立を行っていますが大きな負担を強いられて
いる現状にあります。今よりも幸せに働くためには何が必要かを知りたくてこの本を読みま
したがその中で職場の環境を整えるだけではなく、家庭の環境も整えることも必要であるこ
とを学びました。自分のために家族のために働いている母親がいつまでも幸せに働くことが
できるよう少しずつ実践していこうと思いました。
ぼくは、ティラノサウルスがおぼれかけてかわいそうだけど、エラスモサウルスにたすけて
あげてありがとうとおもいました。こんどはテスラのサウルスがなにかのきょうりゅうがエ
ラスモサウルスのせなかにきばのあとがあってティラノサウルスがなおしてあげてありがと
うとおもいました。
最後のエラも素サウルスが死んでしまうところがジーンときました。思いやりの気持ち大切
にして欲しいです。これからも本をたくさん読んでください。

357

東田川 立川小 給食番長
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東田川 立川小 給食番長

359

北村山 冨本小 給食番長

よしながこ
うたく
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北村山 冨本小 きょうから飛べるよ

小手鞠るい

361

東田川 立川小 きょうから飛べるよ

小手鞠るい
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北村山 葉山中 嫌われる勇気

岸見一郎・
古賀史健
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北村山 葉山中 桐島部活やめるってよ 朝井りょう

クマの子は、海に行ったときに白い大きな船を見ました。ウサギの子は、町に行ったときに
バスに乗りました。キツネの子どもはどちらも知りませんでした。キツネの子だけが知って
いるものは何か?幼い子の初めての出会いの喜び感動を愛情豊に描いたお話です。
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北村山 葉山中 金曜のバカ

越谷オサム

男は、いつも計画を立てて毎日の生活を送っている。１秒の遅れもしない男を妻は「こんな
男殺したい」と思い、殺し屋に「あの男を殺して」と言ってしまい、殺し屋は「わかった」
といった。次の朝殺し屋は、男が毎日ジョギングで通っているコースで待つ、しかし、１時
間、２時間たってもその男は来なかった。最後まで読まないと結末が分からない一冊です。
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北村山 葉山中 金曜のバカ

越谷オサム
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北村山 葉山中
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北村山 葉山中 空想科学読本

柳田理科雄
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北村山 葉山中 空想科学読本

柳田理科雄

369

北村山 葉山中 くじけないで

柴田トヨ

370

くしゃみいっかい１秒 ヘイゼル・
北村山 葉山中
かん
ハッチンス
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北村山 葉山中

372

北村山 鶴子小 くじらいぬ

あきやまた
だし
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北村山 葉山中 くちびるに歌を

中田永一
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北村山 葉山中 くちびるに歌を

中田永一
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北村山 葉山中 くちびるに歌を

中田永一

376

天童東
山口小 くまの校長先生
村山

377

ドン・フ
西置賜 鮎貝小 くまのコールテンくん
リーマン
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酒田飽
クリスマスにくつした
黒森小
間所ひさこ
海
をさげるわけ
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酒田飽
クリスマスにくつした
黒森小
間所ひさこ
海
をさげるわけ

380

北村山 葉山中 ぐりとぐら

中川季枝
子・山脇百
合子

一人のおばあさんがある日、どら焼き屋に訪れる。そのおばあさんは、売れないどら焼き屋
に作り方を教え始める。おばあさんには暗い過去がある。どら焼き屋の客や店長、おばあさ
んたちの物語、絆の強い話なので、ぜひ子どもとともに読み感想を述べ合いたい。
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北村山 葉山中 ぐりとぐら

中川季枝
子・山脇百
合子

382

東置賜 大塚小 ぐりとぐら

中川りえこ

毎日当たり前のことが大切なんだと改めて考えさせられた作品です。大切な人の話を大事に
聞きたい。一緒に笑いたい、相手にどう思われるかでなく、自分の思いに迎えるよう強くな
りたい。と感じます。
ぐりとぐらが１年ぶりぐらいだったのでなつかしいなぁと思いました。あと大きなたまごの
からを、車にするのは頭がいいなと思いました。あとぐりしぐらはどうぶつたちにかすてら
をわけるのは思いやりがあると思いました 。２年生は思いやりが少ないから思いやりをふや
すために思いやりをつくるのをがんばると思いました。おとなになってもよんであげたいで
す。

クイズ歴史英雄伝徳川
加来耕三
家康

くしゃみいっかい２秒 ヘイゼル・
かん
ハッチンス

おいしいきゅうしょくのこさずたべたいです。つくったひとにありがとう。
給食試食会の後で親子で考えることができた時間でした。作ってくれる方、食べ物に感謝で
す。
好き勝手なことをしていれば誰も相手にしてくれなくなる。そんなことばかりしていると結
局自分でやらざるを得なくなる。そして、自分がその立場になるとようやく相手の気持ちが
分かる。相手の気持ちを思いやる心をもってほしいということと、あなたのことを考えて
思っているんだということを分かってほしいという思いで選びました。
ぼくはこの本を読んで、かんどうしました。それは、さくらという小学生が３年生から４年
生への春に熱を出して入院してしまいます。４年生になれないと思ってしまいました。僕が
この小学生だったらとても悲しくなってしまうと思います。それでも、それから学校に行け
て卒業することができました。
この本を読んで、子どもがあきらめないこと立ち直るということを感じてほしいです。ま
た、人の命についても学んでほしいです。
脳に障害のあるお母さんから生まれた女の子は、正確な誕生日もわからないまま、お隣の外
出するのが怖いおばあさんから育ててもらいました。お母さんが言ったスーフという意味の
分からない言葉を調べるために真実を捜す旅に出かける話がすごい。

現代介護は外せない。我が家も例外ではない。働き盛りの私たちと学生の子どもと言い訳を
しながら老々介護にしてしまっている。団塊の世代が介護世代になろうとしている近年、考
えなければならないことだと思う。考えさせられる一冊です。
ぼくは、このクイズ歴史英雄伝徳川家康の本を読んで徳川家康に関する情報をクイズに表す
ことが分かりやすく勉強とかのも読みやすかったです。
県立高校のバレー部の頼れるキャプテン桐島が突然部活をやめてしまう。しかも何も理由を
告げずに、この桐島が突然部活をやめたことによって起こりうる波紋。そこで登場する男女
５人。それぞれ全然違う部活に所属している。その５人に起こった変化とは。この瞬間読ん
でいてワクワクドキドキした。この５人には何か一つだけ関係しているのかもしれない。
暑い日が続き涼しくなることを考え怖いけれど気になり読んでみました。よく子供が話して
いそうな怪談だと思ったが一人では読めないほど怖い話でした。
これから実社会に出て多種多様な人々に出会ったときに、役に立つところが多いと感じたの
で娘にも一度読んでほしいな。
小学校の時読み聞かせで聞いて時間の大切さを学びました。短い時間でもたくさんできるこ
とがあるので1秒1秒を大切に生活していこうという気持ちになりました。
以前、読み聞かせで読んだ本で、時間の本です。1秒でできること、1分でできることなどが
書かれています。時間の大切さや子供たちの持っている時間でできる可能性などが書かれて
います。絵本ですがぜひ子どもたちに読んでもらいたい本です。
くじらいぬは、学校に行ってみんなとあそんだり、給食を食べたりします。くじらいぬの楽
しい一日です。くじらいぬは何でもできます。すべりだいやどろあそび魚を捕まえたりいろ
いろなことをして楽しいです。
もし自分がもうすぐ死んでしまうと知ったら、私は何をするのだろうか。この本の主人公は
寿命のために何かを消す。突然現れた悪魔は、消す前にそれに触れてよいといいます。当た
り前のような存在だったものが、失ってからとても大切なものだと気づくことに共感しまし
た。同じような体験を何度も経験しました。気づいた後どうするかが一番大事だなと考えさ
せられました。
目の見えない捨て犬を助けるために、ペットを飼ってはダメな団地で飼うことにさせる５歳
の少女二人の行動力に感動した。
主人公の千恵さんががんを発症し、闘病しながら娘のはなちゃんに料理や家事など、生活の
上で必要なことを自分でできるようにと、味噌汁作りから伝えていくという話。そして、千
恵さんがどう生きたのか。まだ少し早いのかもしれないが、二人に一人はがんになるといわ
れている時代。いつかは母になり子どもを育てる立場になる娘にぜひ読んでもらいたいと思
う。
私が今まで読んだ中で一番心に残っている絵本です。絵本ですが本当のお話で、勇気をくれ
て楽しい絵本です。その絵本を読んだ私は「なんでもやってみないとわからない」というこ
とを知れたのでとても勇気が出ました。
我が家では保育園の頃から何度も何度も読んでいる一冊です。主人公のぬいぐるみのくまが
実に健気でとてもかわいらしいお話しです。文章も明快なので子どもにもわかりやすいよう
です。普通に読んでも十分に面白いのですが、実はこの本を、父親が山形弁に置き換えて読
んでくれるのが、子どもたちの大のお気に入りで、寝る前なのに大爆笑で楽しんでいます。
息子が一年生になったいまでも大好きな絵本であり、おすすめの一冊です。
さんたくろうすはあの三人のおじょうさんにきんかをあげた。なんでかというとびんぼう
だったからです。三人はよろこんでいました。ぼくはまずしい人をみつけたらたすけてあげ
たいです。
ニコラスさんはかみさまのおしえを大人になっても忘れていませんでした。「かみさまは、
おたがいにたすけあいわけあえ」とおっしゃって、たくさんの人たちはニコラスさんに助け
てもらうのです。神さまのつかえと人々は信じていたが、ニコラスさんのした事がみんなに
知られてしまいます。それでも、みんなをたすけて、にこらすさんはサンタクロースと呼ば
れます。今を生きている私たちの日常で、こんな立派にできる人がいるのか？考えてみると
やっぱり神さましかできないのかなぁと本当に思いました。
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塩井小
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東置賜 大塚小

くれよんたちからのお
ねがい
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酒田飽
黒森小 くれよんのくろくん
海
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酒田飽
黒森小 くれよんのくろくん
海
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酒田飽
田沢小 クワガタムシ
海
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酒田飽
田沢小 クワガタムシ
海
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酒田飽
黒森小 ゲームブック
海

なかやみわ

なかやみわ

この一冊の絵本の中に、小学校、中学校で多くの問題である、いじめについてかいてあるよ
うにも思える絵本だと思います。人にも個性があるのをみとめあうような社会になってほし
いと思いました。クロには他の色をすべて消してしまうような色ですが、考え方をかえれ
ば、すべてを、まわりをひきたてる色とも言える色で、必ず必ず必要な色です。人にも個性
があるのはあたりまえで、誰とも仲良くできる人間になってほしいと思います。自分も。
ぼくは家でかっているクワガタの育ち方とたまごの形を調べました。調べたらそだち方とた
まごの形が書いてました。たまごの形は、「ラグビーボールのような形」でした。これから
も、他にもクワガタのことも、もっと知りたいです。
自分の飼育している生き物に興味を持つことはとてもいい事だと思いました。この本では、
長い年月をかけて西中になる様子がかかれていました。何年もかけて生まれた命を大切に育
てていこうと思いました。

五味太郎
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東置賜 大塚小 けばけば

北川悠仁
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北村山 葉山中 賢者の贈り物
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山形

竹田恒泰
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西置賜 小国小 恋する新選組③
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東田川 立川小 コーネリアス
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東田川 立川小 コーネリアス
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酒田飽
泉小
海

こころのふしぎ
ぜ？どうして？
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海

ココロ屋

梨屋アリエ
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酒田飽
泉小
海

ココロ屋

梨屋アリエ

406

西置賜 小国小 ココロ屋

梨屋アリエ

第一小 現代語

それぞれ好きなことを持ったぐりとぐら。料理を作ること。食べること。子どもたち、大人
でも好きなこと、趣味を持つことは大切です。物事、行事、家庭生活さまざまな場面で協力
し合って目標を達成することが大事です。子どももぐりとぐらの様に話し合い智恵をしぼ
り、一つ一つ目標を達成して欲しいですね。そして、孫が誕生したならば、伝えていっても
らいたいものです。
ぐりとぐらが作るおいしそうなかすてら。いつも子どもに「食べてみたい」と言われます。
いくつになっても楽しい素敵なお話と絵で大好きです。
おもしろいはのときにきょじんがでてきました。なしです。おもしろいし、げろはいておも
しろかったです。おばさんのひとがあめおうっておもしろいです。ブルトーザーでひとのい
えをこわそうとしてわらえました。バーベキュー
当たり前のことがそのまま書いてあってすごく共感させられました。きっと誰もが納得する
ところがあると思います。例えば「友だちとは仲良くなったり離れたりもするけど家族は永
遠に一緒」という言葉がありました。結局のところ大人になってもみんな一緒は辛いとかす
ごき現実的で笑えました。子どもには本当に理解して読んでいたのかわかりませんがとても
現実的な本でした。
この本を見つけた時妖精の絵とか中の絵もきれいでかわいかったので読んでみたいと思いま
した。もし、カラフルな雪が米沢に降ってきたらいろんな色の雪だるまを作ったりうちの犬
は白色だからカラフルな色が付くので、一緒に遊びたいと思いました。冬になったら家族み
んなで「雪ん子もりもり雪ん子もりもり」と言ってみようと思います。
本の出だしは同じ雪の降る町としての苦労が書かれていたので思わず共感し読んでみまし
た。しかし、「ゆきんこもりもり」というかわいい呪文で、村に様々な色の雪が降るという
こどもならぬ大人までもワクワクするような出来事に私までも想像を膨らませ温かい気持ち
になりました。色や景色など美しいものはひとのこころをも美しくしてくれるのだと、改め
クレヨン一人ひとりの思いをつつったお話です。いくらでも新しい物があって、次々と欲し
くなってしまいますが、この絵本を読んで物を大切に使う心が備わってくれたらいいなと思
い、子どもに読んでいます。
あるひケビンというおとこのこがいました。はこのうえにいっぱいてがみをおいていまし
た。それはくれよんたちからのてがみでした。これはあおいくれよんのおはなしでした。わ
たしは、あおいろのくれよんがしんぱいしょうだとわかりました。
さいしょは黒くんは、さいしょいじめられていたけど、さいごのさいごにシャーペくんと
いっしょにそうだんをしてきれいなはな火の絵をかけていいなとおもいました。

古事記

越水利江子

いろいろのもんだいあっておもしろいからです。
たくさんの「色」を持っているけばけばという生き物が、色をなくした太陽や空に自分の
「色」をあげて、最後は真っ白な雲になってしまうお話しです。周りの喜ぶ顔を見るため
に、自分の持っているもの全てをあげるという事は現実ではなかなかできることではありま
せんが、人のために自分を犠牲にしたり、見返しを求めずに優しく出来る気持ちを思い出さ
せてくれ、子どもにも周りの人を笑顔にできるよう成長して欲しいと感じました。
この本はある一人の少年が怒りを抑えられず人を傷つけてしまい、その少年が自分と向き合
い徐々に自分を変えていくという本です。この物語は、誰かではなく生きている人全てが共
感し学ぶことのできる本だと思います。自分がどんな人間なのか、感情とどう向き合ってい
くべきなのか。コールのように無人島で一人探すことはできませんがこの本を読み進めなが
らコールとともに自分と改めて向き合うことができます。この本をお互い読んでどう感じた
のかを話し合えたらいいと思います
小林正観さんは、学生時代から人間の潜在能力や症状現象に興味を持ち研究を続け私たちに
生き方について講演や本を通して伝えてくださっていて、初めてこの本を手にしたときは深
く感銘し通じることがあり、自分の心がとても軽くなり、このような生き方をしていきたい
と思いました。この本は、「物事はすべて宇宙の法則に基づいて起きておりこの法則を使い
こなせば思い通りの人生が自然と展開する」というものです。私は、子どもたちはいろいろ
な楽しい辛い経験弥体験を積まなければならないと思います。楽に生きるためだけに物事も
選択しなければならないとも思います。でも、どこかでつまづいた時この本を読むと心が軽
くなるかもしれませんね。
自分が生まれて育った国の歴史や神話を知り、誇りある大人になってもらいたくて推薦しま
した。
１３さいの宮川空という女の子が、剣士になるというゆめを持って、新撰組になって沖田総
司と恋に落ちるお話です。今回はふしんなさむらいが大変なことをしようとしているから、
スバイにいくという話です。ぼくは黒まくがだれかとてもワクワクしました。さらに、ぼく
はスパイダとこわくてできないからすごいと思いました。
コーリアスはどうしてたってさかだちやしっぽでぶら下がれるのがすごいとおもいました。

な

大野正人

他のみんなと少し違う周りと少し視点を映えるそういうことの大事さ大切さをくづかせてく
れた本でした。
「面倒くさい」「やりたくない」夏休みに入って、子どもからこんな言葉か聞かれるように
なりました。この本を一緒に読んで、心の中にある様々な気持ちに笑ったり、納得した
り・・「心は見えないけれどみんながもっているものなんだ。不思議だな。おもしろいな」
次々とページをめくって読み進める子どもの顔からはそんな心の声が聞こえて来るようでし
た。私自身も、後ろ向きな気持ちになるのは誰でもあることだと気づき、本を読む前と後で
は子どもに向ける目が変わったような気がします。気持ちを上手にコントロールして元気に
いろんなことにチャレンジしてほしいです。
最初はケンカばかりしていたけど、みんなからは、だんだんひろき君てやさしいなと思われ
てきて、わたしはひろき君みたいになりたいなと思いました。消しゴムなくしちゃったらぼ
くのをかすよ！といって、やさしいなぁとみんなからは思われていた。ひろき君はだんだん
お母さんの手伝いもするようになってすごいなと思いました。みなさんおもしろいのでよん
でみてください。
ちょうど主人公が同じ小学生の話で学校の様子など身近に感じられたと思います。友だちと
の付き合いで、色々人の気持ちがわかるようになったり本人もまなんでくれればいいと思い
ました。あまりやさしすぎたり、おひとよしだったりなかなか大人になっても難しい事で
す。素愛佳で大切な友だちを見つけてくれればいいです。
心がかえられるなんてすごいと思った。ココロ屋にどうやってであえたんだろう。僕もココ
ロ屋に行ってココロをかえてみたい。

私は十代の頃自分の心が好きではありませんでした。「自分を変えたい」といつも思う時期
がありました。しかし、今はこの性格（心）で良かったと思います。今も子どもと接する時
「優しい心」や「あたたかい心」になりたいと思うことが度々あります。でも叱る時もなる
べく自分の気持ちを伝えられるようにしています。他の誰でもない“自分”のこの心で一生
懸命伝えていきたい。たったひとつの自分の心を親も子も友に育んでいきたいと思える一冊
でした。
この本は、ぼくみたいな本です。中村憲剛選手の話であります。中村憲剛選手はサッカーを
一年生から始めて、ぼくも一年生からサッカーを始めました。最初はやはりへたくそでした
けど、練習をしていけばうまくなりました。だから、ぼくは一年生の時試合に出ました。３
点決めました。
ぼくは古代文明の大常識を読んで、僕の知っているラーやホルスなど出ていてびっくりしま
した。ぼくがこれをかりたきっかけは、ぼくは、古代エジプトに出てくるゼウスとかは知っ
ていたけどほかにはどんな神がいたのかを知りたかったからです。僕の知らないギルガメッ
シュ王など知れてよかったです。
ゲームのキャラクターを通して古代の歴史や神様など興味をこち、とてもじっくり読んでい
たようです。戦国武将などにも興味があるようなので、いろいろな本を読んで歴史をもっと
好きになればいいと思います。
いろいろなアニメや漫画の一場面を科学的に表すというこの本のシリーズの独特な発想にひ
かれました。例えば、「ハイジのオープニングで出てくるブランコに乗ることは可能なの
か」というような感じで、あにめやまんがの設定が現実的に考えるとどれほどすごいものな
のかが分かります。そして、科学的根拠をつけて説明されているため理科や化学の勉強にも
なるかもしれません。
私が中学生の時に読んだ本です。「いちご」は「十五」です。十五歳の少年と少女の話なの
で今の娘の年齢とほぼ一緒です。主人公は現在の自分の状況や進路について悩み、いろんな
ことを考え成長していきます。娘も同じように大いに悩み考え選択して突き進んでいっても
らいたいです。
庶民の生活から、人生の機微な様々な人情をとらえて笑いへと昇華させていく名人芸の
数々。凝縮された語彙と軽快なリズムからは、噺家の息遣いまでも感じられ、さらに、当時
の歴史背景まで浮かび上がらせる技術には圧倒されます。登場人物は皆善人ばかり。泥棒に
しても悪人ではないという日本らしさ。「粋」という感覚や「笑い」の本質を体感できる本
ではないでしょうか。ずるさや生意気さに気づき親も子も互いに心が素直になる本ではない
かと思います。
夏休みでクラスの友だちと離れている時に、この本を読んで友だちとは何かについて考え居
見るのもいいかと思いました。
この本を読んで、犬は家族の一員で10の約束を守って仲良くして、そしていのちの大切さを
教えてもらうような本でした。これから犬を飼う人、犬を飼っている人にはぜひこの本を読
んでほしいなあと思います。とてもいいお話でした。
使者と一度だけ合わせる人のことで、「使者」と書いて「つなぐ」と読みます。ツナグが使
者に合わせるには、いくつかのルールがあり、いろんな話の中で思い思いの死者に会いたい
という気持ちのある人たちがツナグに依頼してくるお話です。この本は今の自分がツナグに
お願いするとしたら誰と会いたいのかその人が会いたいと思っているのか、そんなことを考
えさせられる本でした。
ねこさんはなにをしてもしっぱいばかり、いつもおなかをすかせていました。でも、ねずみ
さんにだまされたことがきっかけで、がんがんがんとかねをならしておどりはじめたのがお
もしろがったです。ねずみさんが、たべられるとしんぱいしました。
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西置賜 小国小 ココロ屋

梨屋アリエ
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米沢

中村憲剛
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北村山 冨本小 古代文明の大常識

関眞興
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北村山 冨本小 古代文明の大常識
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北村山 葉山中

こっちむいておかあさ 吉野弘・新
ん
川和江

412

北村山 葉山中
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西村山
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東置賜 大塚小 こども電車

415

北村山 葉山中

この素晴らしい世界に
暁なつめ
祝福を！
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北村山 葉山中

この素晴らしい世界に
暁なつめ
祝福を！
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北村山 冨本小

こまったときのねこお いとうひろ
どり
し
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北村山 冨本小

こまったときのねこお いとうひろ
どり
し

何冊か読書感想向けに読んでいた本から迷うことなく選んだ本がこの本でした。失敗続きで
仕事も済むところも失っていたねこさんが、ネズミにだまされておどるはめになったことに
より、人気者になり生活に困らなくなるというハッピーストーリー。踊ることが好きで少し
目立ちたがりな面かある日和が、この本を選んだのか分かるような気がしました。

419

北村山 冨本小 米のたびかげのたび

アン・ジョ
ナス

この本は上からも下からも読むことができます。絵は上から見たのと、下からみてのではべ
つのものに見えます。とてもおもしろかったです。こんなえがかける人はすごいとおもいま
した。ちなみに、わたしがかいたえは、花し花火に見えます。

420

北村山 冨本小 米のたびかげのたび

アン・ジョ
ナス

この本は上と下にぶんしょうがあり、向かい合って座り、交互に読んでいきました。どの
ページの絵も見る向きでちがうものに見え、楽しんで読むことができました。
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北村山 冨本小 ごめんねともだち
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北村山 冨本小 ごめんねともだち
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北村山 鶴子小
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南原小 心をつなぐボール

寒河江
古典落語
中部小

興津要

岡田潤

コロッケ先生の情熱古
中村文人
紙リサイクル授業
コロッケ先生の情熱古
北村山 鶴子小
中村文人
紙リサイクル授業
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東置賜 大塚小
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ご
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酒田飽
泉小
海

ごんぎつね

新美南吉
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北村山 葉山中 コンビニたそがれ堂

429

山形

香山美子

村山早紀

蔵王第 今夜はなんのぎょうれ おおむらと
二小
つ？
もこ

わたしは、キツネとオオカミがけんかをしてきつねがいんちきっていったのがきさるはくや
しくなっていました。オオカミがいじわるしたからばちがあたっちゃったんです。次の子オ
オカミがきつねにあやまりにいこうかとしてなんでけんだまをもっているのかなとおもいま
した。キツネガアリになみだをこぼしてちゃんとごめんねといえるなんてすごいとおもいま
した。さいごななかなおりしてうたがへんなうたでした。
一ページずつ交代で読み聞かせをしました。心を込めて「ごめんねともだち」を読んでくれ
ました。二年生になり音読がとても上手になったなと思いました。ごめんねともだちに出て
くるオオカミやきつねの様に素直に謝ることの大切さを分かってくれたかなと思います。ご
めんねというのは簡単なようで難しいということを本から学びました。本を読んだ後に、ど
う思ったかなどはなしができてといも言い時間を過ごせました。
ぼくはこの本を読んで、紙はゴミじゃないんだなとおもいました。これからもぼくは紙を捨
てないでリサイクルしようと思っています。
学校でリサイクルの活動をしていますが、実際どのようにリサイクルされているかはわから
ず、この本でリサイクルの大切さがわかりました。
うさぎさんがテーブルを作りました。それで、みんながつかえるようにまるい形にして、み
んながくるところにおこうとしました。はこぶときに、ろばときつねとくまと１０ぴきのり
すがてつだってくれました。大きなきりかぶのちかくにおきました。みんなのいすもひとば
んかけて作りました。しごとのすきなうさぎさんはとてもやさしくてがんばりやさんだと思
いました。
ごんは一人ぼっだから村の人たちにかまってほしくていたずらをしたのかなぁとぼくは思い
ました。最初のところでも、兵十のびくから魚を取って川下の方をめがけて投げていまし
た。その後、兵十のおっかぁが死んでしまい、自分で自分をおいつめて、最後のあたりで
は、兵十につぐないをしてして、ごんはえらいなぁと思いました。
ごんはイタズラ好きな所があるけれど、一人でさみしい気持ちだったり、困らせるつもりは
ないのに結果そうなってしまう人間味のあるキツネだなと思いました。失敗や後悔した後、
どう考えて行動するかで過去の出来事は取り消しする事はできなくても大切なことなんだ
と、この本を読んで改めて思いました。
この本はウイルスにかかった人を救うため薬を手に入れるためにトライアスロンに参加し主
人公と知らない別の二人と共同で助け合う友情そして見知らぬ人と行動することは生きてい
く中で大切なことが描かれている物語です。
まん月おやどのおんせんにようかいがたくさん入っているところに、おとろしがとびこんで
きたことと、だいだらぼっちが来るのがおくれて、また来年になちゃったことがびっくりし
ました。ほかのもおもしろいところがたくさんあるので読んでみてください。

430

北村山 冨本小 さいこうのスパイス

亀岡亜希子

リスのぼっちやんは、本当はさみしかったのかなぁと思いました。なにを食べても「まず
い」というリスのぼっちゃんをオオカミのシェフは「おいしい」といわせてたのですごいと
思いました。オオカミの料理にはあったかい心がたくさん入っていたからだと思います。こ
のお話は心がとってもあたたまる話だなぁと思います。読めてよかったです。

431

北村山 冨本小 さいこうのスパイス

亀岡亜希子

一つのことに集中してしまうと本当に大切なものが見えなくなってしまうことがあります。
様々な視点から物事をみることができる力を身に付けていってほしいなぁと思いました。や
さしい気持ちになれる物語を娘と読むことができて、良かったなと感じています。

432

北村山 葉山中 最後のプレイボール

岩崎夏海

この本は、２００６年森林組合が仲間３人と独立し若者だけの林業事業体「東京チェンソー
ズ」を立ち上げる話です。日々山の現場に出て、下刈、間伐、枝打ちなど山の仕事に従事し
ます。みなさんも将来東京チェンソーズに入ってみてはいかがですか。

433

北村山 葉山中 最後のプレイボール

岩崎夏海

島田洋七さんの小さい時の実話の話です。洋七さんを育ててくれたのはおばあちゃんです。
とても働き者のおばあちゃんです。おばちゃんの言葉には、とても心に響くことがたくさん
あります。その中でも、「見栄を張るな、はるから辛くなる」その通りですね。子どもたち
にもぜひ読んでほしいです。
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酒田飽
黒森小 さかさ町
海

Ｆ・エマー
ソン・アン
ドリュース

さいしょはいみがわからなかったけど、だんだんよんでいくとおもしろかったです。自分も
さかさ町にすんでみたいと思いました。
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西置賜 小国小 さかさ町
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西村山
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442

北村山 葉山中 さかさま魔女

ルースチュ
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北村山 葉山中 坂本龍馬

すぎたとお
る
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北村山 葉山中 坂本龍馬
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天童東
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東置賜 大塚小
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東置賜 大塚小

さよなら ママがおば
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けになっちゃった
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北村山 葉山中 三国志

横山光輝
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北村山 葉山中 三国志

吉川英治
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北村山 葉山中 三国志

横山光輝

第一小 真田十勇士

すべてがさかさまの町なんてちょっとおもしろいなと思います。子どもは柔軟性があるので
実際そのような世界に行っても楽しんでいられるでしょう。「わすれよ科」という授業があ
り人からされたいやな事をわすれることができたら、世の中の口げんかや争いがいかに少な
くなるかといろいろ考えさせられる場面がありとてもおもしろかったです。
この本は兄のリッキーと妹のアンが電車に乗っておじいちゃんに会いに行くお話です。でも
線路の事故があったのでさかさ町についてしまいました。ホテルは外から見ると２階しかあ
りませんが、さかさ町では全部がはんたいなので地下にへやがあるのがおもしろかったで
す。私も電車に乗ってさかさ町に行ってみたいと思いました。
主人公はリッキーとアンです。みなさん、さかさ町があったら木になったり行ってみたいと
思いませんか？このお話は全部さかさまなのです。働いている人も子どもで、かん板もさか
さま。そんな町に行ってみたくなりました。
さかさ町に一泊した兄と妹。全ての事がさかさまで、おどろきのことがありますが、この本
の内容には大人が読むと「ああたしかに・・」と考えさせられる部分があります。さかさな
事に意味があると思って読んでいましたが、子どもたちはただ単純に「おもしろい。さかさ
町に行ってみたい」という感想で、一緒に読んでいても感じる事が違って楽しい読書ができ
ました。
さかさ町という題名のとおり、すべてさかさまに書いていて、家もさかさまに建っていま
す。そして「わすれよ科」の中では、とっても考え深い内容もあります。全てさかさまに考
えてみることも必要なのかもしれませんね。
この本はリッキーとアンの兄妹が祖父の家へ向かう汽車の事故で「さかさ町」という見知ら
ぬ町で１日を過ごすというお話です。大人からは「さかさ町」という名前から想像がつくと
ころもありますが、ユニークなこと、場所、物が次々出てきてとても楽しいです。また、大
人が読むと、副かんがえさせられるところがあり、子どもが大きくなったら、また読んで欲
しいと感じました。〈わすれよ科〉は親の私も学びたい！
読み始めは「おもしろそうな町だな。僕も行ってみたいな」と思った。ホテルの部屋が地下
にあって窓から落ちる心配もないし、おいしゃさんからあまい薬をもらって、その上お金も
もらえるなんて、いいことづくめだ。「さかな」なだけで、家も食べるものも着る物もあっ
て生活するのに困らない。でも、ぼくはやっぱりこの世界が好きだな。さかさ町は文字もさ
かさで読みにくい。僕は、字が読めるようになってから、本を自分で読んだり弟に読んであ
げたりしてきた。字がすらすら読めないのは不便だ。それに、僕がいままで大切だと思って
いたことがさかさ町ではちがう。この世界の良さがわかった一冊だった。
マンガ風になっていて左多里さんとその夫トニーさんの日常を描いた本。外国人の知られざ
ることが書いてあった。感想はトニーさんや左多里さんが個性的でおもしろかったです。
マンガがとても分かりやすく覚えられる本です。新時代を作るために命を狙われ新時代前に
死んでしまいます。しかし、そのおかげで日本は新しい時代に変わっていきます。マンガで
とても読みやすく楽しく読める本です。
マンガで坂本龍馬のことが書かれてあり読みやすかったです。とても母親思いの優しい人物
だったことがわかりました。新しい時代を向かえることなく志半ばで倒れてしまい残念でし
た。
主人公のさきちゃんは元気いっぱいで木登りや泥んこの上をビチャビチャとして遊んでくつ
を一週間で取り替えてしまいました。でも、今までくつには、うさぎちゃんがついていてゴ
ミ捨て場に捨てられることを考えるとさきちゃんはかなしくなってきました。それを見たお
母さんは、うさぎちゃんを取ってキーホルダーにしたというお話です。
さきちゃんは、新しい靴を買ってもらいました。とても喜びましたが、これまで書いていた
思い出がいっぱいの靴は一体どうなってしまうのでしょうか。お母さんの機転で意外なもの
に変身し新しい思い出を共有することになっていきます。
友だちに戦国の歴史のおもしろさを教えてもらいました。その後で、自分で手に取った本で
す。とてもおもしろいのでおすすめします。
ママがいなくなる・・さみしい悲しい気持ちになったようです。自分の気持ちを文章にした
くないと言われましたが時間をおいてまた読んであげたいと思います。
どんなに大切なひとでもいつかは別れるときがきてしまう。そんなときの心構えとして読ん
であげたいと思いました。身近な人がいなくなる、それは決して遠い未来ではない。だから
こそ、毎日を大切に生きてほしい。そんな思いを込めて読みました。
どんなに大切なひとでもいつかは別れがきてしまう。子どもにとって一番身近な存在の母親
がいなくなる。それは近い将来かも知れない。だからこそ毎日を大切に生きなくてはいけな
い。今だからこそ伝えておきたいことだと思いこの本を選びました、読み終わった後子ども
は泣いてしまいました。本を通してだからこそ伝わったのだと思います。
今までたくさんの「なんで」に出会ってきただろう？その「なんで」を相手に向けることで
自分以外の全部が悪くなってしまう。環境や時代のせいにしてしまう。「なんで」を自分に
向けることにより、自分自身が反省でき何かを生み出し、行動できる人間になれる。向ける
矛先がちょっと違うだけで、人間は大きくなれる。素直になれる。この先いくつの「なん
で」にであったとしても、矛先を自分自身に向け考えてほしいと思いこの本を選びました。
自分には何が必要で何が足りないのか再度見つめ直してほしいからです。50のうち一つでも
自分自身に吸収できたらと思います。
何年か前の講演会で紹介された感動した絵本です。絵本の力、大人になっても考えさせられ
るということを知ったきっかけの絵本です。本文は短いのですがページごとの絵に考えさせ
られ自然と涙が出てくるページもありました。
一度は勉強でどうすれば頭が良くなるのかや仕方が分からないと思ったときはこの本を読め
ばどんなことを中心に学習するかが分かるのでいいと思います。苦手な教科だけの学習も使
えるのでお勧めです。
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時代を切り開いた世界
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東置賜 大塚小 したきりすずめ

りゅうびとちょうひとかんうがきょうりょくして黄巾軍を倒していったのですごいと思っ
た。それくらいどりょくするなら本当に黄巾軍を倒したかったんだと思った。りゅうびの黄
巾軍をたおしたいというきもちが良く伝わる本でした。
真剣に読書をしていました。短時間で集中して読めていたと思います。次回読むときは登場
人物の考えや気持ちを思いながら読めるようになるといいですね。
りゅうび、こうめい、かんう、ちょううん四人がそうそうと闘うところがかっこよかったで
す。りゅうびはかんうが殺された時に三日間ものあいだなにも食べず何ものまずで部屋で泣
いていたところが印象に残りました。その場面からそれほど大切な人だと言うことがわかり
ました。
サンタクロースが夏をどのようにすごしているのか、子どもはもちろんおとなでも知りたい
と思います。クリスマスシーズンでない日常の会話や、いろいろな国へバカンスを楽しむ様
子は、ワクワクしたりクスッとほほえましくなり、大人の方が想像をふくらませてしまいま
す。ぜひ子ども時代に読み夢を大きくふくらませてほしいと思う一冊です。
子どもが学校からこの本を借りてきたことをきっかけに読んだ本です。タイトルから想像す
る内容とは違いとても切ない素敵なお話でした。これからもたくさんの本を読んでくださ
い。
タラク山の熊王はまず、人間から母親が殺されて人間から育てられてアメリカの独立記念日
で熊王に人間の世界からはなれて、それから人間のわなに入ってつかまえてしまって、熊王
が死のうと思ったときに、はちみつをなめてちょっとだけ生き返ったのです。
自分が小学瀬ウだったころこの本が学校の図書室にあったことを思い出しました。読んだこ
とは一度もありませんでした。子どもが読んでいたのでどんな本なのか読んでみました。子
どもが夢中になる気持ちがよくわかりました。それと同時に動物たちが自然の中で生きてい
く厳しい現実が書かれた「シートン動物記」に興味・関心を持って読書する子供の姿を見て
成長を感じました。ほかの巻も親子で読み合いたいです。
ぼくは、この本を読んでスティーブはアップルのはってんにつなげた人物だと分かりまし
た。そして、子どもの頃はいたずらずきで、宣誓のイスにばくやくをしかけたり、自転車の
カギをかえたりといたずらをしていました。ぼくは、こんなことをしていも、アイポットや
アイフォーンを作っていたんだと緒も今なした。
天才的な人は幼少の頃から人とは違うのだと感じました。ジョブズが小学校の頃にいたずら
をして、父が学校に呼び出され注意を受けたが、先生に向かって「この子が悪いのではな
い。授業に興味が持てないこの子にとって退屈な授業しかできない先生たちの責任です」と
きっぱり言える人はすごいなと思いました。父親は一番の理解者だったのかなと思います。
私も一番の理解者になりたらいいなと思いました。

まつしたみ
よこ

おもしろそうだから！悪い事をするとバチがあたるからダメだよ！ということ！

池井戸潤

母がこの本を読んだのは確か直木賞受賞直後だから、もう４～５年前でしょうか。今だに心
に残っている本です。夢に破れた中小企業の社長が別の形で自分の夢を実現する物語です。
大企業の嫌がらせや部下の裏切りなど、大変なことがいっぱいですが、困難な事を乗りこえ
て夢を果たします。夢は大きければ大きいほど達成したときの感動も大きいです。誠には夢
を持ってそれを実現するために頑張る子になっい欲しいです。
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北村山 葉山中 少女と殺人鬼

宮崎小春
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酒田飽
田沢小 しょうぶだしょうぶ
海

野村一秋

しゅうぶだしょうぶは、ずるなしでする先生との男と男の勝負の話です。しょうぶたしょう
ぶを読んで、ぼくは、負けると思わないでがんばればかてるということを学びました。
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酒田飽
田沢小 しょうぶだしょうぶ
海

野村一秋

一緒の時間を過ごすことで、子どもと先生の間に絆ができました。一生懸命にがんばった結
果、信頼関係が生まれいいクラスになりそうです。短時間でも楽しく読める一冊でした。

小学生のボクは、おに
のようなお母さんにナ
原田剛
スビを売らされまし
た。

あるイルカのしっぽが壊死にかかって、しっぽを大きく切断されたところがかわいそうだと
思った。小さくなったしっぽに人口尾びれを作り、最後には人口尾びれで泳げたから安心し
た。しかし、ハイジャンプまでできていたから「よかったなあ」と思った。
原因不明の病で尾びれの大部分を切断することになってしまい泳げなくなってしまったイル
カ。そのイルカに全く相手にされていない新人の飼育係が人口尾びれを作るプロジェクトを
通して成長し、イルカに思いが通じイルカは人口尾びれで泳げジャンプできるようになっ
た。飼育係の頑張りに感動できる作品でした。
ぼくが毎週必ずといってもいいほど買って読んでいるジャンプ。ぼくの一番のおすすめは
「いそべいうきよ絵はつらいよ」です。いそべいというだめな武士が大名を目指すといった
ものです。しかもその絵が浮世絵になっていてとてもおもしろいです。単行本もあるのでぜ
ひ読んで見て下さい。
一応読んでみましたがやっぱりマンガはよくありません。なのでマンガなどではなく小説や
物語などを読んでください
この本は十二支をどうやって決めたのかをたのしく分かりやすく描かれていて、十二支の順
番を覚えるのには最適の絵本です。また、ネコかネズミを捕るのも、ネコがネズミを怒らせ
た事が原因だとも面白く描いてあります。十二支は毎年巡り変わっていくもの。なぜ次は～
なの？と子どものなぜを解決してくれます。楽しく学べて一度は読んであげたい本だと思い
ました。
このお話は、とくしま県の親子の本当にあったことを書いています。いつもやさしかったお
かあさんがとつぜんおにのようになって自分のうちで作っているナスを打ってくるように子
どもに言います。それはおかあさんが「はっけつびょう」というびょうきになったので、生
きる方法を教えるためでした。おかあさんはきっとかなしくてつらかったと思います。ぼく
はなんかいも読みました。
テレビ番組で取り上げられていたのがこの本でした。すぐ購入し、子どもと一緒に読みまし
た。何と読んでも、子どもを思う親の気持ちが強く強く感じられる一冊です。甘やかすのが
愛情ではなく「たくましい子」に育て上げるのも親としての愛情なんだと教えてくれた心に
残る一冊です。
のえかのしごとをしていてよるごはんはナスばかりなのにたべてすごいと思いました。えん
そくでもナスだけでかわいそうだなと思いました。おかあさんが１０さいくらいのときにお
にになりナスを売らされてうれなくておこられました。つぎの日もうれませんでした。つぎ
のつぎの日ゆうきをだして大きい声でしゃべったらうれてよろこんでいました。さいごにお
かあさんがしんでかわいそうでした。
テレビでこの本を知り、一緒に本屋へ行きました。家も農家で季節の野菜が毎日食卓に並び
ます。子どもたちの嫌な顔もよく見ます。一生懸命に働いてた義母の姿とリンクし胸が熱く
なりました。
私は、パリ同時多発テロについてはあまり知らなかったが、大切な人が亡くなってしまって
も、犯人を憎まずに悲しみや苦悩と向き合う主人公はとてもすごいと思った。自分にとって
一番大事な人がそんなことで殺されてしまったら私は、犯人を憎むだろう。でも、真摯に向
き合い必死に息子の世話を頑張っている主人公に尊敬した。私も、何事にも向き合えるよう
な人になりたい。
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美達大和
書誌恒成が学んだ「１
西置賜 小国中
サヤカ・ヒ
万人に１人」の勉強法
ロキ

私は本が大好きです。お母さんが読んでいたこの本を貸してもらい、何度も読み返してしま
いました。この本の中には、私に足りないことがギュッとつまっていて、とても勉強になる
し、毎日がんばれるのではないでしょうか。この本のサヤカも自分に「自信」が持てないで
いました。ですが、美達さんに出会って変わっていきます。私もサヤカに少しにているとこ
ろがあります。この本に出会えて私も少し変わりました。この本に出会えてよかったです。
ぶらっと立ち寄った本屋さんで目に飛び込んできたピンク色の表紙・・・タイトルと表紙に
惹かれて購入した一冊。無期懲役囚の“みたっちゃん”こと美達大和氏と、山村サヤカ、ヒ
ロキ姉弟が実際に文通した内容を綴っています。サヤカの質問「勉強は何のためにするの
か」に対し、みたっちゃんは「“勉強をする”という取組を通し、自分を鍛えるというこ
と。世の中は楽しい事ばかりではない。その様な時何にでも平然と取り組める、解決でき
る、忍耐強く続けられるという能力を養うための訓練が勉強である」と答えます。文通を通
し成長するサヤカ達に引き込まれて一気に読み終えました。中学生になった娘とこの本に出
会い、読み合えたことに感謝します。
登場人物は、主に高校２年の紺野真琴、津田君と千昭君。真琴は、ブレーキの故障した自転
車で踏切事故をきっかけに時間を跳躍する能力を得る。千昭君の告白やほかにもいろいろあ
りますが、最後の方になると真琴と千昭の別れがありました。すごく感動しました。千昭が
真琴に「未来で待ってる」といったところが感動しこの作品を挙げました。
戦場へ送られたジョニー・ボナムの話です。今の子どもたちは戦争のことは知りません。私
も話を聞くくらいしか知りません。しかし、この本は戦争の残酷さを教えてくれました。砲
弾により顔を丸ごと吹き飛ばされ、目、鼻、口、耳を失い、両腕両足とも切断されました。
生きる意味もないと思うのですが、自分の生きている証を知らせようとするジョニーの行動
に感動させられる本でした。ぜひ戦争のむごさを分かってほしいと思います。
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オスカー・
ブルニィエ

人は必ず死にます。その前に人はそれてせも精一杯生きなければなりません。なぜ勉強しな
いといけないの？なぜ仕事をしないといけないの？疑問が解けるころ、人生の目標、宝を手
に入れるでしょう。私にはあなたが宝なのですから。大切なものを見つけたね。
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山形

蔵王第
しんぞうとひげ
二小

しまおかゆ
みこ

しんぞうがひげにおいかけられて、しんぞうはおなかがへりすぎてはやくはしれなくて、ひ
げもはやくはしれなくて二人ともおなじひとみたいでとってもおもしろうので読んでみてく
ださい。「とっぴいぱらりのぷう」みたいにアフリカはちがう言葉なので覚えると楽しい。
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佐藤州男
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鶴岡
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鶴岡

大山小 スイミー
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東置賜 大塚小 スイミー

レオ・レオ
ニー

南原小

進撃の巨人ｂｅｆｏｒ
涼風涼
ｅ ｔｈｅ ｆａｌｌ

蔵王第 ジンとばあちゃんとだ
福明子
二小
んごの木

いろいろなしりとりができておもしろい。
この「あいうえお」シリーズはとても好きな様で、よく借りてきています。特に、食べる事
やおいしい物が大好きなので「おいしそう！！」など楽しみながら読んでいます。この本の
特長は食べ物にユニークな顔がついています。その表情もおもしろくて“ハマる”所だと感
じました。
このお話は、クツやのシロクマかぞくのお話です。クツの形をした大きな家に、新しいお店
をオープンしたら、それはきょ人のおじつんのこどものクツでした。シロクマのかぞくたち
が、新しい家をがんばってさがしているところがおもしろかったです。この店にぼくも入っ
家族で力を合わせることの大切さを感じてほしいと思いました。家族みんなで一つの仕事を
したり、食卓を囲んだり、あたりまえの事がどんなにかけがえない時間なのかを考えさせら
れました。なかなか仕事で忙しくゆっくりみんなで食卓を囲むことも少ないですが、一緒に
食べられるうちは、家族の時間を大事にしたいと思いました。
この雷獣を読んで、この本の話は、最初妖怪たちが意気揚々と料理勝負を初めてしまいまし
た。河童の久助の他にも主人公のくせに「にゃん」しか言わない雷獣クロスケやふうふうと
飛び回っているだけで仕事をしない火の玉、さらには、平家の落ち武者や黒天狗など、エネ
ルギッシュな妖怪たちが自由自在に江戸の町を駆け巡る楽しい妖怪の話だった。
この本は色々なしゅるいがあってぼくがこの本をすきなのは絵がかわいいのと心に残る言葉
がたくさんあるからです。とくに心にのこるのは「人生をなりゆきまかせにしないこと」で
す。ぼくはこの本が大好きです。

ぼくは、この新ちゃんがないたという本を見て、この本はおもしろくて感動できる本でし
た。あと、この本の中に剛ちゃんという人がいて、いつも新ちゃんといました。おもしろい
ところは、卒業式に自分はトイレをがまんできないのに１．２年生はがまんしているところ
です。ぼくは、また新ちゃんがないたを読みたいです。
所どころに笑える所もあり、また、主人公と自分の子どもが似ている年齢で重ねて呼んでい
る本の一冊でした。体か不自由な子と健康な子とのとの気持ちや行動の取り方一つ一つが
ぐっとくる場面が多く考えさせられる本でした。ある場面で足が不自由な子どもが普通の和
式トイレを使用し、大変な思いをした所では、周りが協力し改良していく所など感動させら
れました。少し前の時代の話ですが、ぜひ、もう一度ゆっくり読んで友人、周囲の大切さを
子どもと考えたい一冊でした。
この本は何気なく言っている「いただきます」を考えさせられる本です。あたりまえのよう
に口にしている物は命があり、それをいただいている命は尊く、どの命も重たさは同じ、感
謝して食べなきゃいけないなと感じさせられる本です。短い本ですが深い話の内容です。
さとばあちゃんが男の子をかわいがっていて、男の子もさとばあちゃんが大好きだったけど
きゅうにいなくなってしまってかわいそうだったけど強い気持ちでいてすごいなと思いまし
た。お母さんと本を読めてよかったです。
さとばあちゃんと犬のジンと男の子とお母さんの物語です。お母さんと一緒にさとばあちゃ
んの家に行くのが大好きだった男の子。ある日お母さんが病気で入院してしまい必死に明る
くふるまう日々。大好きなさとばあちゃんと犬のジンに支えられながら辛い時を乗り越えた
男の子。大好きな人たちがかけがえのない存在を思い出させてくれる感動の一冊でした。息
子と一緒に読み合えてよかったです。
ばばばあちゃんがたねをうめているすがたをみて、わたしもきになりたねをみたいとおもい
ました。めがでておうちのなかまではいってきたときはびっくりしましたが、さいご、すい
かがでてきたときはばばはあちゃんのすいかですいかわりをしたいとおもいました。
娘と一緒に「すいかのたね」を読みました。ばばあちゃんの強い口調にも驚きましたが、人
間の信条を良をす本ですね。だれかが何かを埋めている所を見れば、木になるのは当たり前
だし、いつまでたっても芽の出ない種を見ればイライラする。しかし、芽が出始めれば、葉
がついて、いつか実となって収穫することができます。その過程には期待が生まれて、先も
見えます。今、娘は一年生。きっとだれかが種を埋めている所を見て、ワクワクの好奇心で
いっぱいの頃かもしれませんね
一人ぼっちになってもあきらめずにがんばったところが良かったです。ほいくえんでげきも
したので思い出の本です。これからもお母さんと読みたいです。
一人ぼっちになってもあきらめずにがんばったところが良かったです。ほいくえんでげきも
したので思い出の本です。これからもお母さんと読みたいです。
この本は絵本、教科書、いろんな所で目にする本です。私自身も子どもの頃に絵本で見て学
校で劇をしました。１ぴきだけ色の違う魚が仲間たちと力を合わせることによって、小さな
力も大きな力にか得られる、協力することの大切さが学べる本田と思いました。

スクラップアンドビル
羽田圭介
ド

いつもはあんまり本を読むことはありませんが、子どもと一緒にこれはおいしそうとか、い
ろいろ話しながら読みました。自分で料理もしていたので、これからもレシピ本を借りて違
う料理に挑戦してほしいです。
この本を読んで、すずのへいたいさんがかわいそうだと思いました。すずのへいたいさんが
だんろにすてられたからです。わたしだったら、買った人をにくんでいると思います。さい
ごにおどりこといっしょにいれたので、すずのへいたいさんは、うれしいと思います。好き
なおどりことおわれたのでわたしは、よかったのだと思いました。わたしにこのようなでき
ごとがあってもうれしいと思いました。
兵隊さんが最後に踊り子さんと一緒に居られてよかったねと話しました。最後のページの絵
が素敵だったね。魚のお腹の中から兵隊さんが出てきたときはびっくりしたね。これこそま
さにキセキ！こんな恋ステキだね。
ティラノザウルスはこわがりで赤ちゃんきょうりゅうもこわいのに、きらわれていてかわい
そうだと思いました。けど、プンノがきてとっくんをしていたけど、ティラノサウルスがも
んくをいってプンノはいってしまいました。けどプンノにあいにいくためいれれたことを
ずっとやっていて、プンノがやってきて岩をもって「ガオー」とさけんでいたからやくそく
でずっとやくそくをしてその次の日プンノがいなくて行ってみたらゴルゴザウルスからプン
ノをたすけようとしたけど、わかってにげたけどがんばってたすけたから、ぼくは強くなっ
たと思います。
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北村山 葉山中

スピリットベアにふれ ベン・マイ
た島
ケルセン
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北村山 葉山中 すべてがＦになる

森博嗣

この本は、野球をしている人の出来事をまとめたものです。親を亡くしてしまい親のために
がんばる野球やチームのためにがんばる野球など甲子園だけが高校野球じゃないということ
を感じられます。僕も何かのために必死で頑張れるようになりたいと思います。
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米沢

塩井小 スポーツ大陸

中村憲剛

ぼくはこの本の三人の中から一人の選手中村憲剛に注目した。ぼくはその選手から一つのこ
とを学んだ「人間本当に頑張れば、本当に必死で頑張ればなんとかなる」ぼくもサッカーを
している。たとえミスしたとしても練習をして一歩一歩進みたい。この本のおかげで次も頑
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米沢

塩井小 スポーツ大陸

中村憲剛

日本を代表するサッカー選手「中村憲剛」の向上心とひたむきな努力の積み重ねに感動し
た。体格に恵まれない中でも「必死にがんばればなんとかなる」その信念で頑張って更なる
高みを目指す様子に私も物事に対してそのような姿勢でありたいと思わさせる物語でした。
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東田川 立川小

511

すみっこぐらしのごは
ん＆スイーツ
すみっこぐらしのごは
東田川 立川小
ん＆スイーツ

私は小さな頃から本を読むのが好きで、国語の時間早くつづきが知りたくて修行に関係のな
いページまで読んでいた頃を思い出させてもらいました。子どもにも本を読むことのすばら
しさ、大切さを伝えていけたらと思います。
ジャンバがさらわれてリロとスティッチがうちゅうせんにのって追いついたけど空中戦をく
りひろげてしっぱいし、カプセルのようきをもっていて、スティッチたちは221号をふっか
つさせてジャンバをたすけにいく。
大切な友だちを助ける為ぶつかり合いながらも協力し合うリロ、スティッチ、と仲間たち。
大人もワクワクしながらあっという間に読める楽しいお話でした。登場人物一人ひとりの
キャラクターも魅力的です。
この本がとても好きです。何回も見ています。血液型は不思議なくらいの謎です。この本で
はＯ型の傾向や実態について書いてあります。例えば「どこかしこに謎の傷」や「行動する
➝行動しながら次を思い立つ➝失敗するけど反省しない➝また同じあれ、デジャブ」みたい
に「ああ、なんかわかる」というのが多くて面白い作品です。この本はぜひおすすめです。

お母さんと本を見て、「おいしそうだね」など会話をして楽しく本を読むことができまし
た。これからも読書の時間を増やしたいです。楽しかったです。
かわいいな、おいしそうだな、本を見ないと知ることのできない料理が見れて楽しい時間が
過ごせました。
すみれちゃんのプレゼントを読んで、ママがアドベントカレンダーをもってきてみんながよ
ろこんでいたところがいいなと思いました。クリスマスまでの日付シールを一日ずつめくっ
ていくとクリスマスにむけてじゅんびをしている絵になります。二十四日には、サンタさん
が出てきました。私は十二月生まれなので、クリスマスといっしょのアドベントカレンダー
アドベントカレンダーのアイディアすごく良かったと思います。今年の１２月一緒に作って
みようと思いました。この本はクリスマスのイベントについてだけでなく妹の気持ちをすみ
れちゃんがくみとってあげる優しい場面がありました。そんなところも少しづつ理解できる
ようになってほしいと思いました。
小学３年くらいはまだまだ子供と思っていましたが、親が思っている以上にたくさんのこと
を考えたり思っているのだなと、この本を読んでおどろきました。子供の成長とともにこれ
から先予想しないことがあるだろうけれど、この本を通じて一緒に成長できればと改めて思
いました。
親子読書で初めて自分から「親子読書しよう」と言えました。一緒に交代しながら読みまし
た。親子読書で読書に興味を持ちたくさん言葉を覚えたいです。
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親子読書が夏休みの宿題になったおかげで、子どもから「親子読書しよう！」と声を掛けら
れました。一緒に一冊の本を交代しながら読み進んでいきました。とても充実した時間でし
た。これから我が家でも、少しずつ読書の時間が増えたらいいなと思います。
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北村山 葉山中 スラムダンク勝利学

辻秀一

この本を読んで、最強の敵と会ったとき、ハラハラしながら読みました。ハリーポッターの
二人の友達との友情のお話も見逃せません。
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北村山 葉山中 スラムダンク勝利学

辻秀一

今年になって、ゲームで三国志を知った君へ。登場人物の多さと漢字の量にしり込みするか
もしれないけれど男子には戦場のシーンあり楽しみも含まれていると思われる。なかなか文
学作品を手に取るきっかけがないようなので母の薦める本もきっかけの一つにしてほしい。
時間のある夏休み夜更かししてでもチャレンジ読破できたらカッコいいかも。
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世界から猫が消えたな
川村元気
ら

二人とも「開港記念日なんだ」と言ってずるやすみをしているといわなかったところがおも
しろいです。ひみつにしているんだなあと思いました。川の水ぶろをつくってやいた石を入
れるとおふろにするのをむかしのひとがしたなんておもしろかったです。
だいすきなきゅうりゅうのことがたくさんしることができるから。
パティシエの辻口博啓さんが子ども時代どんなことをして、どんなことを考えていたのか、
娘にもこれから自分の夢を実現するために、何か感じるものがあればいいなと思いました。
自分のなりたいもの、やりたいことから逆算し、今何をすればよいのか、これから何をしな
くてはならないのか、そのやるべきことがいつもはっきりしていたことが夢に繋がったのか
なと思いました。
アンはカスパーと家に引き取られることになった。日々の生活の中で、アンは楽しいこと
も、辛いことも生まれつきの想像力を発揮してどんなことも前向きに物事を捉えていたアン
に私は心を打たれてとても明るくいい女の子だという印象を受けた。
この本は、一つの応援団がみんなにエールを送るために全国各地に行って皆を元気にさせる
というお話です。８つの物語があって私は「母の日の小さな応援団」が好きです。この話
は、「母の日のプレゼントになってくれませんか」というメッセージが届き子供二人と一緒
にお母さんにありがとうを伝えるというものでした。とても面白いのでぜひ読んでもらいた
いです。
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草場よしみ
大統領のスピート

世界から猫が消えたな
川村元気
ら

農業に対する、「つらい」「汚い」「儲からない」などのマイナスイメージを払拭し、魅力
ある仕事に変えていくため、様々なアイデアで生産から販売までを女子だけで展開する山形
ガールズ農場。その農場の代表でもある菜穂子氏の書いたこの本は、古い農場への概念を打
ち破ってくれるとともに、これからの農業を志す方々へのバイブルともいえる一冊です。本
書を読むこと日本の大切な産業である農業に興味を持っていただける良い機会になるととも
に、既成概念にとらわれない発想の大切を学ぶことができることでしょう。
娘が小学校を卒業するときに担任だった先生が生徒一人一人に自らこの本を贈ってください
ました。中学校一年になり、新しい環境での学校生活に戸惑うときやふあんにかられるとき
など多くあると思います。私も今年から新しい職場に変わり慣れず不安に思ったり戸惑う時
があります。そんな時に親子で読みあいたい一冊です。「また頑張ろう、素晴らしい贈り物
をもらって生まれてきたのだから」と勇気がわきます。
この本は僕のお母さんから子ども目線で書いてみたらと言われ本を見て感想を書きました。
本の中を読んでいくと確かにこういうときもあるなと感じる場面がありました。何気ない行
動もお母さんに喜んでもらいたいという思いが事前と体に出ているんだなと思いました。ぜ
ひ、この本を読んでもらって、親子の一緒にいる時間を増やしてもらいたいなと思いまし
た。親子が一緒にいられるのも一生じゃないから。
この本は文章を読むのが苦手な人なども読める本です。疑問の答えを分かりやすく書いてあ
ります。それにきれいなオーロラや星の写真が載っているので次のページを開くのがワクワ
クしてきそうな本です。
忙しい人文章が苦手な人小さい子供でも読める本。とてもきれいな星空の写真がたくさん
載っていて夜空を見上げたくなること間違いなし。星や星座はもちろんオーロラや銀河のこ
とや絶景スポットまで。ロマンあふれる一冊です。
日本で一番長生きしたゾウの花子のお話でとても感動的な本です。相手のことを思い、一生
懸命行動できる人に育ってほしいと思うので、ぜひ読んでほしいと思う一冊です。
今、１０歳。子どもでも大人でもない思春期を直前にした娘へ私が伝えたいことがたくさん
あります。言葉手（指）伝えることが苦手な私ですが、この本を読んでもらえば、大人に
なって学んで欲しい事、感じて欲しい事が伝えられると思います。ホセ・ムヒカ氏は世界で
いちばん貧しい大統領などではありません。世界でいちばん幸せで心の豊かさにあふれたす
この本を選んだのは、この本が人類の幸福とは何か深く問いかける本だからです。この本
は、ウルグアマイのホセ・ムヒカ氏のスピーチです。大統領だけれども生活は質素で給料の
大半は貧しい人に寄付をしているやさしい人です。ホセ・ムヒカ氏は世界各国の代表者の会
議で、人類はどのような未来を選ぶべきかを話します。私がこの本を読んで一番心に残った
言葉は「貧乏とは少ししかもっているのではなく無限によくがありいくらあっても満足しな
い」という言葉です。私はこの部分を読んで、貧乏とは不幸ではなく逆に幸せなんだと思い
ました。私はこの本から、いくらお金持ちでも幸せをかうことばできず貧乏とは無限に欲が
あることだということを学びました。これからも、もので幸せになるのではなく、まわりの
人々を大切にしたり、環境に気配りしたりして、心豊かな生活を心がけたいです。
僕がこの本を読んで心に残ったところは、ムヒカ大統領が「幸せこそが大切な宝物。「「人
類が幸福であってこそよりよい生活ができる」と言ったところです。ぼくはこの本から、幸
せとはかぎりなく多くを必要とせず、もっともっととほしがらずに満足して生活することだ
「足を知る」とか「もったいない」という言葉があります。私たちは戦中戦後ほんとうに貧
しい生活を強いられてきたので、その反動でもあったのでしょうか。未来の生活や環境に何
の疑問も持たずに高度経済成長の恩恵の中で生活してきました。その結果・・？ここでしっ
かり立ち止まり、幸せとは？人間に本当に大切なものは？など一人ひとりが考えることが大
切だと思い、孫とも話をしました。
「地球を環境を守る問題は、実は人間の生き方の問題」であるから「わたしたちの生き方を
考え直さなければならない」という言葉に、親も子も本当の豊かさ、幸せな生活とは何なの
か、深く考えさせられました。地球にやさしいというフレーズがあちらこちらで使われてい
ますが、そのことはきっと人間一人ひとりにもやさしく豊かな生き方につながるものだと思
いました。
ムヒカ大統領の話をよ読むたびに、人としてどのように生きるべきか、他の人のために何が
できるのか考えさせられます。もしこの世の中の全ての人がムヒカと同じ考えで人生を送っ
ていたら、争いのない静かな差別のないすばらしい地球人になれると思います。せめて自分
は、そして自分の子どもはムヒカに同意して生きたいです。
この本は、世界の貧しい人たちのためにお金を寄付しているムヒカ大統領のお話です。社会
が発展するために人が不幸になってはいけないというムヒカ大統領の優しい気持ちが伝わっ
人の先頭に立って何かをすることは、とても難しいことだと感じました。ムヒカ大統領は常
に人々の立場に立ち人々の幸せのため尽くすことのできる素晴らしい人だなと思いました。
ささやかな幸せ当たり前の幸せこそがすべての土台になるのだと改めて思いました。
本の題名は以前から聞いたことがあってどんな内容か読んでみたいと思っていましたが、な
かなかできず、今回本を選ぶときに絵本になって並べられているのを見つけ、この本を選び
ました。「貧乏とは少ししか持っていないことではない。無限に欲があり、いくらあっても
満足しないことです」とあり幸せになるため便利なものを作っていき世界を発展させていく
ものではないく、人間の幸せを満たすためにどうしていかなくてはならないのかを改めて考
えさせられる本でした。子ども向けに翻訳されているので読みやすいのでおすすめしたいと
思います。
この世の中のくらし方や考え方、人々の気持ちをもっと深く考える本でした。この本の中で
最も心に残る一言がありました。「貧乏とは、少ししか持っていないことではなく、かぎり
なく多くを必要とし、もっともっとほしがることである」という一言が心に残り感動しまし
た。
ぼくはこの本を読んで貧乏とは少ししかもっていないことではなく無限に欲があり、いくら
あっても満足しないことだということを知りました。ぼくは今まで貧乏のことをお金がない
ことだと思っていました。だけど、このことを知って物を大切にしようと思いました。
私はこの本を読んで、貧乏とは少ししかもっていないことではなく無限に欲があり、いくら
あっても満足しないことだということを知りました。この本についてもっと知り、学んだこ
とを生かして生活していきたいと思いました。
以前テレビでムヒカ大統領を知りました。学校で親子読書の機会がありましたので家族４人
で読みました。現在便利な世の中です。物をすぐ換える機会が多いです。物を大切にする気
持ちが薄れています。親は物を大切にと言いますが、私たちが子どもたちに手本になるよう
に心がけていけば子どもたちにも伝わるはずです。口だけではなく自分の周りから幸福を感
以前テレビで大統領を知りました。子どもたちにも大統領のことを知ってもらいたいと思い
本を購入しました。家族４人で一緒に読みお互いどう思ったかを話ました。今子供がどんな
に恵まれているか自分の周りがたくさんのものであふれているか考えることができました。
私たち親も必ず欲はあります。満足しないこともあります。親の私が幸福とは何か考え子ど
もたちに心豊かに成長してもらうため考えを直す機会になった作品です。
ムヒカ大統領の考えを聞いて、私の考えも変わることができました。内容へ入っていた「わ
たしたちは、発展するためにこの世に生まれてきたのではない。このわく星に、幸せになろ
うと思って生まれてきた」ということを聞いて「ああ、そうか。わたしたちは幸せになるた
めに生きているんだ」と大切なことを学びました。
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世界でもっとも貧しい
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日本国で生まれ生活している私にはムヒカさんのスピーチはとてもショックでした。簡単に
使い捨てていたティッシュ一枚にも感謝しました。お金や物への価値を親子で考えることが
てきてとても良かったです。貧しいと思うのではなく、生きる喜びと感謝をすることが、自
分の意思と責任を育て自立になることを教えてくれた一冊でした
このお話は、とてもいいお話だと思いました。理由は、相手のために自分の物を犠牲にして
までも相手にプレゼントを贈るからです。今の時代の人々に忠告をするならば、このような
贈り物を交わした二人こそが、だれにもまして賢いのだと思いました。また、贈り物を送り
あったすべてのなかでも彼らほど賢い人はいない。これからも相手を思う気持ちを大切にし
ていきたいです。
とても有名な貧しい夫婦のお話です。夫は妻のために美しい髪に似合う髪飾りをプレゼント
するために大事な金時計を売ります。妻は夫が大事にしている金時計の鎖をプレゼントする
ために美しい髪を切って売ってしまいます。お互いのことを想い、お互いが自分の大切なも
のを失くしてしまいますが、大切な想い、同じように想いあっている二人は、とても素敵だ
と思います。相手を思う心をいつでももっていてほしいです。
音楽がへただったゴーシュにとつぜん、ねこ、かっこう、たぬき、ねずみが現れて音楽が上
手になっていくし動物たちはゴーシュがセロをひくと病気が治ってしまうとてう物語でし
た。発表会まであと一週間というとき動物がきたので下手で悪口をいわれていたゴーシュも
1人で人前でやらせられるくらいに成長しました。
楽器を弾くのが下手で怒られてばかりのゴーシュ。夜中まで練習していると、毎晩違う動物
が現れます。ゴーシュは気づかないうちに動物たちから様々な事を学び、演奏会は大成功。
楽長や仲間にほめられて、初めて動物たちに支えられていたのだと気付きます。努力するこ
と、また、それを支えてくれる人がいることを学んで欲しいと思い選びました。
戦国時代には多くの戦いがあっていろいろな人が天下を取った。そんな時代に生まれたら恐
いと思う。
とても戦国時代の武将を知れてよかった。自分が知らない武将や知っている武将を詳しく知
れた。
この本は、わざと宿題を忘れていいわけをして、先生をなっとくさせる本です。なっとくさ
せる人がほとんどで先生貸せたまされていました。とてもおもしろかえったのでみてくださ
だます人、だまされる人、上手にウソをつく人、いろんな考えがあり、言い訳もすぐ言葉に
出てくるという子どもたちの発言がおもしろい事ばかりでした。
ゆうすけがしゅくだいをわすれたいいわけはばれたけど、次の日になると短い物語になって
いて、それをよんだらしゅくだいをわすれてくるのもいいかなと思いました。でも、１０分
でできるしゅくだいをわざわざわすれてものがたりをつくるのに二時間もかかるんだった
ら、しゅくだいをちゃんとしてきたほうがいいと思い、ました。僕も文を作るのがしゅくだ
いだから、せんせいがだしたしゅくだいをちゃんとやろうと思いました。
最後に先生もわすれものをするなんて思ってもいませんでした。けっきょくみんな宿題はし
たほうがらくというのがわかって、わたしは思わず「フフフフ・・」と笑ってしまいまし
た。このような本は読んだことがないので、もっとおもしろいと感じました。
宿題を忘れた理由を考えるために壮大な物語を作る子どもたち。最後には、普通に宿題をし
た方がカンタンだと気付くのですが、自分の息子のクラスでも、みんなと同じ宿題を忘れる
変わりに１人ずつ色々な善いわけ物語を作ったらおもしろいだろうなと思いました。我が子
にも「いいわけ物語」を作って先生にお話しして欲しいです。先生が許してくれることを願
いつつ・・。
まず、宿題をしてこなかった子への担任の先生の対応に感服しました。こんなに心に余裕を
もって子どもたちに接する大人に私もなりたい。更に一歩ふみこんで、子どもたちの自由な
発想をどんどんふくらませ、しっかり受け止め、なんだかんだ最終的には「やっぱり宿題し
てくる方がかんたん」と子どもたちに言わせてしまうオチに、もう参りました。すばらし
い！！
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北村山 葉山中 戦争のつくりかた
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この本は、アニメ「ハイキュー」の小説版です。私は、この「ハイキュー」が好きで学校で
もよく借りています。鳥野高校の男子バレー部をメインとしていて、いろんなキャラクター
の様々な個性がありありと描かれているとことがいいです。とてもおもしろいです。
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ぐりとぐらは誰もが知ってる絵本です。「ぐりとぐらのおきゃくさま」「ぐりとぐらのかい
すいよく」など、いろんなシリーズが出ています。中学生には合わないと思いますが、忘れ
たころに見てみると意外と面白いかもしれません。私はこのシンプルな絵とストーリーが好
きです。
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ねこさんがたらいにはいってまっ白になるところがおもしろいと思いました。

大胡田誠

この人物は幼いころ両目の視力を失ってしまいました。そのような状態でも成長したその人
は弁護士になるも起票を持ち、その試験に挑戦し続けました。失礼ですが「なぜ無理なのに
続けるのか」と思いました。しかし、答えは「だから無理」より「ではどうする」の方が面
白い。という単純のようで心に響くような答えです。面白くしてしまうこの人物を尊敬しま
す。

大胡田誠

著者の大胡田誠さんは、１２歳の時に視力を失ったそうです。多感な１２歳という時期に。
それまでできたものができなくなるという恐怖は計り知れなません。ところが発想の転換が
彼を救いました。「見えないからやめておこう」ではなく「見えないならどうやったらでき
るんあろう」努力はもちろん前向きに生きていくヒントを与えてくれる一冊だと思います。
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「ぞうさんのうんち」は朝の散歩にでかけたかばくん、わにくん、らいおんさん、さるく
ん、はりねずさん、が臭いのに気づき「くさいのどこだ」とさがしました。そして、みんな
は見つけました。見つけたのは大きなうんちです。大きなうんちをしたのはぞうさんです。
ほかのみんなはぞうさんみたいなうんちをしたいといったのでみんなで次の日に比べっこし
て勝ったのはぞうさんです。おそうじで一番だったのは、うんちが一番小さかったはりねず
みさんでした。
最初エルマーはみんなとちがう体の色をして最しゅうてきにエルマーの体はもとと同じに
なって、エルマーの日となずけられ、えるまーははいいろのぞうになって、ほかのぞうは、
いろんな色をぬってというおはなしで、おもしろかったです。
ぞうのエルマーは他のゾウと体の色が違います。とても明るい性格のエルマーですが、他の
ゾウと自分が違うことがやっぱり木になり、みんなと同じ色になろうとがんばりました。で
も、みんなと一緒（同じ）じゃつまらないと気がつくのです。この本を読んで、みんなと同
じじゃないと不安になる事もあるけど、自分らしさがあるという事はとても大事だし、大切
にしなければならないと考えさせられました。
ぼくは、ぞうのはながむかしながぐつみたいなかたちだったのがおもとろいなぁとおもいま
した。あといろいろなどうぶつにあしでけられたのはいたそうでした。でもさいごに、わに
がぞうのはなをひっぱったらながくなったところがわらえました。
なかなか本を一緒に読む機会も少なくなり、今回一緒に本を選び読み合いながら、子ども自
身が感じた感想の言葉がおもしろいなと感じたところです。本の内容も思わず息子と同じ所
で笑ってしまい、親子なんだなぁと嬉しくなりました。
アニメでも見られていない部分のお話なのでとても楽しかったです。それに、文章だけなの
で、たくさん想像できるのもいいなと思いました。
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朝暘第 それいけズッコケ三人
那須正幹
六小
組シリーズ

本合海
だいくとおにろく
小

日本昔話

蔵王第
だいすきでも、でもね 二宮由紀子
二小

ミイラのラムさんがお風呂が大好きなのに包帯をとったりつけたりするのがたいへんなとこ
ろが面白かった。
ぼくは、このスラムダンク勝利学を読んでみて、何事も努力が大切だと思いました。この本
の第二章からこうなりたいという目標を計画的に立てることでチーム全員で努力でいること
が分かりました。第十五章の文章の「あきらめは最大の敵である」から全力を尽くすことの
重要性を学びました。ぼくもバスケ部であまりうまくはないけれど今回読んだ「スラムダン
ク勝利学」を参考にし、頑張りたいです。
そら色のぴらみっどの心にのこったことはレンガをこわしたことをずっとだまっていたけど
ユウキに紙に書いてあやまったことです。りゆうは、あやまってえらいと思ったからです。
おかあさんと夜読んでたのしかったので、また夜読んでみたいです。
いじわるを隠し通している間の心情と少しずつ仲良くなっていく友だち同士の心情をリアル
に描いた物語でした。丁度息子と同年代の話だったので友だち同士の心情が伝わったように
感じました。寝る前に親子で読み合いをしながら楽しく読書ができたので、今後も続けてい
この話は海を見たことがないウメさんにきつねが海のものを持って行ったら、きつねにくっ
ついていたカニのシオマネキがはさみを動かして、空を海のようにし、クジラなどをよん
で、ウメさんに見せてあげるお話です。ぼくはキツネがウメさんに海をみせられてよかった
ねと思いました。ぼくがキツネでも山から海に行って帰ってくるなんて、そんなことできな
いと思います。このキツネにがんばったねと言いたいです。
空を泳ぐくじらの背中に乗って自在に空間を移動する様は「となりのトトロ」の猫バスに似
ている。この夢は海を見せたいと願ったキツネが見たのか、おじいさんを亡くしたウメさん
の幻想なのか。おじいさんがいんくなっても息子や山の動物と一緒に居て、ウメさんが淋し
くならないといいなと思った。
自分が小学生の頃、学校の図書館で借りてとても面白くて親におねだりして、シリーズを何
冊か飼ってもらいました。中学、高校、社会人と大きくなっても、何度読んでも面白くて新
シリーズが出ると読みました。シリーズが終わってとっても残念でした。子どもに、ママが
子どもの頃に読んだ１番好きな本だよと伝えたいです。
チミモーというようかい達が家に入るとよくないことがおこります。そのチミモーをぼっこ
くんという神さまがほうきでおっぱらいます。そのぼっこくんという神さまは子どもにしか
見えないざしきわらしのような所がおもしろかったです。ケイタという男の子の家では、ユ
ミ子ちゃんという赤ちゃんもいて、その子のめんどうを見ていたりするので、ぼっこくんは
家の守り神の「ぼこくん」」１１２年住み着いている・・と読んだ時、私の頭の中には、う
ちにもいるかな？と思いました。うちは１４５年以上になるからです。子どもたちが泣いた
ときなど大黒柱を見てにこにこして泣きやんだり。この本を読んでいて昔あった記憶がよみ
がえり、楽しく読みました。
ツナグに依頼した人はその人のファンで助けられたから、家族だからなど、死んでしまって
さみしくなった人でした。死んでしまった人にもう一度会うことができるのは良いことなの
かな?この話に出てくる人は最後には前向きになって次に進もうとしたり、性格が穏やかに
なっている。そういう人たちは、もし、ツナグに依頼していなかったら何も変わっていな
かったのかな?私は死んだ人に一度だけ会わずにも自分を前に進めることができる人になっ
ていきたいな。
ファンタジーのようだけどこの広い世界のどこかに本当にツナグのような人がいるかもしれ
ないなあ。と思いました。生きている人間が死んだ人と出会うことによって勇気をもらえた
り心に空いていた穴を埋めることができたり、心と心をつなぐことで救われる人間がたくさ
んいる。特殊な能力はなくても人の心に寄り添える人間に娘にはなってもらいたいなあとこ
ダイアナのしに２５おくの人がなみだをながして、わたしもなきそうになりました。
ダイアナ妃がなくなった頃まだ十代でした。当時を思い出すとスキャンダルの報道が多かっ
たと思われますが、アンゴラにおける地雷地域の映像が大変心に残っています。幼少の頃に
母親との別れ、また、自身の子どもにも同じ思いをさせまいという所はとても同感できまし
た。
どんな時代も子どもにとって鬼はこわいもの。大工の目玉と引き替えに大きな橋を作ってく
れるのですが、鬼の名前が分かれば目玉を諦めるという。鬼と大工のかけひきや、ひょんな
ことで名前が分かってしまうユーモア。絵本の迫力もあって話し方を変えるとおもしろさが
何度も違ってあじわえます。
わたしはこの本が大好きです。この本を初めて読んだのは三年生のころでした。それから何
度も読みました。なぜ何度も読む事ができたのかというと、この本にはけしょう品のことが
いっぱい書かれていて、それがわかりやすく書かれていてとてもおもしろく読む事ができま
す。これからもこの本をいっぱい読みたいです。
化粧品ができるまでの流れ、そして化粧には、外見の美しさだけでなく気持ちも元気にな
り、身だしなみ一つでまわりの人たちもさわやかな気持ちにしてくれることなどがとても読
みやすくわかりやすく書かれていました。社会見学が大好きな娘には楽しい本だと思いまし
た。
わたしはこの本を読んで子どもに伝えたいことは、あなたお生まれたこの世の中は悪いこと
ばかりではなく、希望がいっぱいで優愛なら大丈夫。人生は一度きり、後悔せず自分らしく
友達と仲良く楽しく生きてほしいと思いました。
ぼくもおじいちゃんとさんぽに行ったりします。おかあさんがしごとの時は、おじいちゃん
おばあちゃんとよるごはんをたべます。車でドライブにつれいいってくれます。おじいちゃ
んおばあちゃんにもっとやさしくしたいし、元気でいてほしいとおもいました。
みんあすきなものやきらいなものがありました。この本を読んでからハサミは何が好きなの
かなあ。えんぴつは何が好きなのかなあ。と考えるようになったのでこの本を選びました。
この本を読んでみんなを好きになってほしいと思いました。
ハングソーが浜辺から木のかけらを拾ってパパのために船を拾って海に流していたのだが、
いつも浜辺に戻ってきたことに気付いた時のママへのメッセージがとても感動的で親子で読
みあいたい一冊に選びました。
この本は大切な赤ちゃんが生まれてくるまでを綴った本です。あなたが生まれてくるまでど
れだけ大切に一日一日を過ごしたか、待ち望んできたかを改めて思い出させてくれます。こ
の本を通して親の思いを伝えるとともに命の大切さや子供を大切に思う心が養われる温かく
優しい気持ちになれる作品です。
はなや風や空、草や雨や虫、私たちのまわりにあるいろんなものはそこにあって当たり前
で、いつも気にも留めないけれどその一つ一つにそこにある意味があって、そこに会ってい
い意味があります。そのままでいい、ありのままでいい、と気づかせてくれる本です。あな
たがあなたであること、それが大切なんだとかんじてもらえたらうれしいです。
ぼくたちには想像できないほど戦争で苦しんでいる国はとても大変でたくさんの命が奪われ
ています。特に僕と同じ年齢やそれより小さい子供たちがむりやり兵隊にされて人を殺し、
人に殺されているという、とてもかなしい状況なので、兵隊の人はやめ、戦争をなくし平和
な地球になるといいなあと思いました。
このほんは、２０１５年イスラム国から殺害された後藤健二さんが実際に現地で取材をし書
かれた本です。少年兵として生きている子供たち。私の息子と同じくらいの子どもたちが命
令に背けば自分が殺されるから生きるために人を殺し傷つけてきた。でも、そんな子供たち
も平和を願い生きていることを後藤さんは伝えています。ぜひ、皆さんとこの本を読んで平
和とは何かを考えてほしいと思います。
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南原小 たびするおやま

子どもに本を読み聞かせする機会があまりなかったので、こういう機会を作っていただいて
親としては本当にうれしかったです。いつも本を読むときはスラスラ読むのですが、この本
を読んだときはたこやきのたこさぶろうになった気持ちになって読んでみたら自分も笑って
しまうくらい面白かったです。声を工夫しながら読むと子供たちも笑いながら聞いていたの
で本に対してもっと興味をもってもらいたいなと思いました。
子どもに読み聞かせしているとき、自分が読み方の工夫をして読んでいると自分も楽しんで
読むことができたので、子どもに読ませて良かったと思いました。たこやきがどうしてひと
つころがって「いかせておくんなせー」と言っているのか最初はわかりませんでしたが、だ
んだん読み聞かせをしているうちに一つのたこ焼きの中にタコが入っていないことが分かり
「いかせておくんなせー」と言っていたんだなと分かりなした。でも最後に歯が抜けたよし
おくんがタコの入っていないたこさぶろうを買ってくれてたこさぶろうが喜んでくれていた
のでよかったなあと思いました。
ママから本を読んでもらいました。本を読んでいる声がおもしろかったです。よしおくんの
しゃべっている声の「きのうぼく、はがぬけてんの」ところがおもしろかったです。
ままからほんをよんでもらって「ガスケツやーとよんでいたところがおもしろかったです。
物語の中にだじゃれが少しずつ入っていておもしろかったです。博士が宇宙に世界初の最新
型ロケットをはなつのですが、宇宙へ行くとこわれていまいます。博士は何度も宇宙へ向け
てロケットをはなち、ちょうせんし、努力をしやっと成功します。このように博士は努力し
続けるのですごいと思いました。と中と中で、博士は1日の出来事をだじゃれにして日記に
していて、その才能もすごいと思いました。最後に飼い犬と夜空を見ているシーンも心に残
りました。
“おやじぎゃく”がたっぷり本で楽しかったです。集中して読んでいたようなので一気に読
み終わっていました。これからもたくさん本を読んで欲しいです。
かびんがおかれているつくえに、だれもすわっいてなてのにすわっていたのがこわかった。
かがみにうつされた自分と今のわたしがまったくべつ人みたいのところがすごくこわかっ
た。自分は動いていないのに、鏡の自分がうごいていたのところがすごくこわかった。よう
ぐいれの中から声がしたのがすごくこわかった。
１ぺーじ１ページ読み進めていくうちに、じわじわとこわさが伝わってきました。自分が小
学生だった頃も、わざわざこわい話を作ったり、学校の中でもこわい場所に行ったりしたこ
とを思い出しました。子どもがこうやってこのような本を読み、また学校での生活が楽しい
ものになってくれれば良いなあと思います。
私は「たっくんのあさがお」を読むと、とてもやさしくふんわりした感じがしてきます。私
は「たっくんのあさがお」を何回も読みました。しかし、何回読んでもあきません。心がお
だやかになります。この本の良いところは、友子（主人公）のやさしさです。
たっくんにあやまろうとした友子は、それができませんでした。教室がさわがしかったり、
たっくんが休んだりして。あやまるのはとてもむす゜かしいときがありますよね。それで友
子はだまって水やりをしたのだと思います。だれにも言わずに水やりをしていたのですが、
たっくんには伝わったのですね。
戦争を知らない親世代が戦争って何？どんなふう？と聞かれたときに手に取った一冊でし
た。人だけではなく木も戦争で頑張っていたこと、心通わせていたこと一緒に考えるいい本
でした。
「はこんでくれ」と一粒の種。カラスに頼んでどんどん遠くへ思い切って飛び出してあると
ころにたどりつき芽を出し木になり実をつけて木が成長する物語です。この種は、これから
大きくなる子どもたちのようでちょっとした勇気でどんどん広い世界に触れて個性豊かに素
敵な人に育っていくことと重ね合わせて読んでも楽しいのでどうぞ読んでみてください。
さいしょはみんな山を大切にしてたけど、どんどん山にゴミをすてたりして、だからそれは
やめた方がいいと思います。だけど、みんなそういうことに気付いたことはいいと思いまし
た。
すらすらと読めるようになっていてうれしいです。もっと読書が好きになってくれると嬉し
きれいなおやまがあるので、まいにちみんなさわやかなきもちで、おやまもうれしかった。
それなのにだんだんおやまをみなくなって、ゴミをすてたりしておやまはかなしくなってに
げてしまった。ほかのところにいってもわらわれたり、ともだちもいなくてさびしいきもち
になった。あるひみんなをおもいだしてかえりたくなった。かえったら「やっぱりここがい
ちばん」とおもった。
依古後地が悪く感じたことをきっかれに、自分の居場所を求めて色々な環境を試してみる
が、そう簡単には見つからない。その経験があったからこそ元の場所が一番心地いいことに
気付かされた。帰ってきたとき、みんなが喜んでくれたこ気持ちを知った。日々あたりまう
のように暮らしているがいかに今が幸せで充実しているか気付かされた一冊となった。子ど
もたちにも毎日感謝の気持ちを大切に生活して欲しい。
さいしょはみどりのおやまだったけどいろんなまちにいって、さいごににぎやかなまちで、
おどっていたら、おやまが赤色になった話。おやまさんはおどりがたのしそうだったのでわ
たしもおどってみたいなと思いました。
自分の町をずっと見守てきた山さん。いろんな建物が増え、山、緑が少なくなり、山のこと
を気にする人もいなくなり、ゴミまですてる人間も増え、山さんはいろんなところに行った
が、やっぱり戻ってきました。人間も山も同じですよね。今までいたところが一番いいです
よね。いろんな道路が増え緑が少なくなってくる中で私は、山は大切だと思っています。な
ぜなら、心を落ち着かせてくれるパワーを持っていると思っているからです。
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ページごとに早口言葉やクイズがあっておもしろかったです。野菜などがしゃべっていた
り、町があったりもしました。２１種類の食べ物が出てきて、どれもおいしそうでした。仲
間外れはどれだというのが一番面白かったし、楽しかったです。表紙のじゃがいもが面白
かったです。
このお話は、犬のアローが幼い柴犬ボタンから依頼を受け公園に突如出現したゴボウの謎を
調査したり幽霊犬のうわさの謎を、犬の力を使って解決していく話です。個性も豊かな犬た
ちがたくさん出てくるので、とても楽しく面白いです。
多感な年代だからこそ戸惑いや悩みを解くきっかけになる本です。何が正解とかではなくそ
のことについて深く考えたり問うこと、自分の考えを見直したり確立していく一冊になるか
ほんとうはもうたまごからでていけないといけないんです。でもでたくないんです。だって
だって、いつでもお母さんにあたためてもらえるから。小学２年生になった息子。どんどん
成長して妹もいていつもお兄ちゃんとして頑張っているけどこの本を読むとまだまだ、卵の
部分を温めてあげたい。えい！と殻を破った部分を十分に認めてあげたいと再認識できるの
です。
この本の面白いところは、「さっかく」のページがおもしろいです。動いていない物が動い
ていたりして面白いです。「さっかく」で一番好きなのは、近づけたりはなしたりすると動
くページが好きです。

中学生の時に何気なく手に取った時から、コロボックルは私の心のどこかにいたような気が
する。豆を見るたびにコロボックルと一緒に住んでいる犬を想像して楽しんだ時期もあっ
た。足下に飛び出してきたカエルは、絶対に踏めない。もしかしたら、緑色の服を着たコロ
ボックルかも・・いやいや、コロボックルはこんな不用意に姿を見せてはくれないだろ
う・・などなど、頃ボサ来る羽私の生活になかり入り込んでいる。自然が豊かな山形に住ん
でいることで、佐藤さとるさんの物語を実生活でも楽しむことができた。読み聞かせをする
にはちょっと厚い一冊。私の子どもたちはいつ手に取るのだろう。
昔あるところに、笑うのとお米の粉でだんごを作るのが大好きなおばあさんがいた。ある
日、ばんのごちそうにせっせとお団子を作っていると、ひとつ落っことしてしまった。その
おだんごは、どこまでも転がって行っておにたちの場所まで転がっていった。そのおだんご
を見つけたおにが拾ってそれをもっとたくさん作ってほしいと頼まれました。わたしも一度
おばあさんのだんごを食べてみたいです。
お団子を作って食べることが大好きなおばあさんのお話でした。鬼の家に連れていかれてそ
こにあった魔法のしゃもじはごはんをまぜるとどんどん増えるというステキなしゃもじだっ
たり、船で逃げ出したおばあさんを捕まえるために鬼たちが湖の水を飲み干そうとしたり、
スケールが大きくテンポも良く親子で楽しく読むことができました。
襲い、たくさんの尊い命が失われ、悲しみにつつまれました。著者は出身地でもある宮城で
取材中に地震が起こり、自身も被災した１人でした。南三陸町をおとずれた時、笑顔に包ま
れた子どもたちに出会い、校庭に咲き乱れるタンポポに目が止まり、子どもたちの「生まれ
育った町が大好き」その思いが綿毛となって飛んでいき「明るい笑顔の花がたくさん咲きま
わたしは、タンポポあの日をわすれないを読んで、２０１１年におきた強いじしんでこんな
に危険だった人がたくさんいました。そこで、タンポポのわたげが思いとなって飛んでいく
という言葉に感動しました。これからもこのようなことをときどき思い出しながら生活して
いきたいです。
大震災の津波の悲惨さを描き、我が子と同じ年代である小学生が体験した本です。家族・友
だちが亡くなり、悲しみの日々が続くも、後を見ず常に前を向き周囲に元気を振りまく姿が
印象的です。我が子どもたちも、悲しいこと苦しいことがあったとしても、投げ出さず事に
向き合い、元気に生活していってほしいものです。
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西村山

寒河江
誰も知らない小さな国 佐藤さとる
小
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米沢

塩井小

だんごをなくしたおば
小泉八雲
あさん
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米沢

塩井小

だんごをなくしたおば
小泉八雲
あさん
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東置賜 大塚小

タンポポ あの日を忘
光丘真理
れないで
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西置賜 小国小

タンポポあの日を忘れ
光丘真理
ないで
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西置賜 小国小

タンポポあの日を忘れ
光丘真理
ないで
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東置賜 大塚小 たんぽぽしょくどう

もいちくこ
み

私はフランス料理を食べたことがないのでこの本をみて少しきになりました。それにさんさ
いなどもつかっていたのでフランス料理でもさんさいをつかうんだなと思いました。
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東置賜 大塚小 たんぽぽしょくどう

もいちくこ
み

624

東置賜 大塚小

林の中にフランス料理のレストランがあってさんさいなどをつかった料理もあったのでとて
もおいしそうだと思いました。
おはなしの作り方がおもしろかったです。おはなしの実をにている間に「ピップルパップル
しゃっくりとっくりおいしいおはなしになぁれ」と言ってネコがのどをごろごろならさない
とやわらかくておいしくならないというところがびっくりしました。おおおとこと協力して
おいしいお話しをつくっているところがすごいなぁと思いました。ねこは、そばにいるだけ
だけど重要な存在なんたなぁと思いました。
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東置賜 大塚小 ちいさなくれよん
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北村山 葉山中 小さな手袋

内海隆一郎
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北村山 葉山中 小さな手袋

内海隆一郎

628

北村山 葉山中 ちいさなねこ

石井桃子
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北村山 冨本小

ちいさなはなしやさん
竹下文子
のはなし
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北村山 冨本小

ちいさなはなしやさん
竹下文子
のはなし
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北村山 葉山中 小さなりゅう

632

東田川 立川小

633

ちいさなおはなしやさ
竹下文子
んのおはなし

人間だけでなくどんなものにも「いのち」があるということ・・１本のくれよんが生き方を
教えてくれているような心温まる一冊です。誰かのために役に立ちたいと・・自分の身をけ
ずってまでみんなのために頑張るくれよんの強くて優しい想いが伝わってきます。

長井るり子

チーターよりはやくは
しるのはだれ
チーターよりはやくは
東田川 立川小
しるのはだれ

普段あまり本を読むことが少ないので親子読書は楽しみにしています。今回は、「ちいさな
おはなしやさんのおはなし」絵もかわいらしくどんな物語なのか楽しみながら読書しまし
た。みんなが笑顔になれる幸せになれるお話やさんのお話。とても素敵な物語でした。
生まれた時から親がいないりゅうは、赤ちゃんなのに自分で食べ物をさがしにいってるし、
すこし嵐がきたとき自分が目印になって頭いいなあと思いました。親と読みたいです。
ロケットよりかいちゅうでんとうがはやくてびっくり

よしだこう
たく
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東置賜 大塚小 ちこくひめ
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酒田飽
なかえよし
黒森小 ちっちゃなねずみくん
海
を
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東田川 立川小

637

この本は、一生懸命になるとはどんなことなのか、一生懸命だと何が変わるのかよくわかり
ます。その場にいないのに、読んでいるとその人の感情が良くわかる本でした。なんでも頑
張るのは大事ですね。
この本を読んで、私もここで勇気を持ち新しい一歩を踏み出せるようにがんばります。
小さい猫が、親猫のいない間に街に出かけ、危ない目に遭っているときに、親猫が助けに来
ました。そして、親猫は口にくわえて家に戻りました。戻ってから、腹をすかせた子猫は
おっぱいをのみました。この本には、人間の親子に共通した本だと思いました。改めて大切
ちいさなおはなしやさんはふしぎにおもいました。家のうらにあるふるいおはなしの木がち
いさなおはなしやさんがぽんぽんたたくと、ふるいおはなしの木の実がおちてきてひろいあ
つめて、実をにてガラスのビンにつめてそれをうって、おきゃくさんはつぎつぎかっていっ
てそれをたべて、みんながえがおになっているのがすごいと思いました。あっというまにう
りきれてしまうほどになんだと思いました。

チビトガリネズミより
小さいものはなぁんだ
チビトガリネズミより
東田川 立川小
小さいものはなぁんだ
チャーミーとバラのお
藤真知子
しろ
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東置賜 大塚小
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天童東
干布小 ちゃいますちゃいます 内田麟太郎
村山
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天童東
チャレンジミッケ！ゆ ウォル
山口小
村山
めのまち
ター・

641

北村山 鶴子小

チャレンジミッケ⑥こ ウォルター
わーいよる
ウィック

自分と比べてほかのどんなものがより速いかどのくらいの速さなのかわかりやすく書いてあ
り面白かった。
私は、この本をよんでけんかのはなしだったので、そんなけんかはしたくないなとおもった
し、その日は、おくれてはいけないひだったけど、まどかという人がおくれたから、ちこく
ひめとなまえがつけられたみたいです。
ぞうさんにしっぽをふまれたねずみくん。ぞうさんはちっちゃくてみえなかったとあやまり
ますが、ねずみくんは自分がちっちゃいせいでめだたないから・・と落ち込みながらも、ぞ
うさんの足を心配します。ぞうさんはそんなねずみくんのやさしさに感動し、体は小さくて
も心が大きい立派な心を持っていると他の動物たちに教えました。体か大きいから、目立つ
から立派だと言うことではなく、他人を思いやる心こそが大事だという事を教えてくれる一
冊です。
ちいさいからでもがんばっていきてるよ
大きい生き物小さい生き物も両方の生き方ががんばっているから優しい気持ちで接してくれ
ればいいなあと思いました。
カリンという女の子がかだんにあったティーポットをひろって３回こすったらチャーミーと
いうちびまじょがでてきます。そのチャーミーといっしょにくものすにかかかっているバラ
のおしろをたすけにいくお話です。
うすい本だったので、読みやすかったのが一番の感想です。お父さんが子どもに電話をかけ
るが、だれだか名前を言わなかったので、子どもは電話の相手がお父さんだとわかったうえ
で、ちがう人の名前を言います。電話では自分の名前を言うことの大切さと、お父さんと子
どもの愛情が伝わってきました。私も自分の子どもと一緒に読みたいと思いました。
ゆめのまちをぶたいにして、いろいろなものをさがす本です。おかあさんとどっちがはやく
みつけられるか、しょうぶしています。
今回のミッケは「くらーいくらい森の中に」という昔話をもとに作られ「くらーいくらい」
を繰り返しながら、これから何がおこるのか、どきどきわくわくしながらいろいろなものが
隠れていて、親子で読んで探していくというとても楽しく、また、絵もとてもおもしろい絵
ばかりでミッケというシリーズはたくさんあるのですが私はこの本を子どもと楽しく読んで
いけるので伝えたい一冊にしたいと思います。

中学時代にしておくこ
中谷彰宏
と

野球が大好きなのでこの本にしました。親としての子どもの教育が人としてのイチロー選手
が野球しかできない人間になって欲しくないと言っていた教育がすばらしい。小学生のイチ
ローが書いた作文もぜひ子どもに読んでもらいたい。そして、夢をもって頑張ってもらいた
いです。
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北村山 葉山中
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北村山 葉山中 中学生の勉強法

東京大学
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北村山 冨本小
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北村山 冨本小
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東置賜 大塚小
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東置賜 大塚小 チロヌップのきつね

たかはしひ
ろゆき
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東置賜 大塚小 珍獣病院

田向健一

651

北村山 葉山中 ツナグ

辻村深月

652

北村山 葉山中 ツナグ

辻村深月
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北村山 葉山中 ツナグ

辻村深月

女の子どおしで、ライバルになってケンカしてかわいそうだなと思いました。でも、そこで
助けてくれた人は幼なじみの男の子でした。とても優しいと感じました。面白かったです。

小川糸

科目等にある小さな文具店を営みながら代筆屋もしている主人公。依頼人からの強い思いを
工夫しながら書いていく様子は読んでいて楽しい。紙の種類やペンなど、どの紙にどの色の
シンクで書くのか選ぶ様子は、こんなに種類があるのかとおどろかされる。手紙の素敵さを
子どもたちにも知ってもらいたいと思った。また、主人公と先代のとの思いも、親子ではな
いけれども、家族としての葛藤など読んでいて感動する。大事件がおきる話ではないけれ
ど、静かに成長していく主人公を読んでいくのは自分も主人公になったようでよかった。
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酒田飽
黒森小 ツバキ文具店
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酒田飽
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酒田飽
田沢小 円谷
海
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米沢

南原小 つみきのいえ

平田研也
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米沢

南原小 つみきのいえ

平田研也
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北村山 冨本小 強くてゴメンね

令丈ヒロ子
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北村山 冨本小 強くてゴメンね

令丈ヒロ子

661

東置賜 大塚小 つるにょうぼう
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東置賜 大塚小 つるにょうぼう
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北村山 冨本小
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北村山 冨本小

この本を読んで、改めてイチローのすごさを感じました。幼いころから自分の夢を実現させ
るためにがんばっていてすごいと思いました。
この本は少しページが長いですが所々で共感できるなと思うところがあったり、自分のこと
と比べながら読める面白い本だと思います。読んでいるうちに本世界に入れます。想像して
こうなんだな、ああなんだなと考えながら読みました。最後は感動して終わり。手紙が心の
残りました。何度読んでも面白い。一緒に読んでみませんか。
この本は下に弟が出来たお姉ちゃんのお話しです。娘も妹が出来たばかりなので、とても
ピッタリだと思いこの本をおすすめします。兄弟が出来てがまんする事も多くなったけど、
この日常の中で少しずつお姉ちゃんになっていく様子。最後に母と娘のキュンとなるふれあ
い。とてもすてきな一冊です。娘にも痛いほど伝わってくるようで、とょっとだけ涙したお
気に入りです。
ゆうとくんは、みんなにうそをついていたけれども、みんなにきちんと話したて、すごく勇
気がある人だなと思いました。ゆうとくんと友達の子もうそをついたことがあって、ゆうと
くんは安心したと思いました。
ゆうとくんはえらいですね。自分がうそをついたのをほんとうに悪いことをしたと思い
ちょっとだけタイムスリップしたいと願うなんて、だれでもうそをついたことがあるはずな
のにそこまで考えた人がいるのかなあ。ちなみにるみあはうそをついたことありますか。
短編小説がとても興味深く、おもしろく読むことができます。結末はあっけないもので原因
があって結果がある事を考えさせられました。「手紙」子どもも親もじっくり読む事が出来
る作品と思います。
ちょっとだけかなしかったです。どうぶつをたいせつにしたいです。
くもやカエル等の小さな生き物の命も大切にして治療している動物病院のお話しでした。身
近に存在する命あるものを大切に考えてほしいと思いこの本を選びました。
私は「幼なじみ」を読んで、ある女の子が幼なじみの男の子を好きになってしまって、幼な
じみの女の子もその男の子が好きで、ある日ライバルになりました。女の子が幼なじみの女
の子をいじめばっかりしてかわいそうだなと思いました。とても面白かったし感動もしまし
た。
１９８８年、人権を侵害する表現を規制するための「メディア良化法」が制定された。高校
３年生の時に助けてくれた顔もわからない図書隊員に憧れて入隊した笠原郁、待っていたの
は「鬼教官の堂上あつしによる厳しい訓練。毎日が辛い日々、いつの日か彼女の努力が認め
られ全国初の女性隊員図書特殊部隊に配属される。日がたつにつれて高校の時助けてくれた
のが、堂上教官ということに気づく。愛と自由の物語です。

ぼくは、ウルトラマンやゴジラを見たことがあります。でも、どうやってつくっているかは
わかりませんでした。円谷英二さんはみんなを喜ばせるために、とてもいろいろなことを思
いついてすごいと思いました。
ゴジラ、ウルトラマンの父。特撮の神様ともいわれ、子どもたちに夢を与え続けた円谷さ
ん。円谷さんの発想力というか、ちょっと視点を変えるだけでこうなるんだというアイディ
アの豊富さに驚かされました。ゴジラ、ウルトラマンは我々世代の名作です。
おじいさんはどんどん水が上がってくるところに住んでいるのがかわいそうだと思います。
おまけにおばあさんがなくなっていて、すごくかわいそうでした。でもほんとうにつみきみ
たいでした。おじいさんなのにいえがつくれるなんてすごいなと思いました。すごくおもし
ろかったです。
海水がどんどん上がってくる不思議な家。おじいさんはどんどん上に新しい家を建てておば
あさんとの思い出が詰まった家を大切に守り暮らしています。一つ一つの階に思い出があり
その階を見るだけでどんなことがあったのかを思い出し自然と笑顔になるおじいさんの姿が
印象的でした。こつこつと家を作り思い出を大切にするおじいさんの優しい心すばらしかっ
たです。
このお話は、女の子がガードレールがまがっていたのをなおして、それを見ていた男の子が
強いと言うのを知って、男の子三人はその女の子が好きで、その中の男の子一人はその女の
子が強うのをないしょにしてくれと言われ、最後には、その男の子一人がけがをしてしまっ
て、女の子がおみまいにきて「強くてごめんね」と言って、男の子がうなずいたお話です。
私はこの本を読んで、女の子がこんなに力が強いのがすごいと思った。力が強いのは恥ずか
しいと思うけど力が強うことで人を助けることができると思ってすごいと思いました。
クラスのみんながあこがれる美少女が、実はすごく力が強い女の子でそれを知った一人の男
の子がその女の子に思いを寄せるお話でした。登場人物が同じ５年生ということもあり、興
味深く読んでいた姿が印象的でした。
これはつるがわかものにはたをおっておんがえしをするおはなしです。ぼくのしっているつ
るのおんがえしとにていましたが、おばあさんはでてきませんでした。わかものがのぞかな
かったらこやのいえじゃなくてきのいえにできたのになぁとおもいました。
つるが若者へ恩返しをする話。貧乏だけど優しさでつるを助け幸せな結婚をする事ができ、
ほほえましい気持ちになりました。若者がのぞかなければその幸せがもっと長く続いたのに
なぁと思う反面、ずっとはたを織続けていれば、つるはどんどんやせていってしまったんだ
ろうなぁと切なさを感じるお話しでした。

つるばらむらの洋服屋
茂市久美子
さん

洋服をうっている店がどうぶつから人までくるようふくやさんだったのですこせいと思いま
した。むすめもいてだんなさんもいるはるかさんという人が、そのお店の店主だったのでや
さしい人でよかったと思いました。きつねたちとさいごにひなまつりをたのしんでいるので
びっくりしました。はるかさんのむすめが１年生になれたのでよかったです。

つるばらむらの洋服屋
茂市久美子
さん

はるかさんの「ひまわり洋服店」には色々な人や動物が来て、穂乃香と一緒にこの本を読ん
でワクワクしながら読みました。そして、「ひまわり洋服店」に言ってみたいねと二人で話
しました。この本は一年の四季があって、楽しみながら一緒に読みました。読書の様子につ
いては、学校で借りてきた本や自動車文庫で借りてきた本をいっぱい読んでいました。これ
からも、いっぱい本を読んでいこうね。
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米沢

ディズニーおしゃれ
塩井小
キャット

この本を読んでボンファミーユは、四匹の猫を飼っています。エドガーは、その話を聞いて
ねむりぐすりのとくせいスープを猫たちに飲ませて、寝ている間に田舎の村に連れていかれ
てオマリーに何困ったことがあって話しました。パリまで行かなくてはなりません。なの
で、オマリーと一緒にパリに行きました。またエドガーはトランクに入れてフランスに行く
ところでオマリーが爪を立ててエドガーがトランクに入ってフランスに送られました。
子どもがディズニーの物語が好きでたくさん絵本を読んでいたのですがこの、「おしゃれ
キャット」は初めてでした。どんなお話かと子どもに読み聞かせをしながら私も楽しく読み
進めました。ボンファミーユ夫人の飼っている猫に莫大な遺産を託すと知った執事のエドが
猫たちを遠くの村へ連れていき置き去りにしたり、殺そうとしたりと悪事を働きます。でも
悪いことが通るわけではなく猫たちは無事に夫人の元へ戻りエドガーはアフリカへと追いや
られてしまうお話です。結克がハッピーエンドで、子どもと二人幸せな気持ちで本を閉じる
ことができました。同じ本を読んで共有の時間を過ごし温かい気持ちで和む時間でした。
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米沢

塩井小

ディズニーおしゃれ
キャット
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北村山 葉山中

ディズニーランドで
あった心温まる物語
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米沢

塩井小 てつがくのライオン

塩井小 てつがくのライオン

東京ディズ
ニーランド
卒業生有志

世界から一つずつ物を消していくと大事な思い出が失われていくという残酷な感じが悲しい
と思いました。いろんなことに気づかされる本だと思いました。人とのつながりについてと
ても考えさせられる部分があって人の温かみを感じとても感動しました。

工藤直子

ライオンは哲学が好きで、カタツムリが美しく見えることを哲学となることが面白かった。
ぼくは哲学のすきなライオンの気持ちがよく伝わってきた。哲学とはとても面白いものなの
だということが伝わってきた。

工藤直子

「てつがく」＝「哲学」だが、哲学って何なんだろう？と調べると哲学とは何なんだろう？
という問いでさえ哲学することらしい。てつがくをしているライオンがかたつむりには美し
くてりっぱに見えたことも哲学になるのだと思った。おなかがすくと哲学はだめだなという
ライオンの気持ちと夕焼け空の下、哲学をしているライオンのりりしい姿が印象に残った。

669

米沢

670

東置賜 大塚小 てのひらかいじゅう

まつはしと
もみつ

671

北村山 葉山中 てのひら詩集

金子みすづ

672

米沢

いもとよう
こ

塩井小 てぶくろ

とかげのては５ほん。にんげんとおなじだった。とかげはかなへびのなかま。ながいしっぽ
だった。
日頃の生活の中や周りの物、生き物から感じられる彼女の感性がとても素敵です。当たり前
に過ぎてしまう毎日の中で小さなことにも気が付き幸せを感じその時々が大切なのだと教え
てくれました。自分か思ったこと、気が付いたことを大切にし豊かな心を育んでほしいで
す。
一組しかない手袋も、手をつないでいることで、十分だということ。たくさんの人と手をつ
ないだとしても十分手は温かくなる。読むと心まで温かくなるお話。
あるに、町に悪さをしようとしてガマエモンという悪が町にやってきて、ねた実うら実にく
し実という実を町中にばらまいてそれを食べた人をケンカさせる実で、５人のじまんのてん
ぐたちがきてスクネが嵐をよぶふえでトヨタマが雷をおこすたいこでナデシコがクモの巣を
だすたまでサルヒコがからすをよぶほら貝でヤマトがつむじかぜをおこすうちわで５人で協
力してガマエモンをやっつけて町をもとどおりにしたお話です。
天狗の兄弟が力を合わせてガマガエルをたおすお話ですが、それぞれ持っている武器が違い
その特徴を生かしてガマエモンをやっつける。学校でもクラスの友達はみんなそれぞれ得意
な事や考えが違うけどみんなで、話し合い意見を出し合って力を合わせればいいクラスにな
るのかなと思います。これから運動会や市の音楽会がありますが力を合わせて頑張ってほし
いと思います。
言葉の持つ重みを改めて感じた一冊でした。「ウザイ」「キモイ」など汚い言葉を軽々しく
使うようになった今日この頃だからこそ、一つ一つの言葉の大切さに気付くことができる本
でした。落ち込んでいる子がいれば、辛くても何か一つ足すことで幸せになれることを教え
てあげたいです。
おもちゃ達のきずなはとても深いものですごいなと思った。さらわれたウッディも、持ち主
のアンディの所に帰りたいという強い気持ちが伝わってきた。
アンディのおもちゃ達のゆかいな性格や特徴、ウッディとバズのぴったり息の合った親友同
士の活躍ぶりが手に取るようにわかり、とてもワクワクドキドキしながら読みました。とき
にへこたれそうになりながらも、仲間のために智恵と勇気をふりしぼりながら、みんなで力
を合わせての大冒険。ステキですね。子どもたちに、こんな体験をたくさんしてもらいたい
なと思います。
この作品は、漫画とは違い絵がない小説なので、漫画のような過激さはあまりないですが、
内容は面白かったです。漫画版の原作とは違いますが、違った内容もまた面白いです。誰で
も楽しめる作品になっていると思います。

673

北村山 冨本小 てんぐるりん

岩神愛

674

北村山 冨本小 てんぐるりん

岩神愛

675

北村山 葉山中 伝説のプラモ屋

田宮俊作

676

西置賜 小国小 トイ・ストーリー２

レスリー・
ゴールドマ

677

西置賜 小国小 トイ・ストーリー３

レスリー・
ゴールドマ
ン

678

北村山 葉山中 東京チェンソース

青木亮輔

679

酒田飽
泉小
海

どうぐのおばけ

せなけいこ

ふるいどうぐのお話です。おばあさんのいえは、よるりゅうがきてこわされてしまいまし
た。どうぐのおばけはいえをなおしてくれました。やさしいどうぐだなぁと思いました。わ
たしは、ふるくなったものはやくにたつとおもうから、すてないようにしたいです。

680

西置賜 小国小

どうしてねむくなる
の？人の体のふしぎ

学研

どうして人間はねむくなるのかしりたくてこの本を調べました。一番心にのこったのはね返
りです。なぜなら毎夜２０～３０回くり返すといわれているからです。ぼくは、ねているの
で気付きませんでした。この本を読んでねているときのことが知れてよかったです。

681

西置賜 小国小

どうしてねむくなる
の？人の体のふしぎ

学研

むすこが学校でかりてきて何気なく読んだら不思議が沢山あったのでこの本を選びました。
中でも驚いたのが夢を見ている時寝ていても目だけはすばやく動いているということです。
自分では全く理解できない不思議でした。息子も私も一つ一つどうして何故か解りました。

682

北村山 葉山中 どうぶつ句会

あべ弘士

この本は短いので忙しい母でも読めると思います。この本は、かわいい動物たちが出てきて
それぞれの動物たちが個性的な俳句を考えてとてもほっこりします。なので、一緒に笑いあ
いながら読みたいなと思いました。お母さんにたくさん笑ってもらいたいと思いました。

川端誠

丸ばしってかいているところがおもしろかったです。あと、十六公文がお金なんてわからな
かった。

川端誠

昔の話でたまにはこういう話も良いと思いました。

683
684

酒田飽
黒森小 ときそば
海
酒田飽
黒森小 ときそば
海

685

北村山 葉山中 時をかける少女

細田守

686

北村山 葉山中 時をかける少女

細田守

687

酒田飽
時をつなぐおもちゃの マイケル・
黒森小
海
犬
モーパーゴ

ぼくはこの本を読んでもっと勉強を頑張ろうと思いました。ぼくは、テストの点数がとても
低くなかなかいい点が取れないのでもっと勉強してテストでいい点が取れるように、そし
て、勉強の楽しさが分かるようにがんばって勉強しようと思いました。
暑い毎日が続き涼しくなることを考え、怖いけど気になってしまい読んでしまいそうな本を
選びました。よく私が、子供の頃学校で友達と話をしている感じの怪談話かと思い軽い気持
ちでいましたが、一人では読めなくなるほど学校のシーンとした感じやゆうれいがいるかも
しれない緊迫感が良く書かれていて、途中で読むのを挫折しそうなくらい怖かったです。テ
レビや動画とは違う深々とした恐怖が味わえる本です。
ひとつのおもちゃの犬にたくさんの思いがつめられていました。たのしい思いや悲しい気持
ちなどかありました。お母さんが大切にしていて、こわれてしまったに泣いてしまうほどな
ので、よほど大切なものなんだなぁと思いました。私はお母さんと友人の再会にとても感動
しました。

688

天童東
山口小 どこいったん
村山

ジョンク
ラッセ

689

北村山 葉山中 図書館戦争

有川浩

690

西置賜 小国小 としょかんライオン

ミシェル・
ヌードセン

691

西置賜 小国小 としょかんライオン

ミシェル・
ヌードセン

692

東置賜 大塚小 としょかんらいおん

ミシェル・
ヌードゼン

693

酒田飽
泉小
海

ドックポリス

金巻ともこ

694

酒田飽
泉小
海

ドックポリス

金巻ともこ

695

北村山 葉山中 とぶ！夢に向かって

696

天童東
飛べ風のブームーメラ
山口小
山口理
村山
ン

697

酒田飽
田沢小 飛べ風のブーメラン
海

山口理

698

酒田飽
田沢小 飛べ風のブーメラン
海

山口理

699

東置賜 大塚小 とべないホタル

小沢昭巳

700

最上

小沢昭巳

701

天童東
山口小 トム・ソーヤの冒険
村山

702

東田川 立川小 ともだちくるかな

703

東田川 立川小 ともだちくるかな

704

酒田飽
黒森小 ともだちごっこ
海

内田麟太郎

705

酒田飽
黒森小 ともだちごっこ
海

内田麟太郎

706

東田川 立川小 ともだちひきとりや

内田麟太郎

707

北村山 葉山中 どら

708

西置賜 小国小

ドラキュラってこわい
せなけいこ
の？

709

西置賜 小国小

ドラキュラってこわい
せなけいこ
の？

710

北村山 鶴子小 トラネコトクロネコ

711

天童東 天童中 トリシアは魔法のお医
南房秀久
村山
部小
者さん

712

東置賜 大塚小

新庄小 とべないホタル

努力の天才
イチロー

佐藤真海

トウェイン

私がこの本を選んだ理由は、訳をされている長谷川義史さんの読み聞かせでこの本と出合っ
たｋらです。シンプルな絵とそれにミスマッチのような関西弁がとっても面白くまた、長谷
川先生の読み方がとてもシュールな絵本にぴったりでした。周りでゲラゲラ笑う子どもたち
や大人を見て読み聞かせはいくつになっても楽しいものなんだなあと思ったものです。真面
目な本も大切ですが、シンプルで素敵で親子で読みながら笑ってしまうようなそんな本も
とってもいいなあと思います。「どこいったん」は最後いろいろな想像をこちらにさせて終
わります。何回読んでも面白い一冊です。
子どもたちと同世代の友達との関係を描いた話で、子どもたちが共感しつつも自分と友達と
の関係を見つめ直すこともできるのではないかと思いました。
としょかんにライオンがきたのでびっくりしました。ライオンがおつだいをするのがえらい
と思いました。ライオンがとしょんなからいなくなったのがさびしかったです。としょかん
ライオンの本がなかがったので読むのがたいへんでした。でも、読んでよかったなと思いま
す。
生活するうえでたくさんの「決まり」がありますが、それが「絶対」ではないという事を優
しいライオンが気付かせてくれるお話でした。嬉しい、寂しい、ほっとする・・・そん、
色々な感情を芽生えさせてくれた本です。長いので、親子で交代で読み合いっこしました。
あきらるずに読めてえらかったね。
子どもが大好きな図書館にあらわれたライオンが、図書館のきまりを守ってこどもたちと楽
しく過ごす中で一つの事件が起きるお話しです。「きまりって何だろう？」「きまりってど
うしてあるのだろう？」について、子どもと一緒に考えることのできる本です。
この話は新米警官の早川勇作とその相棒シロの成長物語です。勇作はシロと運命の出会いに
よって新しいはいぞく先の警備部で、シロとさいかいして相棒となりました。シロは他の犬
とくらべて体力が弱かったが、きびしい訓練と勇作のあきらめない心で信頼関係を築き、お
たがいに成長しました。連続爆破事件をシロと勇作が力をあわせて、き跡をおこし解決でき
たところが感動しました。
警備犬の訓練にあたる部署に配属された熱気のある新人警官早川勇作とバディの警備犬シロ
との友情、同僚警官との協力を通して、連続爆破事件の解決に挑む物語でした。刑事志望の
勇作が警備犬シロの世話をすることに葛藤し悩みます。シロとの信頼関係を築き同僚からの
アドバイスにも耳を傾け、警官として自分の目標を見失わず成長していく姿は見習うべきだ
と思います。
この本を持った人が次々と怖いことが起きて怖いと思いました。この作品はいろんな種類が
あって面白いです。
お父さんのうつ病、友達の病気など、いろいろな問題があったけど、ブーメランの大会を通
して主人公が成長していくのが良かったです。僕もこれからは、周りの様子をよく考えて行
動していこうと思いました。
クラスの中で一ばん運動神経や頭がいい学級委員、杏奈をぎゃふんと言わせようとしました
が、かないませんでした。だが、幹太にはブーメランがありました。ブーメランならだれに
も負けません出した。ぼくは、一輪車には自信があります。これからも練習をがんばりたい
です。
この本には、お父さんがうつ病になった家族の苦悩、そして、子どもがブーメランを通して
成長していく姿が描かれていました。「おれの家に今吹いているのは向かい風。だけど風向
きはいつか必ず変わるはずだ。いそいじゃいけないんだ。あせっちゃいけないんだよな」と
前向きな言葉か書いてあり感動させられました。
人とは違って生まれてきた事に対する素直な感情が伝わり、誰しもいだく憎しみや怒りに共
感したりするうちに、まわりのサポートや助けがあって前向きな考えに変化していきます。
読み終えた後で、ホッと笑顔が自然に出てきました。
ある小学校の校長先生が子どもたちのために書かれた童話です。ホタルの仲間たちは誰ひと
りとして、とべないホタルをあざ笑ったりいじめたりしませんでした。とべないホタルが孤
独の中、なかまに支えられていると感じた体験、悲しい時なかまも同じように悲しんでいる
と知った体験は感動的でした。この本は娘がシリーズで図書館から借りてきた夏の思い出の
本です。
自分が子どもの頃に読んだ本ですが、冒険のドキドキ驚き楽しさが満載です。子どもたちに
は失敗を恐れず興味を持ったことにまずやってみようという、トムの前向きな行動力を感じ
てほしいと思います。
おおかみがはじめ心を失くしたと聞いたのでびっくりしました。キツネとオオカミがなかよ
くなれたところがいい。
心を失くしたいほど悲しい思いをしたオオカミの気持ちに共感しながらそれを救ってくれる
キツネの存在の大きさに心がほってしました。誰の側にもキツネのような人がいればいいな
あ。
おおかみがきつねをまっていたけど、こなくていらいらしてきつねをさがしにいったら、き
つねがたおれていたところがおもしろかった。
友だちが欲しいちょっとひねくれ者のランと、好奇心旺盛なキツネが織りなす、友だちとは
何かを考える事ができる本です。オオカミとキツネの友情もユーモアあふれ、その仲間に入
りたいようなランの気持ちが伝わりました。
この本は、ケンカをしたイノシシとイタチが仲直りできるようにキツネとオオカミが頑張る
お話です。友達の大切さみんなと一緒に遊ぶことの楽しさを教えてくれる一冊です。
カナダのプリンスエドワード島を舞台に孤児院暮らしだったアン・シャーリーがアヴォン
リーのカスバ―と家に引き取られ成長していく様子を絵がいた作品。

バッター

宮西達也

高原寿夫

ドラキュラがワインをのもうとしたときどうしてちっちゃくなったんだろうと思いました。
空にいってかみなりさんの子どもにおへそをとられたときがいたそうだったと思いました。
とってもおもしろいお話でした。
ドラキュラは血と間違えてワインを飲んでしまうなんて、おっちょこちょいで私とよく似て
いるなぁと思いました。空に飛んでいって、かみなりの子どもたちにおへそを取られて泣い
た時はかわいそうでした。猛反省して人をおどろかせたり、血をのんだりしなくなればみん
なと仲良くできるかもしれないね！
トラネコの「たま」とクロネコの「ブルース」がももをとりあいながら自分の自慢比べをし
ています。かけっこの競争でケガをしたたまをおんぶしてブルースが走ります。「早くお医
者さんにみせなくちゃ」今までケンカしていたのに相手がケガをしたらほっとけず仲直りを
して友達になります。子どもたちの世界ではよくあることではないでしょうか。何かのきっ
かけで友達ができるのはステキなことだと思いました。
この本は、トリシアがいろんな動物と話ができて、体調が悪い動物、人を魔法で直します。
面白いところはピンクドラゴンを治すときピンクドラゴンは栄養不足で上手に飛べません。
そして、栄養不足にいいクルミをタルトにして食べました。トリシアも食べていました。そ
して、ピンクドラゴンは無事に飛べたのですごいし、面白いと思いました。
ぼくは、努力の天才バッターイチローを読んで、イチローは毎日お父さんが会社が終わって
から、お父さんといっしょにキャッチボール・ピッチング・ティーバッティンク・遠投・
ノックを毎日続けていて、しかも、1日に２時間から３時間も練習をしてすごいと思いまし
た。また、夕ご飯を食べてからバッティンクセンターに行って練習してすごいと思いまし
た。

713

東置賜 大塚小 どろんこハリー

714

北村山 葉山中 ないた

中川ひろた
か

715

酒田飽
泉小
海

浜田広介

716

東置賜 大塚小 ないたあかおに

泣いた赤おに

はまだひろ
すけ

717

東置賜 大塚小 泣いた赤おに

浜田廣介

718

米沢

浜田廣介

719

酒田飽
泉小
海

泣いた赤おに

浜田広介

720

東置賜 大塚小 泣いた赤おに

浜田広介

721

北村山 葉山中 ナイチンゲール

山主敏子

南原小 泣いた赤おに

ぼくは、この本を読んでおもしろかったり、すごいなと思った所があります。おもしろかっ
た所は、ハリーはおふろがきらいでハリーはブラシをくわえて庭にうめた所がおもしろかっ
たです。すごいなと思った所は、ハリーがたくさんあそんで、真っくろになってみんなにハ
リーだと思ってもらえなくてハリーがちゅうがえりなどをして「ぼくがハリーだよ」とア
ピールしたのがすごいなと思いました。
いろんな質問、そこからの発見思わずふっと笑ってしまうようなものから感心できるものま
で次の質問が気になってついつい読んでしまう一冊かと思います。
「泣いた赤おに」は有名なお話で誰もが知っている本だと思います。子どもが小さい時、毎
晩読み聞かせをしていましたが、妹たちが生まれなかなかゆっくり本を読んであげる事が少
なくなりました。これを機会に子ぢも達とゆっくり本を読む事ができ、赤おにの優しさと青
おにの優しさを子どもたちとしっしょに再確認しました。おとなになっても忘れない名作。
朱には人げんと那賀くなりたくても人げんはしんじてくれない。だから青おにが赤おにのわ
るものになってくれたところが「なんてやさしいんだろう。赤おには幸せものだ」と思いま
した。ぼくにも青おにのような友だちがいます。大せつにしていきたいと思います。
「ココロヤサシイオニノウチデス」人間に仲良くしたいという気持ちをわかってもらえず、
原を立ててやけくそになった赤おにのために、青おには自分が悪者になり、人間に優しいお
にだと信頼してもらえるようにと一芝居打ちます。するとうまくいき、赤おには望み通り人
間たちと仲良くなることができましたが、大切なものを失ってしまいます。この本を通して
相手を思いやる優しい心を育んでもらえたらと思います。
ぼくは、この本を読んで思ったことは、赤鬼のために青鬼が村をおそって赤鬼が本当は優し
い鬼だとわかってもらおうとしたところが感動しました。
この本は、クリスマスプレゼントにお父さんに買ってもらい、本を読むのが嫌いだったけど
この本を読んで感動し浜田広助の作品はすべてそろえました。
この本は、クリスマスプレゼントにお父さんに買ってもらい、本を読むのが嫌いだったけど
この本を読んで感動し浜田広助の作品はすべてそろえました。
ナイチンゲールはクリミア戦争で傷ついた兵士たちを看病した人です。裕福な家に生まれた
のに、看護師の道を選んだのがすごいなと思いました。しかも、家族に反対されながら看護
師になったので、すごい信念があったのだと思いました。他人のことに人生をかけ、人のた
めに働くことがかっこいいと思いました。人のための仕事がしたいです。
白衣の天使と呼ばれたナイチンゲール。１９世紀のクリミア戦争では、これまで不衛生で死
亡率が高かった野戦病院を、清潔にし、洗濯も徹底するという改革を行い、敵味方を問わず
献身的に看病しました。国境も身分も分け隔てなく尊い命を救うという彼女の姿勢は本来の
看護のあり方そのものです。２１世紀の現在もその精神を受け継いだ世界中の白衣の天使の
皆さんから、私たちは健康を守ってもらっています。
この本は、那賀と佑都選手が少年時代からプロへのサッカーの道を書かれた本です。中学校
にやるきのないサッカー部が１人の先生のおかげで、荒れはてていたサッカー部が努力して
強いチームにしていきます。高校時代もベンチから努力してスタメンを勝ち取って、大学か
らプロに行って、今の日本代表になっています。ぼくも努力してあきらめていることがあっ
ても最後までやると、できることがこの本でわかったのでがんばりたいです。

722

北村山 葉山中 ナイチンゲール

山主敏子

723

西置賜 小国小 長友佑都

本郷陽二

724

天童東
あまんきみ
干布小 なかないでなかないで
村山
こ

この本は主人公えっちゃんと子ねこののミュウ、そして白いチョウチョのでてくるお話し。
子ねこも白いチョウチョも言葉は話せないですが、えっちゃんがまいごになって泣いている
と、まるでなかないでなかないでと語りかけている様子が心にひびく物語です。

725

西置賜 小国小 なっとうざむらい

漫画兄弟

えほんをよんだらえいようたっぷりのなっとうがたべたくなってきました。なっとうざむら
いたちに、あってみたいです。なっとうざむらいたちにあったら、いっしょにたたかってみ
たいです。じがよめるようになったので、こころのなかでよめるようになりました。

726

西置賜 小国小 なっとうざむらい

漫画兄弟

小学校入学前から読み聞かせをしていた本です。子どもが小学校に上がり文字をスムーズに
読めるようになり、自分でも読めるようになりました。絵本にしては長いほんですが、文章
のリズムもよく最後まであきずに読める絵本だと思います。食卓に上がる食材を見ながら絵
本に出てきたキャラクターにあてはめ、親子で会話するときもあります。

727

北村山 葉山中 夏の朝

本田昌子

この本は、これからの人生に役立ててもらいたいとの思いで著者が執筆したものです。７章
まである中で、一番読んでほしいところが４章「無駄な苦労はひとつもない。人によって早
く咲くか遅く咲くかの違いがあるだけ、焦らず慌てず開花くまで」です。なかなか結果が出
なくても頑張ってきたことは必ず実を結ぶということを実話を通して書かれているので心に
残る一冊です。ぜひ子どもに伝えたい本でした。

728

酒田飽
田沢小 夏休み虫ずかん
海

宮武頼夫

オニヤンマは日本一大きいのがわかりました。オニヤンマは六本の足をかごのようにまるめ
るのがわかりました。セミのかおにマスクをつけているみたいなのがわかりました。
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酒田飽
田沢小 夏休み虫ずかん
海

宮武頼夫

730

天童東
山口小 なないろレインボウ
村山

宮下恵茉

731

米沢

732

西村山 左沢小 涙そうそう

南原小

ななとさきちゃんのふ
山本悦子
たりは

吉田紀子

733

西村山 左沢小 涙そうそう

吉田紀子

734

北村山 葉山中 涙空

白いゆき

735

なんでも魔女商会
あんびるや
北村山 冨本小 にっこりおいしい大作
すこ
戦

お家の周りにもたくさんの虫がいます。この本にでてきた虫はほとんどいます。田沢は自然
がいっぱいなので、どんどん遊んでもらいたいと思います。
虹を見るのが大好きな七海といろは。不安だらけでスタートした中学校生活だけど、入学式
の日をきっかけにすっかり仲が良くなった。勉強もスポーツも何でもできるいろはと、どち
らもあまり得意でない七海。あることをきっかけにぎくしゃくしてしまう。いろんなことを
乗り越えて本当の友達になるまでの青春ストーリーです。
さいしょはちょっとさきちゃんが、ななのこと「おんぶするって」言ってたら、なながさき
ちゃんといっしょにうしろにころんで、なながもういいよっていっても、なながおねえちゃ
んみたいっていって、つぎはさきちゃんがおねえちゃんになってよかったです。
本当の兄弟じゃないけど、本当の兄弟のような愛を感じる作品でした。おたがいに相手を思
いやる気持ちがあらわれていて、最初から最後までずっと感動しました。兄弟だけじゃなく
て、出てくる人ほとんどが人を思いやっていて、本当に愛を感じる作品でした。
兄弟愛が書かれたステキな本でしたね。今はすざまじいケンカもする森家の三姉妹ですか、
兄弟、弟妹がいるありがたみをきっとあななちも実感する時が来るはずです。でもケンカも
姉妹がいるからできる事です。いっぱい、めいっぱいケンカしなさい！そんなふうに思いま
した。
今回は、涙空の上を読みました。中学生だと良くあこがれる恋のお話です。誰かを思って生
きる、誰かのために辛い選択をするというその人たちにとってはとても辛いのだろうけど誰
かを思うってステキだなと思いました。これからも周りの人出会えた人とのＪ期間を大切に
カリンとコリンのオムライスの店は、スプーン一つの古いおやしきのような店だったけど、
ミルクとナナがスプーン五つの店になるように洋服やお店のメニューなどを自分たちで作っ
てあげるところがとても優しいと思いました。はじめのころ、カリンとコリンは面倒くさい
気持ちで働いていたけどミルクとナナのおかげで親切になったり笑顔で働けるようになった
のがとても良かったです。最後にはスプーン五つの店とアネッサからみとめられのでミルク
とナナはすごいと思いました。

736

なんでも魔女商会
あんびるや
北村山 冨本小 にっこりおいしい大作
すこ
戦

737

北村山 葉山中 新島八重と幕末

由良弥生

捨てられたネコとホームレスのおっちゃんが寄り添いあいながら暮らしている実際のお話で
す。ペットブームで犬猫をはじめ様々な動物が飼われていますが、その反面捨てられ被害に
遭っている動物たちもいます。命は小さくても大切なもの、人と動物でも心が通じ互いが大
切な存在であることを温かく描かれています。猫を飼っている分心に強く感じました。

738

北村山 葉山中 新島八重と幕末

739

東田川 立川小 にじいろのさかな

740

東田川 立川小 にじいろのさかな

741

北村山 葉山中 虹色ほたる

川口雅幸

742

北村山 葉山中 西の魔女が死んだ

梨木香歩

743

北村山 葉山中 西の魔女が死んだ

梨木香歩

この本を読んで、キャストの人たちがゲストの人への心遣いにとても心が温まったし、とて
も感動しました。あと、ゲストの質問にも聞かれたことに答えるだけでなくそれにプラスし
て得することも教えてくれていたというのは、すごいなあと思いました。

744

北村山 鶴子小 二日月

いとうみく

杏には、障がいを持った妹が生まれました。お母さんが妹にかかりきりになり、杏はさみし
い思いをします。ぼくにもやんちゃな弟がいるので少し気持ちがわかります。

岡田淳

小学生の頃に読んだこの本を久しぶりに読んでみました。確かこの本と出合ったのは主人公
と同じ小学６年生の時。あの時は自分が主人公になったつもりでワクワクしながら読んだ覚
えがあります。あれから二十数年主人公より１０年上の娘、主人公と同じ立場ならどう行動
しただろうどんな考えを持つのだろうと、親目線で読めたのがまた違った意味で楽しめまし
た。憧れは誰にでもあります。でも、自分らしさも大切にしてほしいと思いました。
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北村山 葉山中 二分間の冒険

由良弥生

自信が持てずにいたカリンとコリン。服を変えたり店の模様替えをしたりと少しの工夫で自
信が持て笑顔で接客できるようになりました。自信のないことや苦手なことでも自分や友達
の何気ない言葉や働きかけで克服できたりすると思います。その辺を自分に置き換え気づき
になってくれたらと思いまた。
生まれて３か月で捨てられた「ミーコ」と、同じく捨てられた「たまさん」とその２匹を
拾った「おっちゃん」のお話です。心が温かくなるお話です。でも、ある日大きな台風が来
てバラバラになってしまいます。みんなは再開しますがたまさんが亡くなってしまいます。
ミーコとおっちゃんもそれぞれ別々の道を歩むことになり、またバラバラになってしまいま
す。悲しくもとてもいいお話です。

くらやみにえらいたこがいてびっくりしました。大きかったのですごいと思いました。
自分の大切な体の一部を人にあげるのはとても勇気のあることだと思う。ただ、一人ぼっち
も寂しい。一人では生きていけないことを実感した。
少年ユタが1970年代の田舎の村にタイムスリップして、ケンゾーやさえ子との夏休みの物
語です。家族との絆、友情の大切さ、生きる意味等、本当にたくさんのことを教えてもらい
ました。何度読んでも飽きないストーリーです。ラストも感動の結末です。ぜひ読んでみて
下さい。
ある日、トラクターにはねられたと思い込んだショックでぽっくり逝ってしまった佐藤和真
という少年が女神アクアの勧めで異世界で生き返りアクアとほかの仲間たちと過ごす異世界
コメディです。カズマの周りの仲間たちが全然役立たずなところで、もう笑えてしまいま
す。もう、ファンタジー感ブチ壊しだけれどたまにカズマが仲間のことを大切にしているよ
うなシーンもあっていいです。魔王の幹部のデュラハンを相手にした時もデデュラハンの頭
を奪ってみんなでサッカーをしていたりして、とても面白いサイコーでした。

この物語はわずか二分間の間にいろいろな出来事が起こります。退屈な時の時間は長く、夢
中になって遊んでいる時間はあっという間に感じます。子どもと大人の時間の流れ方もこの
伸びたり縮んだりする時間の感じ方と一緒なのかもしれません。ページをめくるたびにワク
ワクドキドキする空想の世界に引き込まれます。これがたった二分間?と読み終わってから
不思議な気持ちになります。大人が読んでも楽しめる本です。親子で読み合いどんな風に受
け止めたのか話し合うのも面白いと思います。
１５歳という思春期の少年少女のもつさわやかさ、残酷さ、友情、孤独など、いろいろな面
から懐かしい昔のことが思い起こされました。このストーリーの合唱部は元々女子だけだっ
たところに東京から来た代理の顧問の美しく若い先生が入ってくることにより、男子が入部
してきて、一緒にＮコンを目指すようになる。子どものころ代理の先生が教室に入ってくる
とき感じたワクワク感など、何十年も前のことが思い出された話でした。
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天童東
山口小 二分間の冒険
村山

岡田淳

747

北村山 葉山中 日本男児

長友佑都

748

西置賜 小国小

日本ふしぎ大発見ミス
山口直樹
テリー探検

この本を開いてすぐ右に、著者への質問が書いてあり読んでみたら、見ることや著者が体験
したことがあって興味をもちました。子ダリのへー時を見ると、日本のＵＭＡやＵＦＯの場
所がありました。この本を見て１６ページから２２ページまで写真があって、ぼくは「こう
いう物が世界でみつかっているんだなー」と思って、いつかさがしてみたいと思いました。

749

西置賜 小国小

日本ふしぎ大発見ミス
山口直樹
テリー探検

自分が子どもの頃「本当にいるのかな？」とワクワクしていたこともあったすばです。しか
し、今、気がつくと「いないよ！」「いるわれないじゃん！」と言っている自分がいます。
目をキラキラさせ、真剣な顔をしている息子がうらやましいです。いつか著者の山口さんの
ように大人になってもワクワクしている大人になって欲しいと思います。
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北村山 葉山中 ニングル

倉本聰

751

天童東
山口小 ねこのピート
村山

エリック・
リトウィン

752

北村山 冨本小

ねずみくんのたんじょ
うび
ねずみくんのたんじょ
北村山 冨本小
うび

なかえよし
を
なかえよし
を
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東置賜 大塚小 ねずみ小僧六世

星新一

755

西置賜 小国小 ねずみのいもほり

山下明生

756

東置賜 大塚小

ねずみの騎士デスペ
ロー物語

ケイト・
ディカミロ

757

酒田飽
泉小
海

ノーベル

文月鉄朗

753

わたしがかつて子供だった頃、いつかわたしに子どもができて、少し厚い本も読めるように
なったら、必ず勧めたいと思っていたのがこの本です。大自然の中で生きていく人間と、小
さな人間みたいなニングルの不思議なお話。生きていくうえで知っておいてほしいことがい
くつも書いてあります。同じ本の内容を共有できるって幸せなことだと思います。
私がこの本をえらんだ理由は歌に合わせて本が読めるところです。ピートは大切なボタンが
なくなっても泣かずに前向きに歌います。そこが心に残りました。妹やお母さんとうたいな
がら楽しく読める本です。
ネズミ君のたんじょうびのぷれぜんとのために、ねみちゃんがみんなとちからをあわせてつ
つむことができてよかったです。
最初は、なかなか一緒に本を読むことができなかったけど、何回か声掛けしていくうちに、
お母さんのそばにきて、一緒に本を読むことができました。
この本はいろいろな話があって、うちゅう人が出てきたりします。話の最後には、予想しな
かった結末が出てきます。話がいっぱいあるので最後まであきないで読めます。何回読んで
もおもしろいです。
この本でおとうさんがスコップをみんなのぶん作るというところろがおもしろいし思いま
す。そのスコップがいろんな所でやくだっていて、そういうことを思いつく７つごたちやお
とうさんがすごくかしこいなぁと思いました。おっちょこちょいなねずみもいておもしろ
かったです。
この本は、デスベローというハツカネズミのでてくる本です。この本をよむと勇気や自信が
出てきます。デスペローは地下ろうに入ったけどピー姫をたすけたから勇気のあるネズミで
す。だからこの帆を親子で読んで学校、仕事をデスペローのように勇気をもってあきらめな
いでやれると思います。だから親と読んでみたいです。
ノーベルはみずからかやくを作り、あきらめずにがんばりました。体が弱くても休まず作り
つづけ、人々をしあわせにしました。けっこんもできなくてひとりだったのに、けんきゅう
をつづけていてかならずあきらめない人なんだと思いました。
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酒田飽
泉小
海
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西置賜 小国小 野口英世

760

北村山 冨本小

761

ノーベル

文月鉄朗

野さいからそだてるカ
まきふみえ
レー
野さいからそだてるカ
北村山 冨本小
まきふみえ
レー

762

北村山 冨本小

のっぺらぼうのおじさ
相馬公平
ん
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北村山 冨本小

のっぺらぼうのおじさ
相馬公平
ん
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西置賜 小国小

マーテイ
のねずみタイニィのだ
ン・ウォデ
いぼうけん
ル
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西置賜 小国小

マーテイ
のねずみタイニィのだ
ン・ウォデ
いぼうけん
ル

766

東置賜 大塚小 のぶなが

すぎたとお
る

767

北村山 葉山中 呪う本

緑川聖司
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北村山 葉山中 呪う本

緑川聖司

769

西置賜 小国小

のろのろひつじとせか はちかい
せかひつじ
みみ

770

北村山 葉山中

ハイキュー！ショーセ
古舘春一
ツバン

771

北村山 葉山中

ハキちゃんの「はっ
ぴょうします」

772

米沢

南原小 ばけねこ

藤田晋一
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米沢

南原小 ばけねこ

藤田晋一

774

北村山 葉山中 バケモノの子

細田守
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北村山 葉山中 バケモノの子

細田守

776

最上

777

酒田飽
黒森小 はじめてのキャンプ
海

はやしあき
こ

778

北村山 葉山中 はじめてのキャンプ

林明子

779

米沢

南原小 はじめてのゆうき

相馬公平
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米沢

南原小 はじめてのゆうき

相馬公平

781

北村山 葉山中 走れメロス
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北村山 冨本小 バッタにスイッチ
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北村山 冨本小 バッタにスイッチ

784

米沢

本合海
はじめてのおつかい
小

南原小 バッテリー

つちだのぶ
こ

筒井頼子

太宰治
アリ・ス
パークス
アリ・ス
パークス
あさのあつ
こ

世界的にも有名なノーベルですが、実は何となくしか人物像を知りませんでした。今回娘に
「この人すごいからママ絶対読んで」と強くすすめられ読んでみました。なんとむくわれな
いじんせいだったのかとあ然としました。それでも人類の進歩のためにあきらめないノーベ
ルの人生。彼は自分の死後も人類が発展していくようにと、財産を使うよう遺書を残しまし
た。今でも毎年ノーベル賞は世界中の注目の的ですが、私たち人類は幸福になるための発展
をとげることができているのでしょうか。改めて考えさせられました。
人々のためにいろいろな研究をして、自分が調べていた黄熱病という病気にかかってしまっ
て、野口英世は、亡くなってしまったけど、野口英世のようにこれからの人たちや今の人が
人のためにいろいろなことをしてほしいです。また、この本は野口英世の人生を書かれた本
です。
これはわかいおとなにもやくだつ本です。カレーのつくりかたや、やさいはどのような時に
しゅうかくすればおいしく食べれるかということがかいてあるからです。
カレーを作るために、野菜がそだつところから解説してありました。玉ねぎの食べるところ
が葉なのは知っていましたが、くきも中にあることにびっくりしました。
とおるという主人公はとても勇気のある人物です。わけはのっぺらぼうのおじさんに顔を書
いてあげたからです。作者の相馬公平さんは、ファンタジーを書くのがとても上手でした。
こわそうな本だなぁと思ったけれども、読んでみたらとてもいい本でした。
こわいのが大嫌いな人がまさかこの本を選ぶとは思っていませんでした。内容が読みやす
かったのか早く読み終えた様です。のっぺらぼうのおじさんに顔を書いてあげたのがとても
印象に残り楽しく読みました。
しらないものは、やっぱりこわいなとおもいました。ものしりなおねえちゃんがいてうらや
ましいな、ぼくも、おにいちゃんでもおねぇちゃんでもいいからほしいなとおもいました。
タイニィみたいにいっぱいぼうけんしたいな。
寝る前に毎日うとんの中で読み聞かせをしています。今回は句点ごとに交代して読みまし
た。読み終わった後には必ず本の話になります。「麦畑でもタイニィにとってはだいぼうけ
んなんだね。はじめてみるしらないものってこわいよね。昊はみたことないものってなんだ
ろうね？なまことか？」などと言いながら、なまこの説明をしてとても会話が盛り上がり、
子どもとの大切な時間を共有できたと感じました。
のぶなががぶじころされないでてんかとういつしたかと、のぶなががどういうひとだかで
す。
青い帽子と服を着ているのが「ぐり」赤い帽子と服を着ているのが「ぐら」という二匹の双
子の野ネズミの話で、よく小さいころから読んでいました。二匹が見つけた大きな卵から、
大きなカステラを作るシーンは今でも忘れられません。心がほっこりするお話です。
わたしは、アオハライドを読みました。マンガももちろん面白いのですが、小説は詳しく書
いてあるので、ほんといいと思います。双葉と洸が、だんだん結ばれていくところがはっき
りわかるのでみんなにも読んでもらいたいです。
私は、この本の中で「青いマフラー」と「いとこ」の話が好きです。「青いマフラー」の中
ではせかせかひつじが自分の毛を切って毛糸にして青くそめて、長いマフラーを作ってのろ
のろひつじにマフラーをプレゼントしたとこがおもしろかったです
主人公の小久保は、仲間とともに蕪木毬子をいじめていた。いじめの一つとして、くじを入
れそれを引かせる。ある日、蕪木に告白する」というくじを引いてしまう。それを蕪木は
ずっと信じている。学校でのいじめをもとにした話で、面白くも怖い話でした。長い本では
ありますがぜひ親と読んでみたいと思います。
ハキちゃんの「はっぴょうします」を読んでゆみおかくんが石を見せたとたん「おお
おっー」てなってわたしもさわってみたいと思いました。
ぼくは、この本を読んでねこがこわくなりました。くろねこがばけねこになっておとのさま
をころそうとしたからです。ばけねこにならないようにぼくもねこにやさしくしたいとおも
います。
親子でこの「ばけねこ」という本を読みました。内容は、妖怪の本なので夏にぴったりの本
でした。なかなか親子で読書をする時間が少なくなっていく中で、息子が興味のある本を一
緒に読むことができてとてもいい時間を過ごせたと思います。面白いか本から本に興味を
持ってもらい沢山の本をこれから読んでほしいなと思いました。
このお話は、ある一人の男の人に起こったことです。彼は小説家でした。その時家にずっと
あっていなかった幼なじみがきて、幼なじみの彼と一緒に過ごしていました。だんだん夢を
たくさん見て夢と現実の堺が分からなくなって幼なじみを家から追い出してしまいました。
それから数日実家にもどると、その幼なじみはもう前に死んだといわれてかなしんでいたの
で、２度も幼なじみの手を離して彼は悲しそうで辛そうでした。
一回読んだことがあったけどやっぱり不思議で面白かった。笑い、感動がつまっていて、楽
しい小説になっている。
この本は５才の女の子がはじめておつかいに出かけるというお話しです。何度読んでも女の
子のドキドキする気持ちが伝わってきて、読むたびに子どもたちもひきつけられて真剣に聞
いてくれます。娘も弟がいるので、この本の主人公が弟のための牛乳を買いに行くという気
持ちもわかるのかなぁと思います。いつまでも読み続けたい絵本です。
小さな女の子がはじめてキャンプに行き、いろいろな体験をするお話でした。柚那も、今年
初めてキャンプに行き、その時の話を聞きながら読み進めました。大きな子が多くの場面で
めんどうをみてくれて、楽しく過ごしたようでした。柚菜も楽しくて、また行きたいと言っ
ていました。今度は大きな子の立場になって楽しくすごせればいいなと思いました。
なほちゃんの一生けんめいに大きくなろう、大きい子についていこうとする姿が良かったで
す。なほちゃんは、泣いていたけれど一人でおしっこも行けたから一人前になったはなしで
した。
ぼくは、「はじめてのゆうき」を読んでとしおは、勇気はないと思います。なぜかというと
学校でずっとなかまはずれにされているのにずと本音を言わないでがまんしているからで
す。意外だったことはとしおが「やめて」といったところです。
おとうさんが大好きなとしおが、クラスのみんなから仲間外れやいじめを受けていること
を、大好きなお父さんに言えずにうそをつき、日々生活し心の中で葛藤しながらもやっぱり
大好きなお父さんからちょっとだけ勇気をもらって、クラスの中で大声で叫ぶ場面は、子を
持つ親の一人として心をふるわせ目頭が熱くなりしばらく治まりませんでした。最後の場
面、大好きなお父さんとお風呂に入って一日のことを話すとしお、私自身も子どもといつま
でもこんな親子でいられたらなあと思いました
仕事が大事で家族をほっといていた父親がある日母親を事故で亡くしてしまった。母親が自
分のことをどう思っていたのか真実を突き止めるため、親戚や知り合いに話を聞きに行く。
母親が自分のことを嫌っていると思っていたのにとても大事にしてくれていたことに気づき
後悔する。心に残るとても良い話でした。
学校で１，２かんをよんだけれど、３かんではいろんな発明をしていて楽しかったです。
今回は３巻だけ読んだけどこの本を読むと発明家になれそうでおもしろかったです。
「そうだ、本気になれよ。本気でむかってこい。子どもだとか小学生だとか中学生だとか、
関係ないこと全部すてておれの球だけみろよ」自分の子どもも野球をやっているのでこんな
感じで夢中になってほしいと思いました。
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映画「ネバーエンディングストーリー」の原作です。パッとしない少年が一冊の本と出会い
ファンタジーの世界にどんどん引き込まれていくお話です。読んでいると自分も主人公に
なったような気になる本、今がいまいちでも未来の可能性は無限だと感じられる一冊です。
この本を読んで心に残ったところは、ともこがはな子をひろったところです。なざかという
と、公園のかだんにうずくまっているところをひろってあげたところがやさしいなと思った
からです。もう一つ心に残ったところは、はなこが事故で死んじゃった後におかあさんがと
も子のためにおともだちからまっくろのねこをもらってきたところです。ともこをよろ子ば
せるためにもらってきたからやさしいなとおもったからです。
二人で泣きながら読みました。感想文と絵を描くときも泣きながら書いていました。この本
に出てくる女の子のように、やさしい子見育ってほしいと思いました。
はなこは車にひかれてしんだのでかわいそうだとおもいました。おかあさんとおとうとがお
ともだちのいえからもらってきたトニーしいうねこもかわいかったです。
不本意な別れ方をしてしまったペットへの後悔の気持ち・・何匹か動物を飼ったことのある
方は経験があると思います。ほんの小さな女の子が抱える後悔の気持ちが本当にいじらし
く、私も自分の飼い猫との別れを思い出し、すごく共感してしまい涙なしには読めませんで
した。ペットを飼っている方、過去にペットと悲しい別れをしてしまった方には是非読んで
ほしい本です。
つらいことをがまんしたり、自分のことよりも他人のことを思ってしんぼうすることが書か
れている本です。だれかにほめられることはなくても、やさしい行いをしている人をはげま
してくれる本です。心の中にきれいな花がたくさんさきますように。
四歳からみそ汁を作っていてすごいとおもいました。かあさんがしんでしまってかわいそう
だとおもいました。わたしもおかあさんのおてつだいをしたいです。
乳がんを患い母親は死を覚悟し、四歳の娘にみそ汁の作り方を教えていくという物語です。
病気になり家族で食生活を変え、味噌は自家製でそれを毎朝作るのが娘であるはなちゃんの
仕事です。健康で生きる力を身に着けることそして、強くたくましく生きていけるようにそ
の助けをしてあげたい、そんな思いがたくさんｔｙ待っています。このような状況で私は何
福島の女性はかくも強かった。武士の誠を尽くし幕末と朝廷の間で翻弄された会津藩で女性
ながら断髪、男装、銃を片手に戦った八重さん。女性ながら男性と同様に戦う姿が今の時代
の女性と相通じるものがあると思います。
「はなちゃんのみそ汁」を読んで、はなちゃんはわたしよりちいさいのに、朝早くおきてお
みそしるをつくるなんてすごいと思いました。おかあさんがびょうきになってすごくかわい
そうだけど、おかあさんがはなちゃんとおとうさんのためにおみそしるのつくりかたを教え
てくれたのでさびしくてもがんばってこれたのだと思いました。
病と闘いながら子どもを産み育てそして、子どもが小さいうちにこの世に残し先立つ母親の
思いは計り知れません。そんな安武家には「本気の食育」があり、我が子が家庭の味を受け
継ぎ生きるために食べることと気づかされました。我が家でもこの本を読んでから、一緒に
台所に立つ時間が増えました。
亡き母千恵さんに教わったみそ汁を毎日作るはなちゃん。本当に感動して涙があふれてきま
した。お父さんと花ちゃんがこれからも支え合いながら笑顔で頑張って生きていってほしい
おかあさんが死んでしまったけれど、その前に、みそしるの作り方をおしえてもらってその
ことが分かって作っているのですごいと思いました。ぼくもおかあさんの手つだいをしたい
です。
最初に私がこの本を読んで思ったのは、千恵さんと同じ状況になった時、子どもたちに何を
伝えてあげられるかという事です。毎日不可欠な食。みそ汁を教える事に決めた千恵さんは
すごい方だなとおもいました。毎日の当たり前な事がなかなか考えつかないことだと思いま
した。子どもたちがこれからも健やかに育ってくれることを願い、私もはなちゃんのよう
に、当たり前だけれど、思いやりのいっぱいつまったお味噌汁を作り続けていこうと思いま
す。
ぼくは、将棋が好きなので羽生さんの本を何度か読んだことがありました。でも、羽生さん
本人については「七冠王」ということしか知らなかったので、読んでみました。プロ棋士と
して圧倒的な力を持つ羽生さんも小さいころから努力してきたんだなと感じました。ぼく
も、勉強や部活でこれから継続して努力できるようにしたいです。
おもしろかったです。これからもほんをたくさんよみたいです。
バムとケロの他にたくさんのお友達が登場するので、読むたびに子どもと新しい発見ができ
る楽しい一冊です。
この話は最初、「本当の幸せって何だと思いますか？」という言葉から始まります。そこか
らでもいのちの大切さを訴えたいのだと感じました。４４歳の瞳さんは激しい抗がん剤の副
作用があり、どんなに苦しくても弱音を吐かずに周囲に明るくふるまえる精神力がすごいと
思いました。普段なんとなく生きていることが本当の幸せということを感じました。
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ハリーが2人の仲間とともに賢者の石を捜しに行きます。ロン、ハーマイオニーと賢者の石
にたどり着くまでの試練を乗り越えていく3人の勇気が僕もほしいです。この「勇気」で
チャレンジ挑戦を胸にがんばりたいです。そしてぼくも、好奇心旺盛でハリーと似ているの
で、勇気、好奇心で頑張っていきたいです。

804

北村山 葉山中

ハリーポッター賢者の Ｊ・Ｋ・
石
ローリング

又吉さんと同じ所Ｋ業の「お笑芸人」という題材を選びそのリアルな環境を描いた作品で、
一番心に残った言葉は「生きている限りバッドエンドはない。僕たちはまだ途中だ」という
言葉です。僕がやっている陸上に関しても言える言葉だと思い心に残りました。
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この話はとてもおもしろいです。なんど読んでもあきなくて自分だったらと予想がたくさん
でてきます。じゅもんにあたるとどんなことが起きるのかが楽しみでわくわくします。いや
なじゅもんが多いけれど訳にたつじゅもんもでてきい、うれしかったり悲しかったりしてき
ます。てきがたおれたりやられるとうれしくなり、仲間がたおれたりやられると悲しくなっ
てしまう話です。
シリーズ全作を映像、本で何度か見ていますが、その度に、ハラハラドキドキさせられま
す。先の展開も覚えてしまっている部分があるので「それはダメ！」と言ったり呪文を言っ
たりしたくなります。もし、自分や家族が魔法使いだったら、楽しいのか大変なのか想像も
つきませんが、夢があるお話で良いと思います。
ハリーポッターが第３８章でかがみをツカイシリウスブラックとはなすのにしっぱいしてか
がみよりいい考えを思いつきニックにあいにいって話をしたけれど知り得巣にあうことがで
きなくなってしまってもどろうとしたときルーナにあっていろいろ感じょうがまたもどって
きたのがいいと思いました。
かえるはふゆのあいだつちのなかでねむっていたことをしりました。はるになったらちょう
ちょさんとかたつむりさんがうれしそうでした。
蛙は卵からふ化するけれど、土のなかで冬眠もすることを思い出させてくれました。春は蛙
や他の虫たちが目を覚まし、暖かい春を喜んでいるが、その反面、ヘビに命をねらわれる棄
権もあるという事を、やさといタッチの絵と言葉で表現されていて分かりやすい絵本でし
た。
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おなかの仲野どうぶつがとてもおもしろいです。
親子で読むととってもあたたかい気持ちになれます。小学生になるとなかなか言うことが少
なくなる「うまれてきてくれてありがとう」しいうことばをたくさん伝えることができま
す。
かみしばいの発表会で、ひょんな事からぶたになった子がいて、校長先生までもがぶたにな
る事を嫌だと言わずに何だかおもしろかった。最後のそおっとゴキブリが本から逃げていっ
たのは、人によってはいろいろ想像できておもしろい。子どもが読むにはおもしろい本だと
思う。
私が小学生の時に読んだ本です。主人公は毎日日記を書いています。ある日お母さんに見ら
れてしまいお母さんをぎゃふんと言わせてやろうとでたらめな日記を書くことにします。そ
のでたらめな日記が本当になってしまいます。どんどん内容がエスカレートしていく様子が
面白いので読んでみてください。久しぶりに読んで懐かしく思いました。
いつも頑張っていた猫。１００万回生き抜いたねこ、いつもいばっていたねこが、メスのノ
ラ猫と出会いずっと一緒だった猫の話です。
第五小学校にサッカーが大好きで学校が大嫌いな小学生の前に熱血教師が現れ、その人の気
持ちが変わり、だんだん学校が面白くなっていくという話です。子どもから慕われる先生
と、反発される先生がでてくる。現実にするといない感じがする。ストーリーの中ではうま
くいかないことがたくさんありそれと、逆に現実味があっていいです。
あるいえにお母さんネズミと四匹の子ネズミがひっそりと住んでいます。しかし、この子ネ
ズミの四番目が「やかましやのヤカちゃん」と呼ばれています。とても声が大きいのです。
家主に気づかれないようにひっそりとくらしていなければならないのに。読んでいくとく
この本はよしのり先生が、いつの通り学校の先生をしていたときの出来事で、両目を失明し
てしまった。このことが原因で家族の物をこわしたよしのり先生。それと同時に教師の夢を
失った。でも、あきらめずに盲導犬といっしょに歩く、登るを練習したよしのり先生は、つ
いに教師になることができた。ぼくはこれが奇跡だと思っている。だからこの本を家族で読
みたいと思っている。
ぼくはこの本を読んで荒井淑則先生はとても立ぱだと思いました。３４さいで全盲になって
しまったけれどあきらめずに中学校の教師になってすごいと思いました。ぼくも荒井淑則先
生のようにあきらめずに最後までがんばる人になりたいです。
子どもにすすめられてこの本を読みましたがとても感動しました。私も介護の仕事をしてい
るので、失明等については少し勉強してきたので大変さが分かります。しかも、中途失明で
その後教師に復帰するとはとても努力が必要だと思います。先生の努力はすばらしいと思い
ます。私ももう少し、何かわかりませんが、日々がんばって生活していこうと思いました。
子とお母さんとのﾒｰﾙのやり取りで笑える文章を集めた本です。一見ギャグ本に見えますが私
には親子のきずなや愛情を感じました。離れていても母からのﾒｰﾙを見るとホッとすると思い
ます。もし、寂しくなったらそのメールを見て元気が出てくると思います。絆とと愛情が詰
まった本なので一緒に読みたいです。
「世界から猫が消えたなら」・・猫をいろいろなものに置き換えてみたらどうだろうか。自
分の命と引き換えに消していいものは・主人公と一緒に考えることで自分が本当に大切にし
ているものは何かに気づかされる。自分の寿命と引き換えにしたって、消していいものなん
てない。誰かから何かを奪って生き延びることが幸せだと思えない。本当の幸せとはなに
か、考えることができた一冊でした。一冊の本を読んで共感できることに子供の成長を感じ
ました。ぜひ親子で読んでみることをおすすめします。
天皇陛下の心臓手術の執刀医の本です。エリートコースで出世したのではなく、数々の挫折
をしながら今日の地位を築いたことが印象深いです。彼の「ピンチはチャンスの始まり」と
いう言葉や「頭がいいから医者になりたいわけでなく医師となり命ぎりぎりのところで働き
たい」という言葉には医師としての宿命を感じずにはいられません。壁にぶつかったときに
ぜひ読んでほしいです。
猿に似ているもの、魚に似ているもの、宇宙人に似ているものなど、自分自身知らない生物
ばかりでビックリします。内容はとても興味深くとても不思議な生物ばかりでとてもひやっ
として今の季節にはピッタリの本だと思います。
とても話題になった本なので、何回でも読めるものです。内容もとてもよくぜひ子どもたち
にも、難しいかもしれませんが読んでほしいです。
種がないと思ったのにカレーライスからたねがでてきて大きいしょうろで水をかけておどる
ところがおもしついです。カレーライスにたねがあるとおもわなかったのでびっくりしまし
た。
悪いことをしたら黒いコインがきもちつうちょうに入り百個たまると、いい心が消えてしま
います。やさしくしたいと思ってもなかなかできないけど、勇気を出せばやさしくできてい
たので、勇気を出すのは大切だと改めて思いました。
「ジャリーン」から「チャリーン」へ。勇気を出して色々挑戦してみる。自分から出来るこ
とからやってみる。華澄さんは、ジャリーン？チャリーン？銀色のコイン、いっぱいになる
ようにね。
悪いことをすれば黒コインいいことをすれば銀コインがつうちょうにはいっておもしろい。
ゆう太くんが一度は黒いコインがたまったけど考えを直して銀コインをためようと思い直し
たところがえらいと思う。ぼくも銀コインを集められるようにしたいです。
自分の気持ちをコインに例えて、どんどん銀行にたまっていくのがとても分かりやすく、子
どもに読んでほしいと思いました。銀コインは善い行いもですが、「チャレンジ」「ゆう
き」でもたまっていくきます。「後ろ向き」「いくじなし」で黒コインをためずにぜひ銀コ
インをためていってほしいものです。よい行いは「チャレンジ」「ゆうき」も必要なのでど
んどんたまりますね。恥ずかしがらずに「自信」をもって行動して心にコインをためていこ
うね。
この本は戦争のお話で、戦争中はおいしいものを食べられなく、今は食べたいものをいろい
ろ食べれて幸せだなと思いました。戦争中は大変でつらかったんだなとあらためて感じまし
た。
８５と同じ
凜としたツルの群れ。百羽もの大群をたばねるリーダーの品格。言葉はさほど多くない絵本
ですが感じ取れる情景はとても大きい本です。自分も過酷な状況の中、仲間を決してみすて
ずリードする姿を、子どもにぜひとも読んであげたいと思います。
こうすけくんたちがびゅんびゅんごまをまわせるようになるまで、あきらめずにやったこ
と。校長先生がくさぶえをふけるように練習をして一周関してもふけないところで物語は終
わっています。その後が気になる絵本です。お母さんと一緒に読んでそのあと話したりする
のが楽しい一冊です。
見ていてとても楽しいです。親子で「この絵おもしろいね」など声を掛け合ってもいいと思
います。知らない絵画なども出てくるので新しい発見にもなります。独特な美術品もたくさ
ん出てくるのでぜひ読み合いたいなと思います。
ぼくは、小さな手袋を読みました。２年生の教科書にありました。感想はシホさんが雑木林
にいかなくなってもいつか来ると信じていたり、２か月もかけて手袋を編んだりしたのに、
会えないのは悲しいと思いました。
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塩井小 ひろしまのピカ

山口樹々

天才だけど誰とも協調することができない琢磨。練習熱心だけどトラウマがあって他人を信
用できない駆。プレースタイルも違う二人がダブルスを組むことになり、喧嘩と練習を重ね
徐々に成長し、絆を深めていくテニス物語。大切なものは何か、胸を熱くさせてくれる一冊
です。
この本ではたくさんの事件が起きます。その事件を、ミルキー杉山や石頭けいぶがかいけつ
していくお話です。話の途中には、回答へんがあり、皆さんが予想もしていなかった答えが
あります。とてもおもしろいのでぜひ読んでみてください。
私は、いままで戦争の怖さなどあまり知りませんでした。そしてひろしまのピカを読んで戦
争の怖さがたくさんわかりました。ママにも見てもらいたいです。
ピロがイヌをたすけてあげてそしてそのイヌのかいぬしが「つれていってもいいよ」といっ
たらピロがうれしそうにしていてよかった。しょうぼうたいとはたらいていてすごくピロは
うれしいと思いました。昼路のイヌはヌイグルミだけどたすけたイヌはほんもののイヌだっ
たのでピロはうれしかったと思います。
最初はぬいぐるみのイヌに動けと行ったり、エサをあげたりして淋しい話かと思ったけれ
ど、消防隊に何とか入れてもらって、子犬を助けるために、小さな窓から他の退院が止める
のをきかずに、いてもたってもいられず助けに入っていったピロはすごいと思った。そして
飼い主さんから子犬をゆずってもらったピロはとてもうれしそうでよかったです。
二もが一人前になりたくて、でもお父さんはとても子供が心配で二人の気持ちはバラバラ。
近くにいると相手の良さが見えなくなるものです。離れ離れになってやっとお互いの大切さ
に気付く。大変な時を乗り越えれば余計に大切さに気付く心温まるお話です。親子でぜひ読
みたいです。
フィーフィーは子だくさんのきもったまかあさんです。フィーフィーは毎日三回子どもたち
をならばせてリストを見ながら子どもたちをたしかめます。全員で１２人の子どもたちをせ
わしています。１２人の中で一人はおぶってせわをしています。１２人分のお皿やコップな
どをあらったり、１２人分のふくを洗います。フィーフィーはやすむひまがなかったので大
変だなあと思いました。
フィーフィーは子だくさんのきもったまかあさんです。フィーフィーは毎日三回子どもたち
をならばせてリストを見ながら子どもたちをたしかめます。全員で１２人の子どもたちをせ
わしています。１２人の中で一人はおぶってせわをしています。１２人分のお皿やコップな
どをあらったり、１２人分のふくを洗います。フィーフィーはやすむひまがなかったので大
変だなあと思いました。、１２人の子どもを育てているのが大変でした。子どもがお母さん
のチーズホイホイを５０箱食べて旅行をさせようという気持ちがすごいですね。私の子ども
いつかしてほしいです。
木に引っかかった風船をみんなで力を合わせてとるお話です。一人の力ではできないことで
も、「みんなで力を合わせればなんでもできるんだよ」ということを教えてくれるお話で
す。

エミリー・
ロッダ

何年か前に図書館で表紙のかわいい本を見つけました。ジェシーという女の子が妖精の国で
大活躍するおはなしです。いろんな妖精に出会い事件を解決してはブレスレッドの飾りがふ
えていきます。絵もとてもステキです。妖精の国を頭の中で想像して読んでほしいです。

北村山 冨本小 ふしぎなおみせ
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さいしよにとけいのおみせでした。中は本やさんでした。かばんのおみせの中はようふくや
さんでした。ことりさんのきりかぶの中はクレープやさんでした。かめさんのうみのおみせ
の中はあくせさりーやさんです。よんでみてすてきなおみせがあってすごかったです。
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この本は買ったときからの本人のお気に入りで、これまで何度も読みました。絵がとてもか
わいくて空想の世界に連れて行ってくれます。お気に入りの本があることは、友だちがいる
ことと同じくらい大事なことです。これからも大切にしてほしいです。
ぼくが心に残ったところはノダちゃんがベッドの下でねていたところです。理由はしきぶと
んもあるのにどうしてそこでねないのかなとおもいました。つめたいものを飲むと聞いたら
飲むと言いながらベッドのかどにぶつけてしまいました。
サキちゃんとノダちゃんの不思議な出会い。雨の日にまっくろずくしのノダちゃんに会って
やさしくしてあげた咲ちゃん。そんな出会いができるといいなあと思ってこの本を選びまし
た。
サキちゃんという女の子が係のしごちとをおえて帰り道を歩く時にノダちゃんというこがか
さにあながあいていないていました。ノダちゃんは、服もぼふしも黒、おまけにマントも黒
で十字かがきらいなのです。わたしはこの本をよんでノダちゃんはきゅう血きかなぁと思い
ました。あと本当の名前がロムニア・クルトゥシカラーチ・パハナッシュ１７せいで、永居
ともいました。
昨年と違ったより物語性のある本を選んだ子どもに成長を感じました。内容も吸血鬼と思わ
れるノダちゃんと普通の女の子のサキちゃんの日常の生活から徐々に友情を深めていく様が
ほほえましく思います。最後に二人並んで各々のかさをさして帰り道を帰る様子は、本当に
もしふろしきつづみを見つけたらどうするだろう。ぼくもあけて見たいと思いながらおかあ
さんと読みました。おとなの人がみんなでそうだんしているところもおもしろくて、どきど
きしました。はこのなかみはたからものやおべんとうしゃなくてトンボだったのもびっくり
しました。
題名から気になる不思議な本。つつみの中には何が入ってるんだろうと、どんどん気にな
り、あけたくてたまらない気持ちになりました。子どもと話をして、もし見つけたらどうす
る？という話をして、頭の中で共に想像してみる時間が心地よかったです。最後の結末も弟
が病気のお兄ちゃんに送ったオニヤンマだと分かり、こころあたたまるお話しだと思いまし
た。また、子どものかんがえを聞けるいい機会となりました。
東京第一銀行事務部調査役についた相馬健は、事務処理に問題を抱える支店に独り「臨店指
導」する彼に念願の部下がつけられるというとてもうれしい出来事だった。でもそこにやっ
てきたのは、狂咲こと花咲舞だった。でもこれはスーパー女子行員だった。でもこの人と相
馬健がさまざまなトラブルを解決に導きとてもすごかったなと思った。
小説だから解決できるミステリーがドキドキしながら読むことができました。
「やられたからって仕返しすると、ずっと仕返しのくりかえしだ」「人の悪口を言うたびに
自分の心に傷が増えてしまうよ」など。子どもたちに伝えたい「ブッダの教え」を普段の生
活にどのように取り入れたらよいか子どもにもわかる優しい言葉で紹介しています。「おう
ちの方へ」というコーナーもあり、しつけや心の教育にどう生かしていくかアドバイスもあ
ります。「本当に大事なことって何だろう」と自問自答しながら心を育て何歳になっても何
度でも繰り返し読んでほしい 冊です
集団で生活していくうえで大切な他人への思いやりやかかわり方、生きていくうえで大切な
自分への思いやりや自身のとらえ方、物事も考え方が書いてあります。当たり前のことが分
かりやすい文字で書いてあり、自分自身を振り返る良い機会になります。
ふしぎなおばあさんと男の子のふしぎなお話しです。ゆめなのか現実なのか？男の子はとま
どいますが、そのふしぎな終わり方と、絵の雰囲気がなつかしい子どもの頃に読んだお話し
です。
ガブが頭をぽこぽこたたいている。その時メイが「わたしがごちそうに見えたんでしょ」と
言ってガブが食べると思ってしんぱいしました。ガブがさいごにちからをふりしぼってオオ
カミたちのむれにおそいかかったのがすごいと思いました。

オオカミのガブとひつじのメイの友だちに対する思いがよく伝わってきて良い話でした。そ
の思いがありながらも、ガブはメイの事をごたそうと思ったりと、おもしろい表現があった
り楽しく読めました。この本を通じて友だちのたいせつさや、人に対する思いを感じて欲し
い一冊です。
おばあちゃんがかっているこうさぎのおかあさんが死んで、おばあちゃんが月におはあさん
はいるといったから、こうさぎはブランコにのって月までトンでいこうと考えて、でも死ん
だからあえないので、こうさきばかわいそうだと思いました。でも、ブランコの大好きなみ
のりとこうさきで、いっしよにのって楽しそうだったのでよかったです。
うさぎさんのお母さんが死んでしまったけど、いつかあえると思い、毎日学校のブランコに
乗って高くとび月まで行く努力をしていたんですね。もう死んでしまえば土になってしまい
二度と会えなくなってしまいます。おばあちゃんとみのりちゃんの心あたたまる物語でした
ね。
さるのしっぽがちぎれて木からおちて頭のかわがむけたところがかわいそうでした。でも、
さるのしっぽがみじかくてかおが赤くなったのは、そのときからのことという文はおもしろ
かったです。
家にも「ふるやのもり」の絵本があるのですが、家にあるものと読み比べをしてみたいと子
どもが選んでくれました。今回借りてきた本の方が厚くて、後半も家にある本に付け加えら
れた内容で、とても読み応えがあり、おもしろかったです。２年生にもなると自分で読める
ので、なかなか読み聞かせをする機会がなかったのですが、今回久しぶりに読み聞かせがで
きて楽しかったです。
この本を選んだ理由は、私がブンダバーのシリーズか好きで、お母さんと私がねこが大好き
だからです。この本は、ブンダバーという主人公のしゃべれるねことその友だちのお話で
す。ブンダバーの住んでいる町のボスねこがぎっくり腰になって、ブンダバーたちがボスね
こがわりになり、次々に事件を解決していくおもしろいお話なので、いっしょに読みたいと
思いました。
兄を亡くした主人公のヒロが、兄が最後に作った「ベイマックス」と友情が深まっていくの
がおもしろかったです。初めは、仲が悪かったりけんかしたりしたいたけど、ベイマックス
はヒロを優しくしているのがおもしろいです。
幼少期にしょう紅熱を発症した後遺症で視覚聴覚を失い、一人暗闇の中で生きていた少女に
アンサリバンという家庭教師が光を見つけさせ人生を取り戻す話。どんなに不備でも周囲の
助けと努力、やさしさ（時にきびしさも）など「ＷＡＴＥＲ」にたどりつくまでの苦労とそ
れからの二人三脚での努力。今の子どもたちは小さな失敗を恐れ立ち直ることができない、
努力をしないということが多いので伝えたい。
ヘレン・ケラーはぼくが思うにはすごい人だと思います。生まれたときは目も耳も普通の人
と一緒だったけど一歳と七か月の時に病気にかかってしまい、ものすごい熱が出ました。何
日かたったある日やっとヘレンの熱が下がりました。しかし、ヘレンが起き上がると目と耳
が悪くなっていました。それからいろいろあって、サリバン先生と会ってヘレンの人生が変
わったと思います。それから長年月がすぎてヘレンはラドクリフ女子大学に合格したので
す そんなへれんの人生を書いた 冊です
３姉妹で一番上の姉が友人から誕生日会によばれたのですが、母から妹もつれて行ってと言
われ、その後誕生日会に呼ばれなくなってしまいました。妹も大きくなり誕生日会によばれ
妹の妹も一緒に行かなくてはいけなくなり、妹が妹に同じ思いをさせたくない、母を説得す
る姉の気持ちに感動しました。妹思いの姉、皆さんもぜひ読んでみてください。
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海

あきやまた
だし

ページをめくっていくとことばがへんしんしていって面白いから大好きです。

871

米沢

あきやま
ただし

あることばがちがうものにへんしんするまで、なんどもくりかえしてよむとよりたのしくよ
めます。ぼくのおきにいりはきんしょうからしょうきんへへんしんするところです。
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東田川 立川小 冒険！発見！大迷路
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西村山
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北村山 葉山中 ぼくだけしってる
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北村山 葉山中 僕たちの仕事は応援団

我武者羅應
援團
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西置賜 小国小

ブンダバーとにゃん
にゃんにゃん

くぼしまり
お

南原小 ヘレン・ケラー

南原小 へんしんマンザイ

南原小

へんしんマンザイレス あきやまた
トラン
だし

子どもはこの本が大好きで何回も読みました。同じ内容で分かっているけど何度いっても面
白うようです。言葉遊びなので、親がお客さんの部分を子供がお店の人を読み楽しみまし
た。子どもなりにいろいろな言葉を言い換えて子ども同士で遊んでいました。返信シリーズ
もあるのでたくさん子どもと読んで楽しみたいと思います。
めいろがむずかしくてさがすのもむずかしくてやっとさがしました。とてもやさしいおおか
みさんでした。ケガをしたクマのために毎日毎日木の実を届けてあげるおおかみに感動しま
した。
迷路や探し物など子どもと一緒に遊んだり見つけたり体験できる本でしたのでとても楽しめ
ました。色々な指令をクリアしていく盛りだくさんの内容で最近のお気に入りのようです。

ほうれんそうマンのよ
原ゆたか
うかいがっこう

寒河江 ぼくがラーメンをたべ
長谷川義史
綾南中 ているとき

ぼくのパパはおおおと カール・ノ
こ
ラック

ほうれんそうマンとゾロリが学校でしょうぶのところがおもしろかった。
ホームヘルパー犬を育てるための十二ケ条とは、犬を愛すること、きびしさを教えること、
犬と信頼関係をもつこと、これらのことはわたしたち人間が生きていくうえで同じようにと
ても大切で必要なことだと思いました。ホームヘルパー犬は、指示された物を持ってくるこ
とから手先の細かい介助動作など、実に様々なお手伝いをしてくれます。一歩進んだ誰もが
もてるセラピー犬それがホームヘルパー犬です。
ホームヘルパーの仕事をしている私も、本の中に出てくるホームヘルパー犬も信頼関係を持
つことが大切だということが同じだと読んでいて思いました。人も犬もお互いに信頼関係を
もち生活を送っているミルキーのように娘にも温かい心を持った人間になってほしいと思い
ました。
私はこの本を読んで驚いたことはお母さんが言った言葉で「お医者さんにあるけなくなるか
もしれないって言われたらしいけど大村の病院でがんばってリハビリしてるって聞いたよ」
のところです。読んだ感想は仙ちゃんがケガをしてがんばってけがをのりこえてルイに教え
たことがすごいと思いました。わけは、ホームランを打ったことがないルイはその仙ちゃん
から教えてもらってまだけがもしてリハビリもしているのに無理をして教えているんだと
思ったからです。その二人の会話が多くてとても面白いし、悲しい場面もあるけどぜひ本屋
さんに行って手に取って買って読んでみてください
本の中に入り込んだように読んでいてすごいと思いました。友達から教えてもらって学ぶこ
とがあることを覚えたと思います。
「子ども生きてた、死んでなかった」読み語りを終えて控室に戻ってきたときのメンバーの
声です。小学校で読み語りのボランティアをしています。そのメンバーの一人が「この本を
読むのだけど最後に子どもが倒れてしまう。辛い」と言っていたのですが、読み終え裏表紙
を見せていたら子どもたちから「立っている」「生きてる」「よかった死んでない」と教え
られたとのことでした。彼女も「うれしかった」絵本は裏表紙も見せて下さいと言われまし
たがあらためて感じさせてくれた本でした。娘にもその話をしたら中学校の読み語りで読ん
だそうです。
私は、この三国志を三年になてから読み始め今となっては、三国志の世界に入り込んでしま
うことがあります。それだけこの三国志が面白いことですのでみんなにも読んでもらいたい
最初にこのタイトルを見たときは、なんだか怖そうだなと思いました。ですが、内容は全然
違い全部読んだ後ではタイトルの感じ方が変わりました。１日１日を大切に生きようと思い
ました。何回も読んでいるお気に入りの本です。
このほんわよんでもっとパパがすきになりました。もっといっしょにあそびたくなりまし
た。わたのしパパは、やさしくて、つよくて、とってもかっこいいです。
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山口小 ぼくらの
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一緒に読み返して、娘の目にどのようにパパがうつっているのかが知ることができました。
この本を娘が読む時は、パパの帰りが遅く、パパの帰りが待ち遠しいのではと、母になりそ
う思いながら読んでいる姿を見ております。
日本とＡ国との戦争の中人質としてテロリストにつかまった賢一と友人の光太郎が総理大臣
に見殺しにされ上空から無人島に落とされた。助かるために光太郎のパラシュートを開きた
かったがテロリストによって殺されてしまった光太郎の仇をとるためにテロリストと総理へ
の復讐を抱く。最初のパラシュートを開いた時と最後のパラシュートを開く気持ちが変化し
ていく。
妹とお兄ちゃんの二人だけの留守番。いないお化けが二人には見えてしまいだんだんお化け
と遊んだり夢のような本当のような不思議なような、お兄ちゃんがお母さんの代わりにな
り、妹を心配させないように頑張っているお兄ちゃんの気持ちに温かくなりました。
この題名を見て、夜なのにピクニック？と疑問に思いました。この夜のピクニックという本
は題名から疑問に思わせるように内容も少し不思議でワクワクするのかな・と思い読んでみ
ストレスのたまる現代社会で、この本を読むと自信がつくのではないかと以前からとても気
になっている本です。いつか娘と読んでみたいと思います。
この本は四人の一人ひとりの立場から話を進めてくれていたので、それぞれがどう考えて、
どう行動したのかがわかってすっきりする話だった。私はこの本を読んで友情の大切さを改
めて学ぶことができた。
空、柊、深雪、杏は仲良し四人組。それぞれに個性があり、悩みがあり、お互いに支え合い
助け合い姿がとても素晴らしいと思った。そして、捨て犬をそれぞれ拾って育てる中で、人
間が犬を助けているようで実は人間が犬に助けられ成長している。動物を飼うのもいいかも
と思った。

バイト

わたしは「ぼくらの 危バイト作戦」で話すところが大きくすごく面白い本だと思いました。

バイト

私が子どものころに映画で見た「僕らの七日間戦争」を思い出し懐かしく感じました。
宗田理

あらすじは、英治たちもそつぎょうの時期になった。だが、先公たちはそつぎょう式でなに
かやらかすと思いけいかいしている。そんな時、出所してきたルミの父がゆくえをくらま
し・・・というお話です。このシリーズは人間関係を深くほりさげていて共感する不文もあ
りました。とてもおもしろかったです。

宗田理

やんちゃな中学生たちが大人社会の悪に立ち向かう勇敢さがたのもしく感じました。謝恩会
で三十人の男子教師たちが丸刈りになる場面、卒業式での仰げば尊しの替え歌も楽しかっ
た。みんなの進む道はそれぞれ違うけど、絶対また集まってこんなことやろう！と握手し合
うシーンがまさに青春って感じで良かった。こんな中学生活を送れたら楽しいだろうなぁ。
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海
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酒田飽
田沢小 ボタンちゃん
海

小川洋子

ボタンホールからはずれて落ちてしまったボタンちゃん。コロコロ転がっていくうちにアン
ナちゃんの小さいときに使っていた忘れられて泣いているガラガラに会い、とても悲しく思
いましたが、ボタンちゃんが「自分で涙をふけるようになったのは、赤ちゃんのアンナちゃ
んをいっぱい笑わせてあげたあなたのおかげ」という言葉に私もいやされました。

小川洋子

小さなころに使っていた物がいつの間にか使わなくなり少し寂しく思う気持ちと、こんなに
大きくなったんだ成長したなあとうれしくなる気持ちを感じられる一冊です。読んだ後に
ほっこりしました。この本をきっかけに娘にも私が大事にしていた「思い出の箱」を見せる
ことができました。娘の使ったおもちゃ、お気に入りの服、まだ殴り書きだったころの絵。
子どもと何度も読み返したくなる本です。
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鶴岡

ぼくらの最終戦争

ぼくらの最終戦争

大山小 ボタンちゃん

ヒーローとはいつも人気者。しかし、その裏側とは、№１ヒーロー「オールマイト」にあこ
がれる少年緑谷は、小さいときにネットで見た何千人も助けるオールマイトを見て、№１
ヒーローを目指す。しかし、人にはそれぞれ「個性」というものがそなわっているのが常識
だった。緑谷はめずらしい無個性だった・・。
３人の中年のおやじが夜回りパトロールをした。泥棒や悪いことをする人たちを力を合わせ
て捕まえるというお話です。３人のおやじは、子どもの時からのの親友同士。いざというと
き団結しそれぞれの得意分野を生かして悪者を捕まえます。正義がかつというところもス
カッとするし、大人になっても友達との友情を大事にしている３人のおやじたちがとても
かっこいいです。
まだ中学生なのにヤクザをやっつけたり、犯人をつきとめたりしているときの、大人たちと
闘うところが「大丈夫かな」と思ったりしてハラハラしました。ぼくは主人公の英治やその
仲間のようにすいりして犯人を考えたりするのがおもしろかったです。仲間の特長をいかし
て犯人をつかまえていたところが、英治たちはかしこいと思いました。
８０年代から長く続いて、その後も装丁を変えて現代の子どもたちがハラハラドキドキさせ
られる「ぼくらシリーズ」の２作目です。小学生が読むには少しドキッとさせられてしまう
内容ですが、子ども目線で読むと「あくどい大人をギャフンといわせる子ども」達の姿は愉
快です。地上げ、孤独老人ていった社会の闇を中学生が未熟ながらも大人以上に達者な頭で
教訓くさくなく解決してしまうのですから、矢と菜目線で読んでも、考えさせられるところ
が多いお話でした。
主人公碧李は長距離の選手だったが、一度レースで負けただけで走らなくなるがチームメー
トの支えもあり再びスタートラインに立とうとするお話。この本を読み自分も同じようなこ
とがありいまだにトラックに立つのは怖いけど主人公みたいに弱い心に負けない志をもって
またトラックに立ちたいと思いました。
ぜひ読んで欲しいと思う一冊です。
かぞくみんなでお出かけする時、ほげちゃんがおるすばんをすることになりま、おいていか
れたとたんおりだしたところがびっくりしました。ぬいぐるみにも、いのちがありわたしも
だいじにしようと思いました。
家族の一員としてかわいがられていたぬいぐねみのほげちゃん。ある日お出かけに連れて
行ってもらえずおいてきぼり・・ゆるキャラのほげちゃんが突然ドッカーンと爆発する展開
にはあ然となりましたが、娘と共に大笑い！読書を通して笑顔になれる作品です。娘にもい
つも一緒のぬいぐるみがありますが、より一層かわいがる姿、大切にする気持ちが見られる
ようになりました。
自分の意志を貫きとおした一生をおくった細川ガラシャをもっと知りたいし知ってほしいか
らです
せんそうでおおくの人がなくなて、もうせんそうはよくないと思います。
蛍の墓は、戦争を知らない子どもたちに戦争をすることによっての苦しみや悲しみ、そし
て、そんな中でも楽しさを捜し生きていく姿というものを教えてくれる作品だと思います。
自殺をする人が多い世の中、生きることの大切さを教えているようにも思いました。私たち
はとても恵まれているということに改めて実感させられたように思います。
ボタンちゃんが転がってすき間に入って、そして、ガラガラと会ったからガラガラが泣いて
いてかわいそうだったけどボタンちゃんがガラガラをえがおにする言葉をいっているところ
がよかった。
小さなときに使っていたこのは、大きくなると使わなくなり忘れられていきます。でも、一
つ一つに大切な思い出があるということが良いことだと思いました。
ボタンちゃんは糸が切れてしまったのでおちてしまったけれど、ガラガラやよだれかけが
ホッキョクグマのぬいぐるみをなぐさめたのがよかったです。
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小さなころに使っていた物がいつの間にか使わなくなり少し寂しく思う気持ちと、こんなに
大きくなったんだ成長したなあとうれしくなる気持ちを感じられる一冊です。読んだ後に
ほっこりしました。この本をきっかけに娘にも私が大事にしていた「思い出の箱」を見せる
ことができました。娘の使ったおもちゃ、お気に入りの服、まだ殴り書きだったころの絵。
子どもと何度も読み返したくなる本です。
ある日、ボタンがとれて転がっていきました。アンナちゃんがちいさいときあそんでもらっ
たガラガラやよだれかけホッキョクグマのぬいぐるみたちがさみしそうにしていました。ボ
タンちゃんがなぐさめてくれました。アンナちゃんが大きくなってボタンちゃんもおもいで
のはこのなかにしまわれました。
小さいときに大事にしていたものを、子どもたちはだんだん忘れていくものですね。親の立
場だとそれをいつまでも覚えていて、こういう本を読むとなんだか懐かしくもあり寂しくも
ありものを大事にする心を持ち続けてほしいと思うと同時にいろんなものや人に支えられて
大きくなっていくんだなあと思いました。
個性的な登場人物が描かれていて、山あらしと坊ちゃんで、「うらなり」から「マドンナ」
をうばったり、坊ちゃんが大嫌いなうそをついたりした教頭（赤シャツ）をやっつけていっ
て、愉快な話でしたが、感動したのでとても興味深く読めました。そして、坊ちゃんは数学
の先生でありながらも、生徒に嘘はいけないことなどを教えていきますます感動しました。
息子に勧められ数十年ぶりに坊ちゃんを読み返しました。内容もすでにわすれていただけに
改めてこんな終わり方だったんだと驚きを覚えました。勧善懲悪に徹しない、多少不満の残
る感じがしましたが、むしろ、この方が現実なのだと思いました。「天網恢恢疎にして漏ら
さず」と思えないことも多々あるとおもいますが、息子にはたとえ損をしても、馬鹿にされ
ても真っすぐに正直に生きてほしいと改めて思いました。
いろいろな動物のことが書いてあって、改めて動物たちの大切さや重要さに気付くような本
です。
まえによんだときおもしろかったのでおかあさんとよみたいとおもいました。たたかうとき
がおもしろいです。
代詞が吹き出しになっていたり、かぎかっこの上に話している人の絵が描いてあったりし
て、誰が話しているのかわかりやすくなっているのが、工夫されていると思いました。ス
トーリーも面白くて、楽しく読むことができました。
ほねほねザウルスはいっぱいよんでいるので、いろいろなものがでているのを見ているので
いろいろなほねほねザウルスがいておもしろいです。いっぱい見てきていちばんおもしろ
かったところは、たたかうシーンです。とくにおおきいのをたおすときがいちばんだいすき
です。これからもいろいろな本を見てみたいです。
息子が借りてくる「ほねほねザウルス」シリーズは、私もいつも楽しみにして読み聞かせを
していました。今回のお話は主人公ベビーのお父さんが氷の中に閉じこめられてしまい、友
だちと一緒に助けに行くというものでした。バイキングに昔から伝わるアイスハンマーをほ
ねほね大魔神から取り返すために仲間と協力し合い、友情に胸が熱くなり、ちょっとギャグ
もあった笑ったり、あっという間に読み終えました。息子と一緒に別世界を冒険できてとて
も楽しかったです。
テレビで志茂田景樹がこの本の読み聞かせをしていて、最初はボーッと見ていたのが、だん
だん夢中で見て最後は泣いてしまいました。近くの本屋さんには置いていなかったので諦め
たのですが、未だにもう一度読みたいと思うので、今度ネットで購入して一緒に読みたいで
す。
さいごにおしろとたたかってかったことが一ばんおもしろかったです。
るねまえにこの本を読みました。さいしょのところは、わたしが読んで、さいごのところを
お母さんが読んでくれました。わたしがいいなと思ったところは、お母さんがねずみがベ
リーなどをとりに行くと、そのページにベリーのなまえなどがのっていて、すごくおもしろ
かったです。こんどはお父さんにも読んであげたいと思います。
「ママー読んでー」と久しぶりに本を持ってきた娘。早めに布団に入ったからでしょうか。
そういえば最近ぜんぜん本を読んであげてないなぁと思いつつ眠さに負けそうになっている
と「じゃあ私が読んであげるね」と長くて細かい字の絵本を上手に読んで聞かせてくれまし
た。とっても気持ちがよかった。そして半分読んだところで交代。いつも以上に気持ちを込
めて読みました。かわいくて細かい所もとても楽しい素敵な本でしたる
まず表紙の美しい蓮の花の絵に心奪われました。主人公の莉子は、親への反抗心が芽生えた
ものの、亡くなった祖父の家で過ごすうち家族の大切さに気付いていきます。私自身も親に
は素直になれなかった言葉遣いや態度をしてしまった子どもの頃を思い出しました。
親子でＢ型だし面白いです。自分や相手に当てはまることを見つけて笑えたりします。自分
のことや相手のことをよく知れておもしろくて、仲良くなれる一冊だと思います。実際に読
んでみて、「愛理これでしょ」と会話も生まれ「親子で読み合いたい一冊」にぴったりだと
思います。
まほうのツリーハウスで過去の世界に行けるマジックツリーハウスでジャックとアニーが旅
をするお話です。この話はジャックとアニーがパーティーによばれ自分の身近に天才がいた
ということを知ってびっくりしたりして、とても楽しく読めました。
マジックツリーハウスを読んで、そもそもマジックツリーハウスとは何?から始まる。魔法
の木の上の小屋でジャックとアニーがタイムスリップをしてミッションをクリアする物語ら
しい。ドラえもんでいうタイムマシン的なものかな？今回は、１７６２年の宮廷で開かれる
パーティーへいき天才を見つけ助けるお話。ジャックとアニーがいろいろな人たちと出会い
最後に天才が身近な人だったといった最後まで楽しく読める本でした。
巨大ダコと海の神秘を読んで、ぼくは、巨大なミズダコと戦って最後は巨大ダコが海のぬし
と知って海に帰すのが面白かったです。マジックツリーハウスシリーズは楽しい冒険のお話
がたくさんあるので読んでもらいたいです。
ジブリ映画にもなっているお話です。本で読むとまた違ったおもしろさがあるのでおすすめ
です。
キキと黒ねこがでてくるお話で、おしゃれの自分を運ぶのお話で、コスモスのワンピースは
とてもきれいで女の子とキキとでとりあいになりました。女の子はキキにゆずりました。キ
キはうれしくてくりかえしあるきました。そこのふぶんが、私もそういうふぶんがあるなぁ
と思いました。
代表的な映画の作品。そのイメージで読み進めていましたが少し違いました。内容が似てい
る物の、キキと登場人物たちとの関わりを表している所が印象的でした。友達作りの上手な
娘がとても共感できたのではないのかな？と感じました。最後キキが配達業とおくすり屋さ
んとビジネス展開する所が意外すぎて笑えました。
主人公が、周りから差別されていたけど、人よりたくさん勉強して、困ったときに助けてあ
げたのでみんながだんだん差別しなくなっていくところがいいなと思いました。自分たちで
街を作っているというのも面白そうでした。差別されて自分に自信をなくしているところが
そういう気分のときあるから、わかるなと思ったけどこの人は生まれてからずっとそうだっ
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藤木稟

マチルダがおとうさんへのしかえしで、ぼうしを頭にくっつけて、少しはげ頭にしたところ
がスカッとしました。ミス・トランチブルがマチルダのすごいふしぎな力のおかげでミス・
ハニーは幸せにくらせるようになってよかったです。ミス・トランチブルは村から出て行っ
たのでほっとしました。最後は・ミス・ハニーとマチルダかいっしょにくらせるようになっ
てハッピーエンドだったのですごくうれしかったです。続きが知りたくなりました。
くすっと笑えるいたずらでも人を助ける優しさを持つマチルダ。楽しく読みました。一緒に
感想を話し合って意見を言いました。
この本の主人公のおじいちゃんが子どものころ、まずしくて日記がかえないのでマッチ箱に
その日の物などを入れておきました。一番心に残ったのが、人種差別でいやな思いをしたと
ころです。私はこの本を読んで人をさべつなどしないようにしたいと思い、している人がい
たら注意してあげようと思いました。
車いすから立ち上がれなかったうさぎさん。楽しい絵で立つことができてよかった。
病院の白い壁に絵があるだけでみんなの気持ちがほっこりホンワカになる話。思わずキツネ
さんもうさぎさんもみんなもよかったねと。
この本は、小学６年生の時に読み聞かせをしてもらったことがきっかけでよい本だなと思い
ました。濁点が濁点は必要ないと沼に落とされ「これでいいのだ。よかったのだ。」と自分
に言い聞かせたいたところ、「きほう」の三文字となり漂い始めました。濁点は慌てて
「ほ」にくっつき「きぼう」となりこの世を満たしたという話です。絶望の濁点はこのよう
に希望の濁点となるのがすごく良い場面です。
ぼくはこのじとうはんばいきをほしいと思った。なんでもでてきてほしいものがでてくるか
らぼくもほしいと思った。だけど、そんなにほしいものがかんたんに手に入らないと思いま
す。だから、ぼくは便器洋や運動などを努力してやっていきたいと思いました。
ボタンをおすだけで今必要な物を出してくれるじどうはんずいきだったのです。ぼくはお金
を入れないでも、出てきていいなぁと思いました。さいごの方にまほうのじどうはんばいき
がそらにとんでいってしまいました。でも、男の子が「あなたのみかた」とかいてあるのに
きずきうれしさうでした。
子どもに「おもしろいよ」とすすめられて読みました。大人も子どもにも夢野ようなはんば
いき。とても楽しく読みましたが、さいごはどうなるのだろうと少し心配しながら読み進め
ました。親として、本の中のおかあさんと同じく「じどうはんばいき」から卒業して欲しい
と思っていると、はんばいきは消えてしまうのです。ほっとしましたが、ほしいもの、必要
なものを出してくれるはんばいきがあったら嬉しいなとも思いました。
ほしいものが何でも出てきて、できないことが何でもできるようになって、夢のようなじど
うはんばいきだけど、ダメダメ人間になってしまいそうですね。最後には、ぼくのみかたに
なってよかったですね。ほしいものがなんでももらえて、何でもできるなんて、世の中そん
なに甘くはないと思います。苦労して努力することが大切だと思います。
主人公の女の子ジャレットは、トパーズ荘に６ぴきのネコたちとすんでいます。とパース荘
の魔法の庭でハーブを大切に育てているジャレットは魔法の庭にとくべつなお礼がしたいと
考えつきました。そこへはなれてくせすえんそうかのパパとママがかえってきます。でも、
ままにはにがてな曲がありうまくひくことができません。ところが、ジャレットが出会った
「ピアノの天才」というネズミたちと出会い、そのアドバイスによりママはすばらしいえん
そうができるようになります。また、そのえんそうを聞いた魔法の庭はよろこびジャレット
からの「とくべつなお礼」となるのです。私のおばあちゃんも畑で野菜や花を育てていま
す。どんな気持ちで育てているのかを考えるとおいしく育ってほしい思いだと感じました。
私もおばあちゃんの畑を手伝いたいと思います。
作者のあんびるやすこさんの本が好きなようでよく読んでいる姿を見ていましたが、親の私
が本を読むのは初めてで、同じ本を読むいい機会になりました。主人公のジャレットのよう
に生き物を大切にして、周りの人に優しい気持ちで接することができるときっと素敵な心が
もっと育つだろうなと思います。これからもたくさんの本を読んでほしいです。
コウモリ男がユカのお部屋の窓にとまって、コウモリ男の「ひさしぶり」と言われたけどユ
カはだれかわからなくて、コウモリ男がユカのおじいちゃんだったというところが面白かっ
たです。
おじいさんが亡くなって、一人で寂しく暮らしていたおばあさん。この魔法のはさみに出会
い髪を切ることにより前向きな気持ちになったのだと思います。人は一人では生きていけな
いと思います。これからルナおばあさんは昔のようにみんなと助け合い関わり合いながら泣
いたり笑ったりして幸せな人生を送ったと思います。私もこのハサミで髪を切って若返りた
いと思いました。
おもしろかった場面は、魔法のゆびの力で、ある一家がカモになってしまい木や草で巣を作
りねたという場面です。この場面はおもしろくて楽しい場面です。ほかにも先生がねこに
なってしまう場面などありました。ぜひ読んでみてほしいと思いました。
人間の身勝手さかおもしろく書かれていました。ちょっと恐い内容なのに、カモの描写がユ
ニークだったり、お父さんのたくましさが垣間見えたりするおかげで、最後はさわやかな感
じさえしました。子どもはどんな風に感じたのかなと想像しながら読むのも楽しかったで
す。
生きている間に見るものなんてみんな幻のようなものだ。それが、ひろむおじいさんの口
癖。まぼろし写真館は不思議な写真館だけど、残しておきたいものを撮ってもらうと心がほ
んわかします。
子どもには難しい死のテーマの本ですが、子どものことを大事に思う気持ち、愛しくてたま
らない気持ち、また、一生懸命に生きている事がどんなに幸せな事なのか気づかせてくれる
とてもすてきな本です。
ママがいなくなってもママがずっとそばでみているんだなぁと思いました。ぼくのママがい
なくなったらよるの１２じすぎににわといえのなかをすみずみまでさがしたいと思いまし
た。
一ページずつ交互に読みました。交通事故で突然ママが死んでしまうお話です。いつ死んで
もいいように、子どもたちに伝えたいことを全部伝えておくことは難しいことですが「子ど
も一人ひとりがそれぞれに大切な存在なんだよ」ということを分かってもらえるように、
日々接して行けたらと思います。
わたしの母と父がなくなり母と父のいまの気持ちがいまでもすごくわかる気がします。わた
しは、父と母がわらっているとわたしはとてもうれしいです。わたしはかぞく３人で力をあ
わせてどなんことでもあきらめずにがんばっていきます。
この本から私が感じたことは、亡くなった両親は、残された我々家族をいつも見守っている
のだということです。時々この先のことを考えると不安になることがあります。そんなとき
は両親の笑顔、そしていつも見守っていてくれているということを忘れず、この先の困難に
立ち向かっていきたいです。
私は全員が自分のやったことを後悔しているシーンが好きです。特に、メイのシーンが感動
しました。おばあちゃんをお金のかわりにつかってネックレスわ買います。メイは自分が昔
書いた絵を、おばあちゃんがずっともっていてくれたのに気づき後悔します。この本は煎ら
ないと思ったものでもなくなると悲しくなる、後悔することを教えてくれます。
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西置賜 小国小 真夜中の商店街
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北村山 葉山中
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960

藤木稟

フランクリ
まんがでわかる７つの ン・コウ
習慣
‘ィー・
ジャパン
フランクリ
まんがでわかる８つの ン・コウ
北村山 葉山中
習慣
‘ィー・
ジャパン
酒田飽
アンヌ・ク
田沢小 みずたまのたび
海
ロザ

みずたまがじぶんでうごくのかしりたい。
水は私たちの生活にかかせないので大切にしたいです。雨が降らないと水不足で飲めなくな
るので大変です。かたつむりも水が好きで、動きを見ていると楽しいですよ。皆さんも見て
みませんか？
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酒田飽
田沢小 みずたまのたび
海
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北村山 葉山中 未知動物の大百科
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酒田飽
泉小
海

ミッキー・ドナルド・
橘高弓枝
グーフィーの三銃士
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酒田飽
泉小
海

ミッキー・ドナルド・
橘高弓枝
グーフィーの三銃士
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北村山 冨本小

みなんがおしえてくれ
ごみたろう
ました

娘が読み聞かせをしてくれて、とても楽しい時間を過ごす事ができました。本の内容もおも
しろく、動物や虫に生きていくうえでの色々な事を教えてもらうという内容で「ゆいなは誰
に何を教えてもらいたい？」など話がふくらみました。また今度読み聞かせしてね。

966

東置賜 大塚小

スティーヴ
ミルクこぼしちゃだめ
ン・デイ
よ
ヴィーズ

ぺんだはミルクをこぼさなくてえらいです。すきなおまつりや、かわやきりんややまをと
おったときに、どりょくをしたぺんだはすごいなぁとおもいました。ぼくもぺんだのように
がんばります。

967

北村山 冨本小

みんながおしえてくれ
ごみたろう
ました

わたしはこのほんをよんで、いろいろなどうぶつやむしがでてきておんなのこがおしえても
らっていたのでおもしろかったです。わたしも、ねこにおしえてもらいたいです。
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山形

みんなパンダ

石井聖岳

「パンダ」とさけぶとみんながパンダになって、白黒になって楽しく遊ぶお話しです。雨に
ぬれてパンダからもとのすがたになって、またパンダになって雪がるお話しです。パンダに
なってまた遊べますように。
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東置賜 大塚小 むくどりのゆめ

浜田廣介

父と暮らすむくどりの子は、母を待ち続け幾度も母の帰りを父に問いかける。父は無言でう
なずく。このやりとりは切なく寂しくもあるが、父と子の愛も感じられ心が温かくなる。母
を知らないむくどりの子どもは、枯れ葉が風にゆれる音を母鳥の羽音に聞こえたのか、母の
夢を見た。父の子どもに対する思いと、帰らぬ母への思慕が伝わってくる。
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北村山 冨本小 むしをたべる草

伊地知英信

ハエトリグサは虫にはんのうして、はがとじるのはすごいなぁとおもいました。ねばねばし
たホウセンゴケは、人もくっつくのかなぁとおもいました。ぼくのおうちのちかくにいっぱ
いアリがいるからウツボカズラをうめたいなぁとおもいました。
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北村山 冨本小 むしをたべる草

伊地知英信

972

北村山 冨本小 ムッちゃんの詩

ながおまち
こ
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北村山 冨本小 ムッちゃんの詩

ながおまち
こ
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北村山 冨本小 名犬ラッシー

エリワ・ナ
イト
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北村山 冨本小 名犬ラッシー

エリワ・ナ
イト

976

北村山 葉山中
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西村山 左沢小 メガネをかけたら

くすのきし
げのり

978

西村山 左沢小 メガネをかけたら

くすのきし
げのり

クラスに１人だけ。自分だけがちがうって心配ですよね。母親としてその気持ちわかってい
ながらもさせなくてはいけないつらさ。全てを思っての先生のフォロー。この女の子のこれ
からは、きっとメガネをかけた時の経験によってゆたかなものになると思います。

979

北村山 冨本小 めくれた教室

長井るり子

一週間びょうきのふりをして、休んだあと学校に行ったら僕だけに見える女の子がいて、
「生きているのはあなたと私だけ」といったところが一番怖かったです。

980

北村山 冨本小 めくれた教室

長井るり子

がんばって読書をしていました。絵もしっかり特徴をとらえていてとても良かったです。
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西置賜 小国小

南小

アンヌ・ク
ロザ

夜中しか開店しない商店街では、商品を買うためにお金を使わない物々交換だが、普通の
物々交換ではなく、好感した物が目の前から一章消えるという不思議な条件だった。子ども
たちは、自分の嫌いなピーマンや塾を孤雲なの条件にして「どんな難問でも正解を書ける天
才のペン」や「月のペンダント」を手に入れた。嫌なことと便利なも物を交換したはずなの
に、何かが変だと気づき始めた。大切な物、大切なことは何か気付かせてくれるおもしろい
本でした。
相手との距離の縮め方を学ぶことができました。私が心に残った言葉は「１歩ずつ前へ」と
「いやな客なんて世の中にない」です。いろんなことを学びながらいろんな客と接していく
お話で、１歩ずつ前へ進んでいると思いました。私も、いろんな人と接していろんなことを
学びたいです。
これから大人になるまで、また、大人になってからもたくさんの人との出会いの中で特に意
識していくべきことがわかる本でした。自分をしっかり持ちつつ、相手のことも考える大切
さをいつまでも忘れないでほしいと思います。そして、１歩ずつ前へ進んでいってほしいで
す。とても勉強になる本でしたね。

金曜ロードショーで「バケモノの子」がやっていたので本も読もうと思った。最初は親子の
絆のような話かと思ったが、アクションなどもでてきてすごく面白かった。

名探偵コナン迷宮のク
水稀しま
ロスロード

めざせ！動物のお医者 きむらゆう
さん
いち

友だちであり、銃士の仲間であるミッキーが悪者につかまりとても危険な目にあっていた。
それがおそろしい場所でなやみまよっても助けに乗り込んでいった勇気と友情「みんなは一
人のために」という言葉か心に残った。
私の大好きなミッキーがドナルドやグーフィーと三銃士になって活躍する物語で、親しみを
持って読むことができました。悪者が本当に悪いやつで命を狙われたりドキドキの連続でし
たが、仲間で力を合わせて解決し、それぞれが幸せをつかんでハッピーエンドで本当に良
かったです。いつまでもお幸せに。

虫を食べる植物があることは聞いたことがありましたが、こんなに何種類もあるとは、初め
て知りました。はやとは虫や植物にとても興味があり、この本を何度も何度も読み返してい
たのが印象的でした。
この本は、せんそう中の横はまにすんでいたムっちゃん、山下むつ子さんの話です。空しゅ
うでおかあさんと弟をなくしいとこのいる大分へ行くことになります。そんなある日、ムっ
ちゃんがけっかくになってしまい、「ぼうくうごう」のなかでしんでしまいました。せんそ
うはすごくたいへんですごくかなしいと思いました。
「空襲ってなに？」「防空壕ってなに？」という将太の質問を受け、改めて戦争体験に記憶
の風化を感じました。私たちがもっともっと戦争の悲しさ虚しさ大変さを子供たちに伝えて
いく責任があることを気づかせてくれた悲しくも素敵な本でした。
この本には犬の性質・生き方がえがかれています。犬と人間はことばはつうじなくても、心
はつうじあっているとわかりました。そして、犬の飼い主への愛にしても感動しました。こ
の本は犬の飼い主のきずなの強さを教えてくれました。ラッシーはジョーのことを覚えてい
ました。そして、苦労して帰ってきたのです。犬と飼い主はとても強いきずなでむすばれて
いるんだ！ととてもかんしんしました。
ラッシーの冒険の行程は人生そのも。「人はこれほどの困難にぶつかった時、簡単にあきら
めてしまうけれど、犬は絶対にあきらめない」という一文があった。困難の先には喜びがあ
めことと、困難を乗りこえることは自分を成長させ、時にはその姿を見た者をも成長させる
という事を読み取ってもらいたい。
京都の山能寺にやってきたコナンたちは源氏蛍は有名な仏像を盗んだ盗賊団のメンバーが５
人殺害される事件を解決していく話
わたしはメガネがすきです。そのわけは、メガネをかけるとちがうじぶんみたいになるから
です。この女の子の気持ちはすこしわかりません。でもわたしもかふんしょうでかけたと
き、メガネをかけるのがいやな女の子とおなじ気持ちでした。女の子にこう言ってあげたい
です「なれてくるとだいじょうぶだよ」

若宮先生が翔太くんのねこのノンピーをすばやく見て氏刷りをわたしてくれたところがすご
く印象に残って、理由は翔太くんも獣医になりたい気持ちが物語からすごく感じたからで
す。若宮先生の犬が三日間もご飯を食べなくて、それで死んでしまって、若宮先生がどんな
に悲しかったか、ぼくもそうぞうしてなみだがでそうになりました。
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西置賜 小国小

めざせ！動物のお医者 きむらゆう
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いち
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酒田飽
泉小
海

めだか
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北村山 葉山中 目の見えない犬ダン

大西伝一郎
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北村山 葉山中 目の見えない犬ダン

大西伝一郎
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北村山 葉山中 目の見えない犬ダン

大西伝一郎

いわまつた
かし

動物病院で出会った先生と翔太くんの経験は「命の大切さや意味」を考えるよい機会になっ
たと思います。相手の気持ちになって考え、かわいそうで涙がでそうになったと思えたこと
はよい経験ができたと思います。
おかあさんがどんどんよんでくれたので、めだかのことがよくわかりました。おかあさんが
びっくりしながらほんをよんだとき、ぼくもびっくりしました。まいにちいろんなほんをよ
んでもらいたいです。
ペットでも人間と同じ生き物なのに、段ボールに入れて捨てる人がいて悲しい気持ちになり
ました。拾われたダンは目が見えません。子どもたちがせわをしようとしたら大人たちに反
対されました。その時「盲導犬は人間を助けるのに目の見えない犬を人間は助けないの
か。」と子どもたちが言いました。その言葉がとても心に残りました。」小さな命でも大切
にし守っていきたいです。ダンは目が見えなくともたくましくいきていて私にも勇気をくれ
る本だなあ思いました。
女性で、男性に交じって鉄砲をもって戦争に行った強い人。戦争後、戊辰戦争後、国の教育
の発展のために新島さんと結婚し、協力して日本の教育のために力を尽くした。八重さんと
新島さんは、京都の同志社大学の設立をした。
ＴＶやニュースで家族で飼われていたペットが捨てられて野生化し増殖している話などをよ
く目にします。この本は、命の尊さを感じさせてくれる本で、目の見えない捨て犬を子供と
大人が協力してお世話をしていくお話です。心の温まるシーンが多くありまた、ダンの力強
い生命力が勇気と希望をくれる本でした。

田中六大

この本は、本当のお話で、ドロップが子ねこのときに車にひかれて死んでしまうかもしれな
かったけど、つぐみちゃんがひろってくれたおかげで、ドロップが元気に育つお話です。私
が一番心に残ったところは、しゅじゅつしたあとのことです。目が見えないのに、高い段差
を登ったりジャンプしたりしてまるで目が見えるような行動をとるところで、ネコは頭がい
いなと思ったし、つぐみちゃんの家にいる４匹のネコも助けてくれたからそこまで生きのび
たし、ドロップも生命力があったから今でも元気に暮らしているんだなあと思った。

田中六大

家でも猫を飼っているので、飼い主のつぐみの気持ちに寄り添って本を読むことができまし
た。内気だった女の子がネコ（生き物）をなりました。通してお互いに成長していく姿が良
かったです。我が家もネコの存在が今は大きく、なくてはならない存在に
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酒田飽
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エマ・チェ
天童東
メルローズとクロック
スター・ク
山口小
村山
ともだちっていいな
ラーク

違うところを誉め合い、言い合いとても良い本でした。友達ってこうでなくっちゃと改めて
考えさせてくれる本でした。とてもおすすめの本です。親子で読み合いたいＴ一冊でした。
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エマ・チェ
天童東
メルローズとクロック
山口小
スター・ク
村山
ともだちっていいな
ラーク

きみみたいになんでもできたないいな。がすごくなかよしそうでいいとおおいます。きみ
は、ぼくがこまっているときたすけてくれる。がきょうりょくしていいなとおもいます。ぼ
くも、きみみたいにうたがうまかったらなって、なかよしだなとおもいます。
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メンタリストｄａｉｇ
北村山 葉山中 ｏの心を強くする３０ Ｄａｉｇｏ
０の言葉
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北村山 冨本小 面倒だからしよう

渡辺和子

997

北村山 冨本小 面倒だからしよう

渡辺和子

おおかみおとこと人間の女性との間に生まれたおおかみこどもの雨と雪の姉弟の成長の中で
の悩みや自立すること、自分の将来を考えたときの葛藤、それを見守る母親の気持ちを感じ
ることのできる作品だと思います。
この本は和子さんが教師の頃「面倒くさいことを一所懸命にする」ということをクラスの目
的にしてしまいました。ある小テストの日、和子さんはある男子の行動を目にしました。そ
の男子は一たん席を立ち教室にもどろうとしていました。かずこさんはふしぎに思いました
か、そのだんしは消しゴムのかすをかたずけていました。和子さんは佐野時のクラスの目的
が一つかなったことがうれしかったそうです。私も面倒くさくても、そのことをしっかり
やっていきたいと思いました。
面倒と思うことをするという事は簡単なことではありません。でも、面同士思うことを自ら
すすんで行うことで、自分も周りの人も幸せになれると思います。面倒なこでもきちんと行
い成長していきましょう。
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米沢

塩井小 盲導犬不合格物語

沢田俊子
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米沢

塩井小 盲導犬不合格物語

沢田俊子

沢田俊子
沢田俊子
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西村山 左沢小 もぐらバス
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米沢

南原小 もぐらバス

佐藤雅彦
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米沢

南原小 もぐらバス

佐藤雅彦

1004

酒田飽
黒森小 モチモチの木
海

斎藤隆介

この本は僕が読んできた中で一番感動するお話です。なぜかというと一人の女の子が目の見
えない子猫ドロップの命をたいせつにしてくれているからです。
この本は、主人公の大変内気な女の子が、目の不自由な捨て猫を拾うことから始まります。
ネコが一生懸命生きようとする姿を通して女の子も勇気づけられ次第にたくましく成長して
いきます。小さな命の大切さそして、子どもの心の成長仲間への思いやり、考えさせられる
お話です。
私は眼の見えないねこどろっぷのようなねこがすてられていたら「助けてあげよう」「直し
てあげよう」という気持ちにはつぐみほどの思いはないと思います。つぐみはお父さんを亡
くしていて、亡くなる少し前まで「大丈夫すぐ治る」といっていたのに亡くなってしまいま
した。どろっぷも最初は安楽死というせんたくがあるほどひどい状態でした。て゜もつぐみ
は生きる事とを信じてどろっぷをたすけてあげたのだと思いました。
はずかしがりやのつぐみは目の見えないどろっぷを拾ってきた事で「自分がなんとか元気に
なるようにしてあげよう」という責任感がお父さんが急死してしまった悲しみから前向きな
気持ちに変わるきっかけとなったのではないでしょうか。何かのきっかけから観が羽方が変
わったりするものです。つぐみのように。

盲導犬になれないのは、訓練中に病気が見つかった犬だけだと思っていました。でも、無駄
ほえなど、ちょっとしたことで不合格犬になってしまうということが分かって驚きました。
盲導犬になるにはとてもきびしいテストがあり不合格の犬も決してダメ犬なわけではなく、
犬それぞれの性格に合ったいろいろな場所で活躍していることを知り、犬も人間も自分に向
いている場所が必ずあるのだなと改めて思いました。
もぐらバスは、とちゅうでたけのこがでてくるおはなしです。はたけのしたにまちがありま
した。そのせかいにいってみたいなとおもいました。そのちかですしっているばすにものり
たいとおもいました。
この本は、ＮＨＫＥテレの「ピタコ゜ラスイッチ」でおなじみのキャラクターを描いている
人の本です。テレビ同様大人にも楽しめるもので、ユーモアのセンスもなかなかです。子ど
もも書きましたがこんな地下の世界があれば、自分も小さくなって入ってみたいともいまし
た。
もぐらバスがマーケットへ行く人でこんでいるバスがきゅうカーブで、でかいたけのこを見
つけました。うんてんしゅがけんせつのあなほりがかりがきて、たけのこがあるところを
おってもらってマーケットへ行きました。もぐらバスもマーケットへ行きました。たけのこ
をもらったおきゃくがバスでかえりました。
毎日安全で運行しているもぐらバス。地面の下でぐねぐねのびる小さなトンネルを通ってい
るのはいかにももぐらそのものと思いました。道路の真ん中にタケノコが生えていて進めな
いのに運転手が事情を説明したら「しかたない」と声を揃えました。仕方ないときは仕方な
いと思えるのは良いことと思いました。
豆太はおくびょうで夜中１人でトイレにも行けないのに、おじいさんがはらいたになった時
に、１人で足がいたくてとてもこわいながらたすけをもとめていたのがすごかったです。

1005

酒田飽
黒森小 モチモチの木
海

斎藤隆介

豆太とおじいそんの家族の絆や、お互いを思いやる気持ちがとても伝わってくると思いま
す。おくびょうだった豆太もおじいさんを大切に思う気持ちと優しさで、勇気ある強い子に
なることができるということを教えてくれました。大人になってから読んでもとても素敵な
本だと思いました。

斉籐隆介

じさまと暮らす５歳の豆太は、まだ夜中に一人でせっちんにいけない。そんな豆太がある夜
じさまが腹痛で苦しんでいたのを見て夜中に医者を呼びに必死で夜道をかけていく。その時
に家の横にあるモチモチの木がきれいに光り輝いている場面が印象的だ。自分自身も子ども
の頃に読みとても大好きな絵本。優しさがあれば人を思う気持ちがあればどんなこともでき
る。真の勇気とはこういうことなのかなあと思わせられる大好きな本です。

1006

天童東
山口小 モチモチの木
村山

1007

米沢

1008

酒田飽
黒森小 もったいないばあさん 真珠まりこ
海

1009
1010

南原小 もったいないばあさん 真珠まりこ

酒田飽
黒森小 ものしりことわざ事典 柴田武
海
天童東
山口小 ものしりことわざ事典 柴田武
村山

1011

北村山 葉山中 モモ

ミヒャエ
ル・エンデ

1012

北村山 葉山中 モモ

ミヒャエ
ル・エンデ

1013

東置賜 大塚小 ももたろう

1014

酒田飽
森のアイスクリームや
黒森小
舟崎靖子
海
さん

1015

酒田飽
森のアイスクリームや
黒森小
舟崎靖子
さん
海

1016

北村山 葉山中 モンスターハンター

1017

酒田飽
泉小
海

モンスターをやっつけ ジム・ベー
ろ！
ントン

1018

酒田飽
泉小
海

モンスターをやっつけ ジム・ベー
ろ！
ントン

1019

酒田飽
泉小
海

焼き上がり５分前！

1020

酒田飽
泉小
海

1021

北村山 冨本小 やきざかなののろい

つかもとや
すし

1022

北村山 冨本小 やきざかなののろい

つかもとや
すし

1023

米沢

森ひさし

1024

北村山 葉山中 約束

水谷修

1025

酒田飽
田沢小 やさいのおしゃべり
海

泉なほ

1026

酒田飽
田沢小 やさいのおしゃべり
海

泉なほ

焼き上がり５分前！

南原小 やぎさんのひっこし

松居直

氷上慧一

星はいり

星はいり

1027

西村山 左沢小

やさいのがっこうとま
なかやみわ
とちゃんのたびたち

1028

西村山 左沢小

やさいのがっこうとま
なかやみわ
とちゃんのたびたち

1029

東置賜 大塚小 やさしい木曽馬

庄野英二

もったいないおばあさんを読んで、もったいないという言葉が薄くなってきている時代、少
年のころ祖母に教えられたことを思い出しました。とても薄い本ではありましたがもう一度
もったいないという言葉を考えさせられる本でした。
今の世の中何でも買える時代の中この本はひとつひとつ物を大切にするんだよ!っていう、と
ても子供たちに伝えたい本です。物を大切にすることと相手への思いやりを持つという大切
な本です。
４コママンガがついていてわかりやすくて勉強できる本です。
４コママンガをはさみ、ことわざの意味を分かりやすく絵にしていて親子で楽しみながら勉
強できる本です。
小学校の時から大好きな本でした。魔女がさかさまでブランコに乗っている姿はとても不思
議で面白かったです。さかさまなのは、いいのか悪いのかよくわからなかったです。普通の
女の子が魔女のために協力しているのは、ありえない光景だと思いました。魔法を間違える
とさかさまになる。いつみても面白いしとっても大好きな本です。
映画化するニュースを見て興味をもって読んだら、はまってしまいました。医療現場の実態
や医者・看護師たちの仕事の大変さを知ってびっくりしたし、感動しました。特に命の重さ
尊さを知ってとても感動しました。子どもたちにもぜひ読んでもらいたい一冊です。
昔話のももたろう。優しいおじいさんとおばあさん、桃太郎への愛情、仲間の大切さが全て
伝わるお話しだと思います。桃太郎が仲間と共に力を合わせ鬼退治をする姿は、子どもに
とったカッコイイヒーローそのものです。いつも読んだ後は「ももたろうったつよい！かっ
こいい！」と反応が返ってきます。大きくなっても心に残る一冊に成なればいいと思いま
す。
木のみがたりないから森にでかける時エプロンをはばして森にでかけて、かえってきたらの
野なかまがいなくなった。おまけにエプロンがなくなって、かわりに題の上に手紙がかいて
あってエプロンかりたのだれだ。さがしているとうしろに黒井かげがあり、後をむくとふく
ろうとねずみがかりていたのです。
森野みんなが、りすさんに教えてもらいながらアイス作りをして、友だちのアイスを作って
いるはずが自分に似てしまうのは本当におもしろいです。あと、働き者のみんなの個性的な
エプロンもおもしろい。
モンスターを狩って武器や装備を作ったりして狩る物語で、巨人なモンスターを一人で狩る
よりみんなと協力して狩る方がいいというところで、一人でできないことは家族や友達と協
力してやることが大事だと思いました。
「それを実験のひとつと考えたらどうかしら？」と先生の言葉にフラニーの目がらんらんと
かがやいていた。それも実験と聞いたらもうじっとなんかしていられない。先生もそれを
しっていて、女の子のフラニーの頭の中には、きかいが入っていたのだ。フラニーはマッド
サイエンティストのせなかにのって歩いていったのだ。
人はそれぞれ個性がある。個性をころし協調性を図ることも大切な事もあるが、個性を認め
てもらうことも必要。人それぞれ個性があり、それを認めてもらい、素の自分で周りとつき
あえる環境下で、みんなと仲良くできる事はすばらしいと思いました。
この本はパン屋でアルバイトする、めぐる、さとし、あかりの三人組の話です。なぜアルバ
イトをしているかというと、主人公のめぐるがくつを買うためのお金をくつではなくゲーム
を買ってしまったからです。ほかにもオリジナルパンづくりにちょうせんしたりします。
小学校６年生３人組を中心に、のもづくりのおもしろさを描いた物語です。パン屋でアルバ
イトをしているのですが、３人が作ったパンはとてもおいしそうでした。本の中に出てくる
甘酒やパンを作ってみたくなりました。もの作りの面白さや、まだできないことを体験した
くなる一冊だと思いました。これから親子でもの作りを一緒に体験したいとかんがえさせて
くれる本になりました。
ぼくは、きょう夏休みおやこどくしょをかいて、やきざかなののろいをいかいてたのしかっ
たです。ねこがかぶついたやきざかなのほねがちょっときもちわるかったです。あとやきざ
かなののろいでやきざかながしゃべるなんておもしろかったです。
一ページ一ページ楽しみながら読んだね。食べ物の大切さがわかる本でした。残さず最後待
て食べようね。でないとのろわれるぞ～
さいしょは、おとうさんとおかあさんが本と花が好きだったのです。でも、村の子どもたち
がうるさくてあばれるからひっこしをはじめました。さいしょ木の上にひっこしました。つ
ぎにくもにです。つぎは島にひっこうました。くものうえではめえめえという赤ちゃんが生
まれました。でも、どこに行っても楽しくありませんでした。村へ帰るととうさんがジャン
グルをつくったのです。つくるとめえめえもあそびました。ともだちもいっぱいできまし
た。
大切な人のために自分だったらどこまで頑張れるだろうかと考えさせられました。山田さん
の作品としてはハッピーエンドなので、おすすめの一冊です。
れいぞうこのやさいさんたちは、たべてもらわないとしわしわになって、ごみばこにすてら
れてさみしそうでかわいそうでした。
食べ物が豊富でいつでもどこでも手に入る近日、食べ物の大切さを考えさせられるいい機会
になりました。食べ物だけでなく物を大切にする気持ちも育ってくれたらいいと思います。
とまとちゃんの頭の上はきみどりでなかなか赤くなってくれないのがかわいそうでした。と
まとちゃんは、赤くなってくれるために、たくさん本を読んだり元気よくたいそうしたり、
そうじをがんばっているところがすごいと思いました。なんにちかたったらとまとちゃんの
頭が赤くなっていてとてもすごかったです。さいごにごうかくシールをはってもらえてすご
かったです。
おいしいやさいになるために、とまとちゃんのがんばる姿が、とてもかわいらしかったで
す。あこがれの合格シールをもらうためにやさいたちは楽しく過ごしました。とまとちゃん
の頭が赤くなり合格シールをもらい、笑顔でたびたつところがすごくうれしく思いました。
この本は戦争時代のことが書かれている本です。その戦争と長野県の木曽地方で昔飼われて
いた馬、木曽馬の話です。昔は人と馬は家族のように暮らしていて何をするにも一緒だった
そうです。初めて知ったのは、人間は戦争の召集令があったのは知っていましたが、馬も徴
発と言って戦争のために馬をむりやりかいあげられていたという事を知りました。家族の様
な存在を離される悲しさ、戦争という出来事で悲しい思いをして時代を過ごした事を教えて
くれる一冊です。

やなせたか
し
やなせたか
し

かんどうする本だから－－－おかあさんのことを思いだしてにげだしたところ
犬がランオンを育てるという本でとても感動する本です。種類が違っても育てられた親は親
で、たとえ離ればなれになっても心が通じ合っているのだと思いました。最後はとても悲し
い終わり方ですが、とても良い本でした。
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東置賜 大塚小 やさしいライオン

1031

東置賜 大塚小 やさしいライオン

1032

酒田飽
泉小
海

1033

アーノル
やどなしねずみのマー
北村山 冨本小
ド・ローベ
サ
ル

1034

北村山 冨本小

1035

北村山 葉山中 山形ガールズ農場

1036

東置賜 大塚小

1037

山古志村のマリと３匹
東置賜 大塚小
桑原眞二
の子犬

娘が選んだのは大好きな犬の物語でした。新潟地震の際、村に取り残されてしまった犬の親
子。マリというお母さん犬は、飼い主と三匹の子犬を守りました、親子の絆はもちろん飼い
主との深い絆が見えました。途中から泣きながら読みましたが、果たして自分はマリのよう
に強くやさしい母親でいられるだろうか？自分は犬に助けてもらえるような飼い主になれる
だろうか？と、最後には日々相手に対する思いやりに欠けている事を反省しました。

1038

酒田飽
泉小
海

山田県山田小学校
田伝記で大騒動

山

山田マチ

日本で４８番目の県、山田県といい、なんでも山田道路初めに山田とつく県です。私が一番
好きなキャラクターは、カフェ・ド・ヤマダのマスターです。この男の子は小学生でありな
がらカフェ・ド・ヤマダのマスターをつとめているキャラクターです。このカフエは、マス
ターが選んだこだけメニューを飲めます。私も行けるのかなぁと思いました。

1039

酒田飽
泉小
海

山田県山田小学校
田伝記で大騒動

山

山田マチ

山田県山田小みたいな学校があったら楽しそう。お殿様が出てきたり、マッチ売りの少女が
出てきたり・・・担任の先生が正義のヒーローだったり。大笑いするわけではないけれど、
ふふっと笑ってしまうような心がほのぼのとするような楽しい本でした。

1040

東置賜 大塚小 やまんばのにしき

まつしたみ
よこ

助けてほしい人にやさしく、助けてあげる事の大切さを学んでほしい！

1041

北村山 葉山中

やなせたか
し

やさといライオン

アーノル
やどなしねずみのマー
ド・ローベ
サ
ル
菜穂子

山古志村のマリと３匹 くわばらし
の子犬
んじ

やめる勇気やり遂げる
三浦雄一郎
心
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北村山 葉山中 夢をかなえるゾウ

1043

北村山 葉山中

水野敬也

由利公正（幕末維新人
井手窪剛
物伝）

酒田飽
よいこととわるいこ
黒森小
海
とってなに
酒田飽
よいこととわるいこ
黒森小
海
とってなに

オスカー・
ブルニィエ
オスカー・
ブルニィエ
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酒田飽
よいこととわるいこ
黒森小
海
とってなに

オスカー・
ブルニィエ

1047

酒田飽
よいこととわるいこ
黒森小
とってなに
海

オスカー・
ブルニィエ

1048

米沢

水木しげる

1049

酒田飽
ようせいのかぐおつく あんびるや
黒森小
海
りします
すこ

1050

酒田飽
妖精の家具おつくりし あんびるや
黒森小
海
ます
すこ

1051

北村山 冨本小 夜空のダイヤモンド

あんびるや
すこ

1052

北村山 冨本小 夜空のダイヤモンド

あんびるや
すこ

1053

酒田飽
泉小
海

四年変組

季巳明代

1054

酒田飽
泉小
海

四年変組

季巳明代

1055

北村山 葉山中 夜のピクニック

1044
1045

六郷小 妖怪大図鑑

恩田陸

やさしいらんおんをおかあさんによんでもらいました。さいしょは「いぬがらいおんをそだ
てられるかな」とおもいましたが、やさしいいぬにそだてられたかららいおんもやさしく
なったんだなとおもいました。やさしいきもちになれるのでこのほんがだいすきです。
わたしは、やどなしねずみのマーサを読んですごいと思いました。なぜかというと、えいが
のきかいがこわれてマーサはえいがで見たダンスをしたり歌を歌ってよろこばせたからで
す。それでマーサは有名になったからです。そして、みんなにきらわれなくなったからで
す。
やどなしねずみのマーサが、居心地の良い居場所を与えてくれた映写氏のダンの危機を救う
べく歌やダンスをする場面の絵と文章が楽しいようでとても気に入ったようでした。娘もそ
の場面を体で表現して楽しそうに話してくれました。
愛する家族の思いがとても強く願えばかなうものかと思わされる一冊でした。こんな奇跡が
起きるのかと驚きました。
とても大きな地しんがきて、山古志村にとり残されてしまったけれど、ひっしで３匹の子犬
を守ろうとして、マリはとてもやさしくていいお母さんだなと思いました。そして、きずだ
らけになりながら、おじいさんのこともはげましていたので、おじいさんは家具のしたじき
になっていたけどそこからぬけ出せて、マリは四つの命をすくって、とたもやさしくてすご
くいい犬だと思いました。

たつのこたろうを読んで、勇気と知恵を身に着けていく様子やみんなの幸せを願う気持ちが
伝わってきました。とても良い作品だと思います。ぜひみんなに読んでもらいたいです。
鏡の法則とは「私たちの人生の現実は私たちの心の中を映し出す鏡である」というもので
す。つまり、心の中の原因が結果として現実に起こるとも言えます。これからの長い人生
様々な壁にぶち当たると思いますが、一つ一つを解決していくためにこの本を読んで解決す
るためのヒントを見つけ解決する力をつけ幸せな人生を歩んでほしいなあと切に願っていま
す。ぜひ読んでね。
この本を中１年の子どもが読んで、今の時代に自分の人生にプラスになればなと思いまし
た。また、「民富めば国富む」など今の時代幸せな時代に生きてきたのに、わかると思いま
す。しかし、この本はわかりやすく幕末・維新のことを説明してくれています。自分で生き
ていくこと、自分の考えをはっきり持つことも大事だと思いました。素直な心を大事にして
もらいたいと思いました。
自分がいいことだとおもってやっていたことがわるいことだとこの本でしりました。
やってはいけないと思っていても自分でやってしまうことがあてはまっていました。いろん
なことがたくさんあり、自分でもいろんな事がかかっていました。良いことにも取り組めそ
兄弟で同じ本を一緒に読みました。自分がよいことと思ってやっていても相手にしたら迷惑
（わるいこと）だったり考えさせられる内容でした。大人が読んでもなる程と思えるし、子
どもにも分かり易い内容で、途中話し合いながら読み進められる本です
頭で分かっていてもやってしまう悪いこと。改めて読んで、自分があてはまる事がたくさん
ありました。考えさせられる事がたくさんつまっていて、読みながら自分に置き換えてみる
と、今までの自分のやっていた悪いことに気付かされます。良いことも自信を持ってできる
ようになる本です。
いろいろな地域の妖怪が紹介されています。その妖怪がなぜ生まれたかどんな特徴があるか
詳しく乗っていて挿絵も大きくリアルに描かれており大人でも楽しく読めます。子どもと一
緒にワイワイ言いながら読みたいです。
おしゃれをしたパピーがかわいかった。
本のはじまりが夏休みも残り１０日というところからはじまり、宿題の話題となり今の状況
にぴったり。女の子にとっては妖精やドールハウスといった夢のある世界、大好きなものを
題材にしてその中で「人の役に立つこと」を教えてあげるところがとても良いと思いまし
た。もし宿題で「自分ではないだけかのためにいっしょうけんめいにしたこと」を書くと出
私はシルクがおさいほうでいろいろな洋服をつくるところが大好きです。たのまれた洋服を
すごくきれいにつくったりするのも好きです。この話の洋服は「星とほう石のドレス」で正
座の詩集がとてもきれいでした。この本のシリーズはすきだけど、この本のはとてもきれい
な洋服を作っていて大好きです。
六年生になり、自分の好みの本が確立してきているのを見て、成長を感じました。本を指差
しながら説明してくれたり、挿絵がとてもきれいに描かれていたり、二人で本について語り
合える楽しい時間を過ごすことができました。これからも読書を続け、心豊かに成長するこ
とを願います。
本の感想「 お姉ちゃんのしるし」は中原アンドレが姉で中原勇気が妹です。お姉ちゃんのし
るしは左手の薬指のあやとりです。中原アンドレが本当のお姉ちゃんに見えました。たくさ
んあやとりを教える勇気が見たくなりました。
新しいお母さんの優しさと娘の複雑な気持ちが伝わる一冊でした。読む子どもたちが主人公
の勇気ちゃんのように優しく、子どもらしくいてくれるといいなと思います。人と人との新
しいつながりが感じられる一冊でした。
赤毛の雑種犬タローは生後すぐに原因不明の難病におかされ尻尾と両耳、そして、４本の足
が壊死し、切断することになった障害犬です。それでも、必死に生きる犬のおはなしです。
もし、私たちがその障害犬の立場になったときどのように生きていくかを考えさせられルお

1056

北村山 葉山中 ライウ゛

山田悠介

1057

北村山 葉山中 ライウ゛

山田悠介

酒田飽
田沢小 ライフタイム
海
酒田飽
田沢小 ライフタイム
海

ローラM
シェー
ローラM
シェー

1058
1059

1060

天童東
干布小 ライフタイム
村山

1061

山形

蔵王第 ラブ・ユー・フォーエ ロバート・
二小
バー
マンチ

僕は、この短編集の題名でもある「金曜のバカ」がとても面白いと思いました。女子高生と
彼女の帰宅路に金曜だけ現れる変質者の二人の主人公の掛け合いや、偶然から始まった護身
術勝負一人ずつのサイドストーリー等がとても面白く僕が苦手な「絵」がない本でもスラス
ラ読めました。友達にもぜひ読んでもらいたいです。
この本面白いから読んでみてと中二の息子から渡されました。不器用だけど一途な思いを抱
えた若い人たち。こんなこと実際はないけれどどこか共感できちゃいます。読みながらタイ
トル通りでバカじゃなかろうかと思いながら変な一生懸命を応援したくなって読み終えると
ふふふと笑いたくなる一冊でした。
タツノオトシゴはおなかの中で赤ちゃんを千びきそだてるからびっくりした。それがオス
だったからまたおどろきました。
生物の一生からわかる数字。トナカイの角が十回も生え替わることを知ったり私も勉強にな
りました。人間だったらどんな事が考えられるだろうと、一生からわかる数字に命の大切さ
ぼくはすうじの数か少なかったです。ライフタイムははじめて読みました。１ばん少なかっ
た数字が１です。多くて５５０この数字です。そして、５５０こより多いのが９００本で
す。たつのおとしごの赤ちゃんが１０００ひきうまれます。１０００びきはすごい数だなぁ
と思います。
親子の愛情を描いた絵本で、読む度にうるっときてしまい涙が出ます。子育ては、大変です
が子どもの成長はとてもうれしく親の私も子供から学び成長させられます。この絵本は私の
母からいただきました。子どもから孫へずっと語りつがれていってほしいと願います。

1062

西置賜 小国小 ラブの贈り物

登坂恵里香

ぼくは、ラブの贈りものという本を読みました。この本は美咲の家族が盲導犬の子どもを育
てていくお話です。ぼくは犬をかったことがないので読んでみたいと思いました。この本の
最初の方に子犬を美咲が助けてあげるところがありました。ぼくはそんなところで子犬が歩
いていたら助けられないと思いました。この本の最後の方に、ぼくの一番心に残った場面が
あります。それはラブとおわかれするところです。ぼくだったら泣きすぎてその場で立ち止
まっていると思いました。ぼくは、今犬をかっていないけれどかうことがあったら大切にし
たいです。

1063

西置賜 小国小 ラブの贈り物

登坂恵里香

盲導犬候補の子犬を育てしつけるボランティア、パピーウォーカーの家族がラブの成長と共
に様々な困難にぶつかりながらも解決し、家族や人との絆を深めていく様子を、主人公美咲
の目線から、子どもらしい表現で書いていまる。「命の大切さ」や「いじめ」「高齢者との
かかわり方」など現代社会でもテーマとなる題材をわかりやすく表現した一冊でした。

ヨシタケシ
ンスケ

この本は私が母からもらったものです。もらった後すぐ読みました。そこには、体が不自由
になっても頑張って生きている人のことが書かれていました。人は初めて失って気づくこと
がたくさんあります。でも、そこに気づくことが大事だと思います。気づく気づかないに
よって人の人生って変わると思います。この人はそれに気づきまだ自分の体の丈夫なところ
を使って努力しました。私は、努力はしないで楽な道に進んでしまうので努力をしてみたい
と思います。
「カはなぜ血を吸うのか？」等生活の中の素朴な疑問が日めくりで紹介されていて一日１
ページずつ読めます。やってみよう考えてみよう比べてみよう探してみようと体験型で分か
りやすくて、すぐやってみたくなることばかりで親子で楽しめる一冊です。
リサイクルすることによって同じものとして再利用できるし、別の物となって再利用できる
のはしっていたけど、たまごのからもリサイクルして日常品になるのでとてもびっくりしま
した。身の回りの物がこんなにりさいくるできることをはじめてしりました。他にもなにか
子どもに勧められて読みました。想像以上リサイクルしたものは我々の生活のまわりに多く
使用されている。機会があったら実際のリサイクル工場に子どもといっしょに見学してみた
いです。
甲子園、高校野球児であれば、だれも憧れる聖地。その華々しい舞台の裏にはつらいこと、
悔しいこと、挫折感、実に様々なエピソードがある。「甲子園だけが高校野球でない」確か
にそうだと思う。野球を通して教えられること学ぶことがたくさんある。何か特別なものに
感じる。
私はこの本を読んでかわいそうでいいところがありました。おじいさんが救急車ではこばれ
てしまって、あんなに元気だったおじいちゃんが救急車ではこばれるなんてと、私は思いま
した。いいところは、私が、おじいさんのねがいをかなえたことです。おじいさんは、おう
じにあいたいといっていたけど、あえなかったでも、女の子がおじいさんのねがいをかなえ
た。
大人が無駄に思うようなことに大切なものがある。子どものうちはいろいろな経験が大切な
のだと思った。目には見えない大切なこと、「星の王子様」を読みたくなった。これからも
たくさん本を読んでください。
だれもがおそれているりゅうに対して何の偏見もなく、みんなから嫌われてかわいそうだと
思う子ども。りゅうはその子どもの心に感動して涙をながし、それが川になり自分が舟と
なって子どもをのせる。清純な子どもの愛から世の中の子どものためになろうという、大き
な竜のギセイの愛が生まれるというすてきな話だと思いました。
読んでみて喜樹の木に対する思いが伝わってきた。百年杉をこれからも育てていくなんてす
ごいと思った。そして、姉の楓が強い意志をもって林業という職につきたいという思いに
びっくりしたし、親子の絆もはっきり見える本だった。
登場人物の実際の発言は少しだけで本心のほんの一部にすぎないことがリアルで文章の中に
引きずり込まれた。心情の描写が風や土、木やの匂いを使って表現していることが複雑で不
安定な少年期の精神状態を表現するのにぴったりであったかさや汗、匂いまで感じたよう
だった。一気に読み終える程面白味たっぷりの本でした。
想像するって楽しいね。と子どもに思わせてくれる絵本です。何度も一緒に楽しめる１冊で
す。

りんころうくんの森あ わたなべて
るき
つた

見ない、さわらないとさいしょに言ったけど、さいごに見たりさわって森が好きになったの
かもしれなかったです。ぼくはむしにさされるので森歩きはしたくありません。

あさのあつ
こ
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北村山 葉山中 ランナー

1065

山形
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東置賜 大塚小 リサイクル事典

小寺強

1067

東置賜 大塚小 リサイクル事典

小寺強

1068

北村山 葉山中 リズム

森絵都

1069

北村山 冨本小 リトルプリンス

小野寺優

1070

北村山 冨本小 リトルプリンス

小野寺優
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西置賜 小国小 りゅうのめのなみだ

浜田広介

1072

米沢

塩井小 林業少年

堀米薫
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米沢

塩井小 林業少年

堀米薫
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北村山 鶴子小 りんごかもしれない

1075

西置賜 小国小

蔵王第 理科好きな子に育つふ 子どもの科
二小
しぎのお話し３６５
学
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北村山 楯岡中 瑠子は生きている

早乙女勝元

1077

東置賜 大塚小

ルドルフとイッパイ
アッテナ

さいとうひ
ろし
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北村山 鶴子小

ルドルフとイッパイ
アッテナ

斉籐洋

第二次世界対戦時多々行われた米国からの空爆による無差別殺戮。中でも東京大空襲はたっ
た一晩で１０万人以上もの人々が亡くなった壮絶なものであったことは、史実として知って
いるつもりでした。しかし、当時男性は兵隊に取られ、１０歳程度の子どもたちは疎開に出
されていたため、犠牲となったのは年寄り、女性と幼子たちだけだったことをこの本で知り
ました。焼け跡には母親と幼子と思われる黒こげの死体がおびただしい数並んだといいま
す。作中、逃げる場をなくした業火の中で自分が火だるまになりながら、何とかして乳飲み
子だけでも助けようとする母親の姿は現実に繰り広げられた光景だったことでしょう・・・
作者・早乙女さんと、挿絵・田島さんの、なんとしても後世に伝え残さねばならないという
鬼気迫る思いが、切ないほど伝わってきます。なぜ世界から戦争や紛争がなくならないの
か、今の時代誰もが胸に留め置かねばなりません。戦争は勝ちも負けもヒーローも産みはし
ない。生み出されるのは、むごたらしい犠牲だけだということを。
ルドルフがッパイアッテと、もじのべんきょうをして、かいぬしのリエちゃんのところにか
えった。ルドルフはおとうとがいたのて、おどろいてなまえをきかれたので、イッパイアッ
テナとこたえたところがおもしろかったです。
初めは、女の子に飼われていた飼い猫でした。そんなある日、まちがって長距離のトラック
に乗ってしまい東京に行ってしまいました。そこで、イッパイアッテナという猫に会いいろ
いろ教えてもらう話です。

1079

米沢

南原小

ルルとララのきらきら あんびるや
ゼリー
すこ

クマがこのゼリーがケーキぐらいのおおきさだったらといったところがおもしろかったで
す。

1080

米沢

南原小

ルルとララのきらきら あんびるや
ゼリー
すこ

ルルとララがお菓子の先生のシュガーおばさんのバースデーケーキを作るために試行錯誤を
しながらくまの残念そうに言ったセリフをヒントにバースデーゼリーを作り上げました。い
ろいろなレシピも書いてあり子どもと一緒に作ってみたいと思いました。

1081

ウイリア
天童東 天童中 ロバのシルベスターと
ム・スタイ
村山
部小
まほうの小石
グ

この本はロバのシルベスターが望のかなう魔法の小石を見つけ大喜びで家に帰る途中ライオ
ンに出会い思わず「岩になりたい」と言って岩になってしまったお話です。シルベスターが
家に帰ってこないため、シルベスターのお父さんとお母さんは、何度もさがしました。この
二人の悲しみはとても深いものです。辛い毎日で暮らす張り合いがありっません。子どもの
存在それだけで親の望みはかなっていると伝えたくてこの一冊を選びました。

1082

北村山 葉山中 ロング・ドッグ・バイ 霞流一

バラバラだった部員たちの心が一つになっていき、先生のためにサトルのお兄ちゃんにう
たったところがとても感動しました。生徒や先生もみんなそれぞれありながらも支えあい強
くなっていったところもとてもいいなあと思いました。おすすめの小説です。

1083

東置賜 大塚小 若草物語

1084

米沢

1085

東置賜 大塚小

わがはいはのっぺらぼ
う

1086

北村山 葉山中

わかりやすい野球の
ルール

1087

天童東
山口小 わたしと小鳥とすずと 金子みすず
村山

金子みすゞの詩集です。私がこの本に出会ったのは、高校生の時で、リズムが良い詩と独特
な感性に感動したことを覚えています。中でも、「大漁」という詩の魚がたくさん獲れて喜
びに沸く人間と仲間が獲られてしまい悲しむ魚たちの対照的な描写にハッとさせられて、自
分にはなかったものの見方に気付かされた経験があります。子どもたちにも読書を通してそ
ういった出会いを経験してほしいと思います。

1088

酒田飽
黒森小 わたしと鳩とすずと
海

いろいろな詩を読んで、その中で「日の光」が心に残りました。雨雲やにじのようにめだつ
ことがなく、自分はほっとさせる存在になりたいと思いました。めだたない普通の雲もかげ
をつくったりしてなにかやくにたつこともあるんだなと思いました。
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酒田飽
黒森小 わたしと鳩とすずと
海

1090

天童東
私の１ばん
山口小
村山
１ばん
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北村山 鶴子小 ワニーニのぼうけん
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ｅｒａ
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北村山 鶴子小 ワニーニのぼうけん

Ｔｕｐｅｒ
ａ Ｔｕｐ
ｅｒａ

1093

北村山 冨本小 わらうおばけザクロ

国松俊英

1094

北村山 冨本小 わらうおばけザクロ

国松俊英

南原小

ルイザ・メ
イ・オル
コット

わかったさんのクレー
寺村輝夫
プ

粟村哲志

金子みすづ

金子みすづ

あのこの アリソン・
ウォルチ

1095

北村山 葉山中 笑えよ

1096

酒田飽
泉小
海

ワンダー

Ｒ・Ｊ・パ
ラシオ

1097

酒田飽
泉小
海

ワンダー

Ｒ・Ｊ・パ
ラシオ

1098

東置賜 大塚小

わんぱくだんのかいて ゆきのゆみ
いたんけん
こ

1099

東置賜 大塚小

わんぱくだんのかいて ゆきのゆみ
いたんけん
こ

1100

東置賜 大塚小

わんぱくだんのかくれ ゆきのゆみ
んぼ
こ

四姉妹と母親が戦時中の大変な時でも人への思いやりを忘れず、失敗や反省をくり返しなが
ら、まわりの大人たちに見守られ成長していく一年間のお話しです。名作中の名作で、私も
子どもの頃に何度も読みました。どんな時代でも、いくつになっても心に響くお話しだと思
います。三姉妹の我が家の娘にもぜひ読んで欲しい一冊です。
私が小学生のとき、大好きだった本の一つです。その中でもわかったさんのクレープは、ア
ラビアンナイトや白雪姫、シンデレラなど、いろいろなお話に出てくるキャラクターが勢ぞ
ろいでした。不思議なストーリーがドキドキさせてくれます。お菓子作りの手順も勉強で
き、わかりやすいレシピなので、親子で作るのにぴったりです。
のっぺらぼうが、あさ、すきなだけねぼうをして、はやおきはしないでおきることをしっ
て、ヘチマすいでかおをきれいにすることをしって、のっぺらぼうはかおがないけど目やは
なやまゆをかけば、しょくじをたべられることをしりました。わたしも、のっぺらぼうのよ
うにいろいろなことをやってみたいです。
この本を読んで、自分はまだわかんないルールをおぼえて、お母さんは、野球のルールを
知ってもらって高校野球やプロ野球の試合を楽しく見たいなと思いました。

みんな違うのがあたりまえの事で、それは個性で良いことだと受け止められる教本だと思い
ます。差別は外国でも日本でも国同士、同じ人間とうしである事、それは普通の事なんだと
子どもたちに分かってもらいたいと思いで良い本だと思っています。自分も他の人と同じで
はない事が、本当はすばらしい事なんだと言う事を子どもから分かればとても良いことだと
思いました。
バイオレットは、なんでも誰よりも一番。走るのもおしゃべりも、それってすごいなって思
うけどなんだかもやもやしているロージー。一番といってもいろんな一番がある。一等賞に
なることだけでなく植物のお世話をしているときが一番好きな時間．おひさまも好き。何よ
り一番楽しくてうれしい。「一番」と感じるときはそれぞれである。自分の一番を見つけら
ワニの子どもワニーニは、１２歳になると船に乗って一人で冒険に出なければなりません。
そこで様々な生き物と出会い次々とハプニングに合うのですが、ワニーニは、困難を乗り越
えていきます。いつか子どもたちも一人立ちをして様々な困難があると思いますがワニーニ
のようにたくましく育ってほしいなあと思います。
ワニの子どもワニーニは、１２歳になると船に乗って一人で冒険に出ます。そこで様々な生
き物と出会いトラブルにあったりしますが、、ワニーニは、その度一人で切り抜けて冒険を
つづけていきます。子どもたちもいつかは一人で社会に出ていくことでしょうが、ワニーニ
のようにポジティブに困難も切り抜けられたらと思います。
最初にジャンケンをして祥太がザクロを取りに行くことになった。竜朗がザクロは死人の血
の味がするって聞きとって食べてみようと言い出して祥太が取りに行った。だけどもどった
ら、みんながいなくて、一人で全部食べてしまい変な夢を見るようになった。十日たつとそ
の夢がげんじつになったからこわと思った。
とてもぞくぞくするような怖い本だったね。恐い内容の中にも悪いことをしたら誰かが見て
いたり必ず自分にそのことが返ってくるなど、とてもためになる本だったね。
中学校に入ってから学校にどうしても行けなくなった女の子は西の魔女、お母さんのお母さ
んの所へ行って、魔女になるための修行をすることになって、その修行が、「何でも自分で
決めること」で自分はこの場面を見て、何でもかんでも友達や親だけに頼ってないで「自分
でがんばらなきゃいけない」と思いまた。
ぼくは、この本を読んで普通の幸せを学びました。ふつう以上もいいけれど、ふつうにでき
ないこともある。そんな事は個性でかんぺきな人はいない、世の中本当はみんな平等、とい
うことが、主事泣こうオーガストの諸学校生活でわかりました。この本とフィリピン視察の
二つから、ふつう、家族の存在の幸せを学んで感じられました。
子どもの世界での物語ですが、大人の世界でも同じような事は多々あります。子どもは成長
過程なので、大人が制止することはできますが、大人はどうなのだろう・・・と考えさせら
れました。
わんぱくだんの中で一ばんおもしろかったので、この本をえらびました。くみのかみかざり
で、うずまきのあなをふさいだことが心にのこりました。ぼくも海にもぐったことがありま
す。しょっぱい水をのんでしまわないかドキドキしました。ぼくも、この本のようなプール
がほしいなぁと思いました。
海の中で息を吸うことができ、どこまでも自由に泳いで行けるなんて夢野ような話です。家
のプールにもぐれば、そんな海に行けるのですから、私もこの本のようなプールがほしいで
す。このプールがあれば、海に行くまでの移動時間も省けるし、イルカの国にも遊びに行け
ます。この本には載っていない別の冒険も出来るのではないかと考えたらドキドキワクワク
しました。
ぼくは、このわんぱくでんのシリーズが大すきです。なぜかいとうと、３人くみのわんぱく
だんがいつもどこかでねがいごとをして、ねがいごとがかないたのしい思いでとなるためで
す。しりーずもいっぱいあっておかあさんにみせたくなってやすみだとゆっくりよめるので
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なかなかゆっくりと子どもと時間を取って同じ本を読む機会がなく、この夏休みの間に取り
組みました。昨年もわんぱくだんのシリーズを子どもが選び、私も好きな一つの本です。こ
の本の題名の通り、わんぱくだんが願うことがかなっいしまう事。今は公園に樫の木が一
本、昔は大きな森でした。昔もりで動物たちがかくれんぼをし、おにがどこかに行ってしま
い、動物は、かくれたまま・・そこで３人がさがしだすというわくわくが伝わりました。
この本は、通称「わんぱくだん」の３人組がかいぞくごっこをしているうちに本当に海賊に
なる体験をするという不思議な話です。宝物を手に入れジャングル体験をし、うれしい思
い、怖い思いをしていく・・・私たち大人も小さいときごっこあそびをしながら、そうなれ
たらなぁと思っていたなつかしい事を思い出させてくれる本でした。同じ子どもでも今は外
で遊ばない子どもたちも増えているので、目を輝かせて遊ぶこの３人組、子どもらしくてい
いなと思いました。
わんわん探偵団の話は三つです。その中で一番おもしろかったのは、うなぎ病院事件です。
この話はだれかがうなぎをぬすむ話です。この話を読んでぼくはおもしろいと思いました。
さいごはエドワードがつかまえました。でもエドワードがうなぎを食べておもしろかったで
す。
犬の訓練士をしている主人公は犬好きで引き取り手のない犬の面倒もみている。そんな主人
公に探偵の仕事が入る様になり、色々な事件が起こるが、その度に個性的な犬たちが犯人を
見つけたり・・と犬たちの動きをよく見ていて自分で推理して見ることもできてとても楽し
い作品でした。
人のちからではなく犬の力ではんにんをつかまえるところがおもしろかったです。すこしこ
わいところもあったけど、さいごはすっきりしてよかったです。主人公の犬をかっている人
もあたまがよくてすごいなぁと思いました。
おもしろかったしふしぎだったし、ちょっとだけどどきどきでした。なめこがいっぱいい
て、おもしろかったです。たとえば、サメなめことかスペードなめことかが海のおしろにす
んでたところがちょっとふしぎでした。
これから親子読書していきたいです。

