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親子読書推進委員会

《スローガン》
山形県ＰＴＡ連合会では、親も子どもと一緒に読書に親しみ、家庭に読書文化の礎を築くために
親子読書を推進しています。
親も子も共に読書に親しむことで、親子のコミュニケーションを活発にし、子どもも親も心が豊
かになり、絆が深まることと思います。
読書習慣が子どもの学力をアップします。読書習慣は文章を読み解く力と密接に関係しているの
です。
子どもが育つ時間はあっという間。けんかをしたり、叱られたり、いろいろあっ
ても、親子で絵本に浸る時間は優しく気持ちを解きほぐしてくれます。･･･
読み聞かせは「愛の時間」なのです。
（学校図書館アドバイザー：五十嵐絹
子）

令和２度

「親子で読み合いたい一冊」の紹介

《児童・生徒の応募》の中から・・・
【いい人ランキング】
主人公の木佐貫桃は、中学 2 年生の女の子です。クラスでいじめのターゲットにされ
た桃が、妹と同級生の男友達と 3 人でいじめに立ち向かう話です。桃は、とても優しい
「いい人」です。でも初めはクラスのみんなに「いい人なんだから」といろんなことを
押し付けられていました。本当のいい人とはどんな人なのかということを考えながら読
むことができる物語で、私と同じ学年だということからも、自分を桃に照らし合わせて
読めたのでこの本を選びました。（中２）
【なんでも モッテルさん】
モッテルさんは、お金持ちで何でも買って
なんでも持っています。嵐で全部とばされて
しまいましたが、村の人に助けられてお金で
は買えない大切なものを手に入れて幸せにな
りました。私の大切なものは命です。私に命
をくれたお母さんと読みたいと思いました。
（小 2）

【シャーロック・ホームズ】
事件の犯人を捜しながら読めるし、
ホームズのすごさが分かるから選びま
した。ホームズの人間観察はすごい。
一人の人をパッと見ただけでその人の
職業や好きなことが分かるんです！
（小６）

【おほしさま】
おほしさまのあじはどんな
あじなんだろう？ふしぎに思
ってえらびました。たくさん
のどうぶつたちがでてきてた
のしかった。（小１）

《親・教師の応募》の中から・・・
【へいわってすてきだね】
親子ともに戦争を経験したことのない世代ですが、娘は文章や絵をとお
して戦争の怖さを感じ取っているようでした。学校に行く、家族みんなで
ごはんを食べる、当たり前になっている日常がどれだけ幸せなことか、親
子で気付かされる絵本でした。
（小２母）
【三匹のおっさん】
還暦を迎えてもまだまだ元気なおじさん三人組。町の平和を守るために悪
者を成敗していく、勧善懲悪ストーリーです。三人の個性的な性格、武力と
知性、経験で悪人を痛快にやっつけてくれます。弱きを助け強きをくじく、
そんな気持ちを持った人になれるようにと、子どもたちに教えたくてこの本
を選びました。
（小３父）
【みえるとか みえないとか】
目が３つある宇宙人からみたら、人間は２つしかないから後ろが見えなく
てかわいそうって言われちゃう。目の見えない人は、僕とは全く違う世界が
見えている。私の当たり前はあなたには当たり前じゃないんだと改めて考え
させられた。違うって面白いってことを一緒に考えたいな。（小５母）

【わたしたちの家はちょっとへんです】
それぞれの家庭の境遇が異なる 6 年生
の女の子たちの物語。両親のことや妹の
こと、おばあちゃんのことで悩んだりむ
しゃくしゃしたり、それぞれに様々想い
がありますが 3 人で隠れ家に集まり相談
したり、励ましあったりしている姿に、
友達はいいものだなあと改めて感じまし
た。これからの人生様々な人に出会うと
思いますが、信頼できる友人を持ち豊か
な人生を送ってほしいです。
（小４母）

「親子読書だより」を山形県ＰＴＡ連
合会のホームページにアップいたしま
す。是非ご覧下さい！
ﾎｰﾑｱﾄﾞﾚｽ

http://www.ymgt-pta.jp

高畠町立高畠小学校
本校では、地域のボランティアの方々や家庭の協力をいただき、様々な読書活動に取り組んでおります。秋の
読書月間には家庭での親子読書に取り組みました。毎年、地域のボランティアの方々による朝の「昔語り・読み
聞かせ」を行っており、その時間を子どもたちはとても楽しみにしています。

朝の「語り部・読み聞かせ」

年に一回の特別な時間「ぽっかぽかシアター」
毎年、読み聞かせボランティア「ひだまりおはなし会」さん
による『ぽっかぽかシアター』を開催
しています。光や音を使ったステージ
に子どもたちは物語の世界に入り込ん
で楽しんでいます。

家族でゆったりとした時間「親子読書」
学校全体で期間を設け、
「親子読書」に取り組んでいます。今年は短い期間でした
が、各家庭で時間を作ってゆったりとした時間を過ごしたようでした。
【 感 想 紹 介 】
「かぞくみんなで読書をする時間がふえたので楽しかったです。テレビやメディア
にあまりふれないで、たくさん本を読めました。
（低学年 児童）
」
「日曜日は町の図書館から本を毎週借りてきています。本を読んだ感想を教えてく
れるので、会話がはずみました。
（高学年 保護者）」

本好きな子を育てるＰＴＡ活動

酒田市立十坂小学校

本校では、ＰＴＡ学習部が中心となって、子どもたちに読書を促す活動を行っています。今年度は、感染症対策
をしながら、できる範囲で行ってきました。
＜朝の読み聞かせ＞ ＰＴＡ学習部員と地域のボランティア「とさっこぬ
くりん」の皆さんによる読み聞かせ活動を月に１回程度行っています。
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＜親子読書＞ 秋の読書祭りに合わせ、全校で親子読書に取り組んでい
ます。１冊の本を親子で読み、カードに感想を書き込みます。カードはＰＴＡ学習部員が学年ごとにまとめ、学
校の中央ホールに掲示しました。子どもたちは、友だちが読んだ本にも
興味を持って見ています。
＜ナイトライブラリー＞ 今年度は中止しましたが、例年はＰＴＡが主
体となって夏の夜に図書館を開放し、親子で本を借りたり、読み聞かせ
を聞いたりするナイトライブラリーを行っています。昼間とはちょっと
違う雰囲気の図書館で親子一緒にゆったり過ごすことができ、好評です。
来年度は実施できるようになると良いと思います。

ＰＴＡとともに取り組む楽しい読書活動
新庄市立新庄小学校
本校には、学校司書と読書活動推進加配教員が配置されております。図書担当が子どもたちと家庭との橋渡し役に
なり、子どもたちが楽しく読書活動に取り組めるようにしています。
１

読み聞かせの実施
月２回木曜日の朝活動の時間に、読み聞かせサークル「おはなし広場」の
皆さんから、読み聞かせをしてもらっています。子どもたちがお話の世界に
引き込まれる楽しい時間になっています。

２

親子読書の継続的な実施
毎月第三日曜日を「親子読書の日」に設定し、年間を通して親子読書に取り組んでいます。親子読 書には、①
おうちの方から読み聞かせをしてもらう ②おうちの方へ読み聞かせをする ③同じ本を 親子で読書をする
の３つの方法から選んでもらい、感想などをカードに記入しています。親子読書 の前に校内放送で図書委員会が
呼びかけをしたり、図書館内に「親子読書おすすめの本コーナー」を
設置したりしています。

３

家庭への啓発活動
今年度は「ＰＴＡ広報誌」の特集
に、読書をテーマにした内容を設定
しました。また、定期的に「図書だ
より」を発行し、学校での読書活動
の様子を家庭にお知らせしています。

夏休み

親子で一緒に読書をしよう

河北町立谷地中部小学校

読書の時間を共有することで、親子の関わりを深め、読書の幅を広げることをねらいとして、夏休みに親
子読書に取り組んでいます。取り組み方の例を提示して、各家庭の都合に合わせて実施してもらい、その様
子をカードで知らせてもらいました。

親子読書のしかたの例
〇親子で同じ本を読む。
〇同じ時間に親子で別々の本を読む。
〇１冊の本を交互に読む。
〇親から子へ、子から親への読み語りをする。
読んだ本

「ぼくがあかちゃんだったとき」

息子が生まれて 8 年。自分の経験と重ねながら読みました。読後
に幼いころの写真を見ながら家族で思い出話をしました。

（母）

おとうさんが、あかちゃんの話をしてくれるお話です。ぼくも、
あかちゃんのときをおもいだしました。

（小 2 児童）

下学年では、読み語りや、子どものおすすめの本を一緒に読んで
話題にする家庭が多く、高学年では読書の時間を共有する家庭が増
える傾向にありました。集まった感想用紙を掲示したり、図書だよ
りで家庭に様子をお知らせしたりしています。

過去５年間にわたる応募の中から、親・教師・子どもが推薦してくださった書籍
“ベスト５”を紹介します。家族で一緒に読み合ってはいかがでしょう。
トピックス!!
☆不動の「泣いた赤おに」を抜き「おしりたんてい」1 位！
☆「かみさまにあいたい」は昨年 9 位から急上昇！
6 位「世界で一番貧しい大統領のスピーチ」⤴
7 位「いのちをいただく」⤴
8 位「ママがおばけになっちゃった」→
「先生しゅくだいわすれました」⤵
9 位「１００万回生きたねこ」⤵
10 位「かわいそうなぞう」⤴

５位

４位

５位

「グレッグの
ダメ日記」

「ざんねんな
生きもの事典」

「かみさまに
あいたい」

☆過去５年間の応募総数：6,050 件

３位

「花ちゃんの
みそ汁」

２位

「泣いた
赤おに」

１位

「おしり
たんてい」

‟シリーズ本”ランキング ベスト５
書籍“ベスト５”には入らなかったものの、シリーズ本としてみると、多くの方
から推薦していただいた本があります。大変人気のあるシリーズ本です。
【おしりたんてい】

【かいけつゾロリ】
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。
あきらめずに続けてい
るとそのうち成功す
る？お話。
【ぐりとぐら】
ふたりでちからを
あわせてカステラを
つくっていたので、す
ごいと思いました。大
きくておいしそうな
カステラでした。

１位：「かいけつゾロリ」
２位：「おしりたんてい」
３位：「ルルとララ」
４位：「わんぱくだん」
５位：「ぐりとぐら」

少しおかしな
（おならを出す）
おしりたんてい
が、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。
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。

【ルルとララ】
【わんぱくだん】
いつも不思議なことが起こ
る仲良し 3 人組の冒険物語。
ワクワクのストーリー展開に
ついつい引き込まれます。

おりょうりをつくる
おはなしです。おきゃ
くさんをよんでパーテ
ィーをひらきます。い
つもおいしそうなおか
しができます。

