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北海道教育委員会では、子どもを読書好きにするための

取組の一つとして、道内で活躍されている方々に「おすす

めの１冊」を紹介していただき、「学校・家庭・地域の連

携情報 みんなで」（編集担当：北海道教育庁生涯学習推

進局生涯学習課子ども地域支援グループ）に掲載しています。

これまで紹介された『おすすめの１冊』」２８冊の一覧と、

平成２５年１２月から平成２７年１月までに紹介された１４

冊の詳細についてまとめました。

是非、家族で読んでみませんか。

■□■□■ 「おすすめの１冊」一覧 ■□■□■

No. 管内 書 名 作 者 出版社 推薦者 「みんなで」発行

木村 裕一／著 佐々木健一郎氏
１ 空知 あらしのよるに

あべ 弘士／絵
講談社

（滝川市在住）
H24.10月

２０歳のときに知ってお 阪急コミュニ 草野 竹史 氏
２ 石狩

きたかったこと
ティナ・シーリグ／著

ケーションズ （札幌市在住）
H24.11月

リッツ・カールトンと日 佐々木 剛 氏
３ 後志

本人の流儀
高野 登／著 ポプラ社

（真狩村在住）
H24.12月

長岡 弥生 氏
４ 胆振 男の作法 池波正太郎／著 新潮社

（苫小牧市在住）
H25.１月

眞山 美保／原作
武田 明美 氏

５ 日高 泥かぶら くすのきしげのり／文 瑞雲舎
（新冠町在住）

H25.２月
伊藤 秀男／絵

庄司 証 氏
６ 渡島 どうぶつ句会オノマトペ あべ 弘士／作・絵 学研

（七飯町在住）
H25.３月

その２

北海道「朝読・家読運動」

イメージキャラクター「ぶっくん」

北海道教育委員会 読書活動普及・啓発資料
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樋口 英俊 氏
７ 檜山 五体不満足 乙武 洋匡／著 講談社

（江差町在住）
H25.４月

齋藤 隆介／作 髙橋 稔 氏
８ 上川 モチモチの木

滝平 二郎／絵
岩崎書店

（士別市在住）
H25.５月

奇跡の一本松 塚田 亮二 氏
９ 留萌

大津波をのりこえて
なかだりえ／作・絵 汐文社

（留萌市在住）
H25.６月

ロバート・キヨサキ、
尾崎 篤志 氏

10 宗谷 金持ち父さん 貧乏父さん シャロン・レター／著 筑摩書房
（稚内市在住）

H25.７月
白根美保子／訳

新潮社 大西 重成 氏
11 オホーツク 木 幸田 文／著

（新潮文庫）（津別町在住）
H25.８月

だから僕は船をおりた
小田 新紀 氏

12 十勝 ～東京生まれの元漁師が 近江 正隆／著 講談社
（幕別町在住）

H25.９月
挑む、フードアクション

マイクロソフトでは出会え
ジョン・ウッド／著 阿部 俊亮 氏

13 釧路 なかった天職 ～僕はこ
矢羽根 薫／訳

ダイヤモンド社
（釧路市在住）

H25.10月
うして社会起業家になった～

鎌田 實／著
渡辺 信子 氏

14 根室 アハメドくんのいのちのリレー 安藤 俊彦／絵 集英社
（根室市在住）

H25.11月
ピーター・バラカン／英文抄訳

新潮社 村中奈穂子 氏
15 空知 砂の器 松本 清張／著

（新潮文庫）（栗山町在住）
H25.12月

吉岡亜希子 氏
16 石狩 兎の眼 灰谷健次郎／著 角川文庫

（札幌市在住）
H26.１月

リーダになる人に知って 松下幸之助／述 松本 遊 氏
17 後志

おいてほしいこと 松下政経塾／編
ＰＨＰ研究所

（神恵内村在住）
H26.２月
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葉っぱのフレディ
レオ・バスカーリア／作

青木佐智子 氏
18 胆振

―いのちの旅―
みらいなな／訳 童話屋

（洞爺湖町在住）
H26.３月

島田 光雄／画

いちごばたけの ちいさな わたりむつこ／作 土橋三智子 氏
19 日高

おばあさん 中谷千代子／絵
福音館書店

（日高町在住）
H26.４月

デヴィッド・カリ、セル
澤田加奈子 氏

20 渡島 まってる。 ジュ・ブロック／著 千倉書房
（函館市在住）

H26.５月
小山 薫堂／翻訳

くすのき しげのり／作 小川 ひとみ 氏
21 檜山 おこだでませんように

石井 聖岳／絵
小学館

（今金町在住）
H26.６月

不屈の翼～カミカゼ葛西 日刊スポーツ 伊藤 将充 氏
22 上川

紀明のジャンプ人生～
岡崎 敏／著

出版社 （下川町在住）
H26.７月

大西 倫美 氏
23 留萌 りんごかもしれない ヨシタケシンスケ／著 ブロンズ新社

（天塩町在住）
H26.８月

富田 伸司 氏
24 宗谷 北海道浪漫鉄道 田村 喜子／著 新潮社

（稚内市在住）
H26.９月

デイビッド・マクフェイル／著 谷藤 万喜子 氏
25 オホーツク もぐらのバイオリン

野中ともそ／訳
ポプラ社

（遠軽町在住）
H26.10月

キャサリン・ライアン・ハイド／著 角川書店 千葉 孝司 氏
26 十勝 ペイ・フォワード

法村 里恵／訳 （角川文庫）（帯広市在住）
H26.11月

志茂田景樹／著 坂本 陽子 氏
27 釧路 キリンがくる日

木島 誠悟／絵
ポプラ社

（釧路市在住）
H26.12月

佐々木十美／著
学研パブリ 森野 志保 氏

28 根室 日本一の給食 NHK「プロフェッショナル仕事
ッシング （別海町在住）

H27.１月
の流儀」制作班／協力
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■□■□■ 「おすすめの１冊」の詳細 ■□■□■

○ その１５～空知（平成２５年１２月発行「みんなでNo.28」）

○ その１6～石狩（平成２6年１月発行「みんなでNo２９.」）

『 砂 の 器 （上・下） 』
松本 清張／著 新潮文庫

中１の夏休みに母親に「書店で一番厚い文庫本を買ってき

て。」と頼んで読み始めたのがこの本。

読み始めると難しく内容が理解できない。何度も読み返し

ているうちに私だけの映画のように頭の中で映像化された。

何年か前にこの小説がテレビドラマ化され、タイトルを聞

いた途端に初めて読んだ長編小説を思い出した。そして、ド

ラマと頭の中の映像を比べていた。

読み終えたときに達成感を味わえます。ぜひチャレンジし

てみてください。

☆本を紹介していただいた方☆

村中 奈穂子氏（栗山町在住）
◇有限会社 西岡建設 常務取締役

◇「くりやまの匠たち」代表

・「くりやまの匠たち」は、木と触れ合い、木で物を作る楽しみを感じることをとおして、

子どもたちが心豊かに育つことを目指し、栗山町内の様々な組織や団体と連携し、「くり

やま匠まつり」の企画・運営に取り組んでいる。

『 兎 の 眼 』
灰谷 健次郎／著 角川文庫

「先生の力ってすごいなぁ」と強く感じた一冊です。

小学校の先生とさまざまな課題を抱える子どもたち、厳し

い生活環境にある親たちが織りなす物語です。

私が最も心に残ったのは、小谷先生と鉄三くんのお話です。

鉄三くんは言葉が少なくぶっきらぼうで、しかもハエの収集

が唯一の楽しみという設定です。大人の側としては、衛生上

止めさせたいと思うところですが、なんと小谷先生はハエ研

究へと昇華させ、鉄三くんを「ハエ博士」として成長させて

しまうのです。鉄三くんだけでなく小谷先生が出会いによっ

て変化していく姿も素敵です！

児童文学ですが、大人にもおすすめです。

☆本を紹介していただいた方☆

吉岡 亜希子氏（札幌市在住）
◇「父親ネットワーク北海道」事務局長
◇「さっぽろ子育てネットワーク」事務局次長

・道内各地で頑張っている父親グループの交流と励まし合いを目指して活動中。

・北海学園大学や北翔大学等で子育て支援や社会教育関連の講義を担当している。

・「親が育ち合う地域づくり」が研究テーマ。
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○ その１7～後志（平成２6年２月発行「みんなでNo.３０」）

○ その１8～胆振（平成２6年３月発行「みんなでNo.３１」）

『リーダーになる人に知っておいてほしいこと』
松下幸之助／述 松下政経塾/編 ＰＨＰ研究所

いつも郷土を元気にしたいと考えていました。

「なぜ誰もやろうとしないのか？」「なぜ誰もやらないのか？」

そんなことを考えていたとき、この本が書店で目に入りました。

この本にはリーダーとして、人間として、こうあるべきだ

ということが多く書かれており、その一つひとつの言葉は非

常に重く、感慨深いものです。

「同じ想いをもっている人は必ずいる、人任せではなく、

自分が先頭に立ち、仲間と共に地元を元気にしていこう。」そ

う決意させてくれた一冊です。

“何かをやりたい”と、強い想いを抱いている方におすすめします。
．．．．．．．．．．．

☆本を紹介していただいた方☆

松本 遊 氏（神恵内村在住）
◇神恵内村魅力創造研究会会長

・魅力創造研究会は平成24年9月、地元の若手を中心に、地域を元気にしていく有志団体とし

て12名で設立。現在は会員数22名。

・フェイスブックを利用して神恵内村の魅力を毎日発信しているほか、神恵内音頭と盆踊り

を復活させたイベントや道の駅イベントなど、地域が元気になるための事業を実施。

・神恵内村魅力創造研究会フェイスブックページ http://www.facebook.com/kamoenaimiryokusouken

『葉っぱのフレディ ―いのちの旅―』
レオ・バスカーリア／作 みらいなな／訳 島田光雄／画 童話屋

この本を読むと、“いのち”について深く考えさせられます。

今、命を“もの”のように思う人、命の価値や大切さを忘れ

がちな人が増えているのではないかと思います。

永遠の命へとつながる意味を、四季を通して“変わる”とい

う言葉で表現した内容で、葉っぱの一生から自分自身の生活

を振り返り、考えていただく機会となることを願っています。

今年、喜寿を迎える私は、読み直してみて、最後には「こ

んなにいろいろなことができたよ」って、自分の今までを笑

えるように、日々を過ごしたいと思いました。

子どもからお年寄りまで、あるいは親子で一緒に、みんな

に読んでもらいたい本です。

☆本を紹介していただいた方☆

青木 佐智子 氏（洞爺湖町在住）

◇洞爺湖スポーツクラブ会長

◇洞爺湖レクリエーションクラブ会長

◇ウィメンズネットワーク洞爺湖会長

◇洞爺湖町社会教育委員
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○ その１9～日高（平成２6年４月発行「みんなでNo.３２」）

○ その２０～渡島（平成２6年５月発行「みんなでNo.３３」）

『いちごばたけのちいさなおばあさん』
わたり むつこ／作 中谷 千代子／絵 福音館書店

雪解けのこの季節には必ず子どもたちに読み聞かせる一冊

です。

素朴なタッチの絵も好きですが、お話の内容が好きです。

おばあさんが１つ１つイチゴに色を付けていて、その色は

地下深くにある緑色の石を砕いて水を加え、イチゴの色を作

っているなど・・・普通では考えられない発想が素敵と感じ

られる絵本です。

現代、想像力が乏しいと言われている子どもたちにもこん

な素敵な想像力や発想力が備わったらいいなぁ～と期待を込

めて読み聞かせています。

☆本を紹介していただいた方☆

土橋 三智子 氏（日高町在住）
◇読み聞かせの会「絵本のとびら」及び「とねっこおはなしの会」会員

◇北海道教育委員会インターネット教育モニター（平成26年度より）

・定期的に小学校、福祉施設及び児童館における絵本の読み聞かせを実施している。

・10年近い幼稚園教諭のキャリアを活かし、読み聞かせの会では、絵本の読み方の技術を会

員に伝えるなど、指導的な立場にある。

・託児ボランティアのサークルで子育て支援の活動にも携わる。

・町教育委員会主催の「学生ボランティア学習サポート事業」の運営の協力など社会教育の

活動に精力的に取り組んでいる。

『まってる。』
デヴィッド・カリ、セルジュ・ブロック／著 小山 薫堂／翻訳 千倉書房

「あぁ、私はあの時、○○を『まってる』をしていたんだ」

そんな時間のやさしさに気づかせてくれる絵本。

例えば、おやすみのキス、運命がつながる日、たのしい週末、仲なおりのきっ

かけ、「さようなら。ありがとう」って言わなきゃいけない日、あたらしい家族…

私たちが人生で出会う『まってる』を、真っ赤な毛糸とおしゃれなイラストで

つないでくれる。

「そうか、あの人も今は、『まってる』のかな」って想像するのも楽しくなる。

☆本を紹介していただいた方☆

澤田 加奈子 氏（函館市在住）
◇一般財団法人北海道国際交流センター（HIF）

国際人材育成セクション「はこだて若者サポ

ートステーション」プログラムコーディネーター

◇函館西部地区バル街実行委員

・地元の若者の就労支援を展開している。

・きものdeバル実行委員会代表として、まちを楽しむ

こと、着物に気軽に触れる機会を提供している。

・「ちいさなしあわせパン☆」広報担当として、地元の食材を積極的に取り入れたパンをPRし

ている。
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○ その２１～檜山（平成２6年６月発行「みんなでNo.３４」）

○ その２２～上川（平成２6年７月発行「みんなでNo.３５」）

『おこだでませんように』
くすのき しげのり／作 石井 聖岳／絵 小学館

七夕の絵本を探している時に、題名に魅かれ

て手にした一冊です。

七夕飾りの短冊に書いた主人公の「ぼく」の

お願いが、「おこだでませんように」。

親として、わが子の気持ちを思い、胸が熱く

なり、「ごめんなさい」という言葉しかでませ

んでした。

子どもたちに読み聞かせをすると、本の「ぼく」

の気持ちがわかるのか、静かに聞いてくれます。

大人が読んでも、子どもが読んでも、感動が

共有できる一冊です。

☆本を紹介していただいた方☆

小川 ひとみ 氏（今金町在住）

◇読み聞かせボランティア「マザーズぽけっと」代表

◇渡島・檜山ボランティアネットワーク「たんぽぽ」代表

・町内のこども園、小学校、老人保健施設等、子どもから高齢者まで、幅広い年齢の地域の方々

に、手作りの大型しかけ絵本や人形劇などを使って、お話の楽しさを伝えている。

※平成２２年度ほっかいどう子育て応援大賞受賞

『不屈の翼～カミカゼ葛西紀明のジャンプ人生～』
岡 崎 敏／著 日刊スポーツ出版社

同じ下川町出身の大先輩で、７度のオリンピックに出場し、

ソチオリンピックでは、個人銀メダル、団体銅メダルを獲得

した葛西紀明選手が、どのような経験や生活をしてきたのか

に興味があり、本書を手に取りました。

辛いことや思うような成績が出なくてもそれをバネに頑張

るポジティブな人間性や、誰よりも「勝ちたい、勝つ」とい

う強い気持ちをもってトレーニングに取り組み、365日、ス

トイックにトップアスリートとしての生活を送っている姿が

描かれています。

スポーツ選手として、素晴らしい素質があるだけでなく、

それ以上に努力を欠かさない葛西選手の姿勢に感動しました。

☆本を紹介していただいた方☆

伊藤 将充 氏（下川町在住）
◇下川商業高等学校２年生

◇平成26年度全日本スキー連盟ジャンプ競技ナショナルチームのジュニアＡチーム選出

・2011～2013雪印メグミルク杯全日本ジャンプ大会（ジュニアの部）で中学生では初となる

３連覇を果たすなど、今後の活躍が期待されている。
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○ その２３～留萌（平成２6年８月発行「みんなでNo.３６」）

○ その２４～宗谷（平成２6年９月発行「みんなでNo.３７」）

『りんごかもしれない』
ヨシタケ シンスケ／著 ブロンズ新社

皆さん、もし唐突に空いた時間ができたら何をしますか？

スマホや携帯ゲーム機で遊ぶ？それとも手帳とにらめっこ

するでしょうか？

「想像力は知識よりも大切である」これはアインシュタイ

ンの言葉です。想像する力が今の便利さをつくったといって

も決して過言ではないと思います。

でも、今の世の中、子どもでさえ何もせず空想の世界に浸

ることがとても難しいと思いませんか。

そんな時にこの本をぜひ読んでもらいたいのです。もちろん大人

にも。読めばきっとリンゴを見るたびに空想の世界に浸れるはず。

あなたも自分の想像力を大切にしてみませんか？

☆本を紹介していただいた方☆

大西 倫美 氏（天塩町在住）
◇天塩町図書ボランティア・サポーター

◇絵本サークル「こぱんだ」会員

・自宅のスペースで、絵本の貸し出しや子どもたちと遊べる場所として一般開放する

「ばりぼー文庫」を開設。

・読み聞かせ会などで地域の子どもたちに読書の楽しさを伝えている。

『北海道浪漫鉄道』
田村 喜子／著 新潮社

明治２７年３月、北海道庁長官北垣国道（きたがきくにみち）

の命を受け、帝国大学工科大学教授であった田辺朔郎（た

なべさくろう）は全長１６００キロメートルにも及ぶ鉄道敷設
調査の大役に就きました。

当時、物流の大動脈である鉄路敷設は、北海道の開拓を

大きく進め、ロシアの脅威への護りを固める上でも重要な

仕事でした。この作品は、自然災害等のトラブルを乗り越
えながら、地元住民の声を聞き、地質調査、工法の選定、

人員や物資の確保を進める田辺の姿を描いた実話です。

技術者や技術者を志す若い人たちに、多くの示唆を与

えるものと確信しています。

☆本を紹介していただいた方☆

富田 伸司 氏（稚内市在住）
◇株式会社富田組 代表取締役社長

◇稚内市歴史・まち研究会代表

・「稚内市歴史・まち研究会」は、稚内市にある歴史的建築物の保存活動を通して、歴史

文化の広報活動や市民の意見の取りまとめを行い、活力ある地域づくりを行っている。

・本会が行っている稚内赤レンガ通信所の維持奉仕活動など（活動名称「未来人への贈り

物★宗谷防人物語」）が、日本ユネスコが選ぶ「プロジェクト未来遺産」に選ばれた。

http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BD%A1%C3%AB
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%CB%C9%BF%CD
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○ その２５～オホーツク（平成２6年１０月発行「みんなでNo.３８」）

○ その２６～十勝（平成２6年１１月発行「みんなでNo.３９」）

『もぐらのバイオリン』
デイビッド・マクフェイル／著 野中 ともそ／訳 ポプラ社

ある日、もぐらは憧れていた素敵な楽器を手にします。

それはバイオリン。

何年もの間、懸命に練習を重ね、雑音しか出なかったバイ

オリンは心地よい音楽を奏で始めます。

「おれの おんがくが せかいを かえられるかもしれな

い！」と、もぐらは夢を描きますが、「いやいや」と、自分の

思いつきを笑います。

しかし、その頃、地上で起きていた奇跡とは・・・・。

謙虚でひたむきに音楽を奏でるもぐらに、勇気と希望を与

えられる一冊です。

☆本を紹介していただいた方☆

谷藤 万喜子 氏（遠軽町在住）

◇フルート奏者

・夫の本田優一郎氏（作・編曲家、ギター奏者）とユニット「ホラネロ」を結成。

・平成24年から活動の拠点を東京都から遠軽町に移し、精力的に活動している。

・日本民謡をはじめ、オホーツクに因んだ「コスモス」、「シバザクラ」、「オブシディア・

ソング（黒曜石の歌）」など地域色に溢れたオリジナル曲に定評があり、日本各地で

ツアーを行っている。

かな

『ペイ・フォワード』
キャサリン・ライアン・ハイド／著 法村 里恵／訳 角川文庫

「世界を変える方法を考え、それを実行しよう」

そんな宿題が出されたら、あなたならどうしますか？

「ぼくが３人に何かいいことをする。彼らがお返しをした

いと言ったら、他の人に返してもらう」１２歳のトレヴァー

は、そんなアイデアを思いつき実行します。

多くの人が幸福になるはずでしたが、なかなかうまくいか

ず計画は失敗したかに見えます。でも善意のパスはひそかに

進んでいくのです。

映画にもなり全世界の人が感動した物語。誰かのために行

動してみたい。そんなさわやかな気持ちになれます。

☆本を紹介していただいた方☆

千葉 孝司 氏（帯広市在住）

◇音更町立音更中学校教諭

◇十勝ライフスキル教育研究会代表

・カナダの高校生２人が始めた世界的いじめ反対運動ピンクシャツデーの普及に取り組んでいる。

・著書に「いじめは絶対ゆるさない－現場での対応から予防まで」（学事出版）等がある。
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○ その２７～釧路（平成２6年１２月発行「みんなでNo.４０」）

○ その２８～根室（平成２７年１月発行「みんなでNo.４１」）

『キリンがくる日』
志茂田 景樹／文 木島 誠悟／絵 ポプラ社

「はやく、キリンにあいたいなあ…･･･。」からっぽのキリ

ン舎の前でつぶやく男の子。

「キリンがくる日」は、「きたのどうぶつえん」を舞台に、

キリンが大好きな男の子と、動物園の園長さんとの心の交流

を描いたお話です。「いのち」の輝きと動物園で働く人々の熱

い思いが伝わってきます。

この絵本は、釧路市動物園にキリンを贈る市民活動を知っ

た志茂田先生、木島先生、ポプラ社の方がご厚意で作ってく

ださった幸運の絵本です。たくさんの方々の熱い思いと愛が、

この絵本に込められています。

待望のキリン２頭、スカイ君とコハネちゃんが動物園にや

って来てくれました。仲良く元気に育ち、みなさんの来園を

「首を長くして」待っていますよ。

☆本を紹介していただいた方☆

坂本 陽子 氏（釧路市在住）

◇釧路市動物園スペシャルアドバイザー

・市民団体「チャイルズエンジェル」を結成し、釧路市動物園にキリンを贈る募金活動を展開する。

・支援の輪は、市民や学校、企業等に広がり、２頭のキリンの寄贈が実現した。

『日本一の給食』
佐々木 十美／著 NHK「プロフェッショナル仕事の流儀」制作班／協力 学研パブリッシング

昨年10月、置戸町の食のアドバイザーである佐々木十美さん

の講演会があり、「食事はえさではありません」「当たり前の

ことを当たり前に」という言葉や実体験に基づくお話をお聴きし、

十美さんの揺るがぬ信念と優しさに触れることができました。

この本の中で十美さんは、未来をつくる大切な子どもたち

を支えるのは、毎日の食事なのだと強く私たちに訴えています。

「すべてはこどもたちのために」の思いをもって、おいし

さと安心を追求する”給食の母“佐々木十美さんの本『日本

一の給食』は、大切な食事を作る多くの皆さんに読んでいた

だきたい一冊です。

☆本を紹介していただいた方☆

森野 志保 氏（別海町在住）

◇別海町教育委員会別海中央公民館主査

◇1994年リレハンメルオリンピック日本選手団スピードスケート選手

（スピードスケート女子1000ｍ６位入賞）

◇1998年長野オリンピック日本選手団スピードスケート選手

◇北海道教育推進会議委員（第３・４期）

◇北海道青少年育成運動指導員


