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「みんなで」発行管内 書 名 作 者 出版社 推薦者

H25.7.3110 宗 谷 金持ち父さん 貧乏父さん ロバート・キヨサキ 筑摩書房 尾崎 篤志氏、
シャロン・レター／著 （稚内市在住）
白根 美保子／翻訳

H25.8.3011 オホー 木 幸田 文／著 新潮社 大西 重成氏
ツク 新潮文庫 （津別町在住）（ ）

H25.9.3012 十 勝 だから僕は船をおりた ～東 近江 正隆／著 講談社 小田 新紀氏
京生まれの元漁師が挑む、フ （幕別町在住）
ードアクション

H25.10.3013 釧 路 マイクロソフトでは出会えな ジョン・ウッド／著 ダイヤモン 阿部 俊亮氏
かった天職 ～僕はこうして 矢羽根 薫／訳 ド社 （釧路市在住）
社会起業家になった～

H25.11.2714 根 室 アハメドくんのいのちのリ 鎌田 實／著 集英社 渡辺 信子氏
レー 安藤 俊彦／絵 （根室市在住）

ピーター・バラカン／英文抄訳

■□■□■ ■□■□■「おすすめの１冊」の詳細

）○ その１～空知（平成２４年１０月１１日発行 「みんなで No.13」

北海道で活躍されている方々による「おすすめの１冊 〈その１ 空知〉」

『あらしのよるに』
作・木村裕一 絵・あべ弘士 講談社

絵本は、言葉にならない感覚的なことを、伝えることができるも

のだと思います。そして、生きる上でとても大切なメッセージは、

言葉で説明できないことの方が多いような気がします。

私は、本を読むときは、文字ではなく、行間を読むことを大切に

したいと思っています。人と話すときも、その言葉に隠れている想

いを大切にしています。

この絵本は、木村先生の言葉と、あべ先生の絵によって、とても

大切なメッセージを伝えてくれています。

☆今回、本を紹介していただいた方

氏（滝川市在住）○ 佐々木健一郎
・ そらぷちキッズキャンプ」の施設管理責任者「

・アジア初となる難病の子どものための医療ケア付自然体験施設「そらぷちキッズキャン

プ」の建設・運営に奮闘中！

→「そらぷちキッズキャンプ」のホームページhttp://www.solaputi.jp
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）○ その２～石狩（平成２４年１１月１日発行 「みんなで No.14」

）○ その３～後志（平成２４年１２月６日発行 「みんなで No.15」

北海道で活躍されている方々による「おすすめの１冊 〈その２ 石狩〉」

『20歳のときに知っておきたかったこと』
スタンフォード大学 集中講義

阪急コミュニケーションズティナ・シーリグ／著

「草野さんにきっとピッタリだと思います」と知人にすすめられ

て読んだ一冊。常識を疑うことに目を向けて、そこから新しいアイ

ディアを形にしていくプロセスがたくさん書かれてあります。

今でも、勉強や仕事で“行き詰まり感”を感じているときに読み

返すことで、頭がリフレッシュされ、次の解決方法を探す一歩につ

ながっています。

私にとっては確かに「ピッタリな」一冊でした。

ぜひ、みなさんにも一度は読んでいただきたいと思います。

☆今回、本を紹介していただいた方☆

氏（札幌市在住・環境NGO ezorock 代表理事）○ 草 野 竹 史
持続的な北海道の実現に向けて「世代間」を切り口に、まちづくりや地域づくりなどを展開・
。 「 」 。中 生徒のみなさんが 何か一歩を踏み出したい と思ったときの力になれたらと思います

北海道で活躍されている方々による「おすすめの１冊 〈その３ 後志〉」

『リッツ・カールトンと日本人の流儀』
人を動かす「洋の言葉」と「和の心」

ポプラ社高野 登／著

世界にホテルを展開するザ・リッツ・カールトンで「サービスの

真髄」を極めた著者が伝える「ホスピタリティ 。世の中や誰かの」

ために貢献できること、働くことが人生の価値である。それに気づ

いた時、体験できた時、人は成長する。人の成長とは 「人の心に、

寄り添い、人の思いを感じる力を身につける」こと。

そのために人は何をすべきなのか？

あなたならどうしますか？

教室で、学校で…。その問いに対する明確な答えが「日本人の流

儀」としてまとめられています。一歩一歩、大人に近づいている中

高生のみなさんにお薦めします。

☆今回、本を紹介していただいた方☆

氏（真狩村在住）○ 佐々木 剛
・後志管内家庭教育サポート企業ネットワーク「さぽネットしりべし」代表

・北海道福心会真狩羊蹄園施設長 ・真狩村社会教育委員

・真狩村子どもたちの読書活動推進委員 ・真狩村地域づくりミーティング主宰
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）○ その４～胆振（平成２５年１月１７日発行 「みんなで No.17」

）○ その５～日高（平成２５年２月１８日発行 「みんなで No.18」

北海道で活躍されている方々による「おすすめの１冊 〈その４ 胆振〉」

『 男 の 作 法 』

池波 正太郎／著 新潮文庫刊

時代小説で有名な著者の洒脱な人柄がにじみ出ているエッ

セーです。

作法と言っても難しいことはなく、祖父の粋なぼやきに耳

を傾けている感じ。少し背伸びをしてでも社会人になる前に

読んでおきたい１冊です。

☆今回、本を紹介していただいた方☆

氏（苫小牧市在住）○ 長岡 弥生
・２００２年 ソルトレークシティーオリンピック

スピードスケート 女子１５００ｍ 日本代表

北海道で活躍されている方々による「おすすめの１冊 〈その５ 日高〉」

『 泥 か ぶ ら 』

眞山美保／原作 くすのきしげのり／文 伊藤秀男／絵 瑞雲舎

みにくいから、きたないからと「泥かぶら」と呼ばれ、ひどい仕

打ちを受けている女の子がいました。

強い心をもち、人の身になって生きること。人が生きるうえで一

番大切なこと。初演以来６０年 「劇団 新制作座」によって日本、

全国で上演されてきた感動の舞台劇が絵本になりました。

人間も心についた泥を落とすことができれば、人間の本質にある

美しい真心が現れるのでは・・・心に何かを感じさせてくれる一冊

です。

☆今回、本を紹介していただいた方☆

氏（新冠町在住）○ 武田 明美

◇新冠町読み聞かせの会「びっくり箱」代表

・毎月２回、新冠町レコード館図書プラザでおはなし会を実施

・手作り大型絵本や人形劇を作成し、町内認定こども園をはじめ、新ひだか町、日高町、平

取町、むかわ町などにも出向いて公演

＊「平成２４年度子ども若者育成・子育て支援功労者表彰 （内閣府）において、子育てと子」

育てを担う家族を支援する活動の紹介対象事例に選出される。

◇新冠町放課後子ども教室運営委員長

◇絵本セラピスト協会認定絵本セラピスト



- 5 -

）○ その６～渡島（平成２５年３月２７日発行 「みんなで No.19」

）○ その７～檜山（平成２５年４月１８日発行 「みんなで No.20」

北海道で活躍されている方々による「おすすめの１冊 〈その６ 渡島〉」

『 どうぶつ句会 オノマトペ 』
あべ 弘士／作・絵 学研

表紙のふくろうの「目 。絵本はとうの昔に卒業した私を」
惹きつけたものは、その見透かすようなまなざしでした。

おすすめの本は『どうぶつ句会 オノマトペ 。アラスカ州』
出身なのに「雪野 袋」という名のふくろうが、様々な動物
たちと素敵な俳句を詠んでいます。あべ氏の描く動物はどれ

。 、「 」 。も魅力的です そして 雪野 袋 は優しいふくろうでした
“ふくろうの ジーっと見る目に 愛がある”

。 。…川柳になってしまいました 皆さんも一句どうでしょうか

☆今回、本を紹介していただいた方☆

氏（七飯町在住）○ 庄司 証
・北海道教育大学非常勤講師 ・函館圏フリースクールすまいる代表
・チーフーキリスト教学園教頭

北海道で活躍されている方々による「おすすめの１冊 〈その７ 檜山〉」

『 五 体 不 満 足 』

／著 講談社乙武 洋匡

この本は、一般書籍の部数記録としては日本第３位の記
録を持っている大ベストセラーです。学校の図書館にもあ
ると思うので、読んだことがある人もたくさんいるのでは
ないでしょうか。

みなさんは 福祉 という言葉の意味がわかりますか？、「 」
「高齢者や障害のある人を助ける 」ということを思い浮。

かべるでしょうか。しかし、本当の意味は 「国民、世の、
中の人すべての幸せ」ということなのです。

では 「幸せ」とはどういうことでしょう。それは 「人、 、
間みんなが仲良くする」ことだと、私は考えています。

「障害があることは、不便です。しかし、不幸ではあり
ません このフレーズに代表されるように この本には 幸」 、 「
せ」に生きるためのヒントがたくさん詰まっています。

ぜひ、読んでみてください。

☆今回、本を紹介していただいた方☆

氏（江差町在住）○ 樋口 英俊
・社会福祉法人 江差福祉会知的障害者援護施設 常務理事・総合施設長

江差福祉会では、知的障害者の施設入所支援や生活介護、就労継続支援など、様々な福祉

サービスを総合的に提供しています。

現在、授産施設である「あすなろパン」で製造している「災害備蓄用パン」は、年間出荷

数６００万缶突破のヒット商品となっています。
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）○ その８～上川（平成２５年５月２０日発行 「みんなで No.21」

）○ その９～留萌（平成２５年６月２８日発行 「みんなで No.22」

北海道で活躍されている方々による「おすすめの１冊 〈その８ 上川〉」

『 モ チ モ チ の 木 』

斎藤 隆介／作 滝平 二郎／絵 岩崎書店

「モチモチの木にひがともる。それは勇気のある子どもしか見ることはできな

い… 」。

（ ） 、 。一人でセッチン トイレ に行けない豆太は 自分はだめだとあきらめていた

ある日の夜中、腹痛に苦しむじさまに気付き、豆太は必死で夜道を走った。医

、 。者におぶさって戻る道で豆太が見たのは 夢のように輝くモチモチの木だった…

豆太とじさまの絆が胸を打ち、本当の勇気は何かを考えさせられる、心に残る

一冊です。

☆今回、本を紹介していただいた方☆

氏（士別市在住）○ 髙橋 稔
北海道社会教育委員・

・士別市社会教育委員

・上川管内家庭教育サポート企業ネットワーク「上川２３ネット」代表

・Ｔ’sハウス髙橋建設株式会社代表取締役

北海道で活躍されている方々による「おすすめの１冊 〈その９ 留萌〉」

『 奇跡の一本松 大津波をのりこえて 』

／絵・文 汐文社なかだえり

平成23年3月11日の東日本大震災で、高田松原のみ

んなに愛されていた７万本の松が、大津波で根こそぎさ

。 。らわれてしまった その中で一本の松だけが残っていた

「おおーい、だれかいねえのがー？」

しかし、だれの返事もかえってこなかった。

、 。 、この書き出しで 絵本が展開されていきます そして

一本松をとおして村人たちとの強い絆が語られ、復興へ

の思いがみなぎっている一冊です。

☆今回、本を紹介していただいた方☆

氏（留萌市在住）○ 塚田 亮二

ＮＰＯ法人留萌体育協会理事長・
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）○ その１０～宗谷（平成２５年７月３１日発行 「みんなで No.23」

）○ その１１～オホーツク（平成２５年８月３０日発行 「みんなで No.24」

北海道で活躍されている方々による「おすすめの１冊 〈その１０ 宗谷〉」

『 金持ち父さん 貧乏父さん 』

ロバート・キヨサキ、シャロン・レクター／著
白根 美保子／翻訳 筑摩書房

私が、２２歳か２３歳のころ、この先の生き方を考えてい

たときに、手にしたのがこの本です。

単なるお金持ちになるためのハウツー本として紹介されて

いることもありますが、私にとっては、幸せとは何か、生き

ていくということはどんなことかを考える大きなきっかけと

なった一冊です。

☆今回、本を紹介していただいた方☆

氏（稚内市在住）○ 尾崎 篤志
ペットショップカナリアを経営する傍ら、ＮＰＯ法人「街にいき隊ＰＲＯ」の代表理事な・

ど地域の活性化に力を注いでいる。

・ この街を次に担うのは子ども達！」と考え、ストリートバスケやミニ動物園などの各種「

イベントも行っている。

・ 街にいき隊」ＨＰのURL http://www.machiniikitai.com/index.html「

北海道で活躍されている方々による「おすすめの１冊 〈その１１ オホーツク〉」

『 木 』

幸田 文／著 新潮文庫刊

木」に会いに行く話です 「木」も人と同じように生きています。「 。

作者の幸田氏は、日本全国にある、えぞ松・ひのき・杉・ポプラ等を実際に見

、 、 。て歩き それらの木たちと愛情をもって向き合い １４篇の随筆に著しています

その中でも、我々が暮らす北海道で見ることのできる「えぞ松の更新」の話が

胸に響きます。 ～ えぞ松の老木が倒れると、その上に種が発芽し、一列一直線

一文字に新たな生命が誕生する（倒木更新）～ 人間を含めてこの地球上で綿々と

引きつがれてきた全ての生命の不思議さと生命力に満ちた、力強くも美しい一冊

です。

☆今回、本を紹介していただいた方☆

氏（津別町在住）○ 大西 重成

東京を拠点として活動し、イラストレーションを中心に数々の作・

品を国内はもとより、世界に発表。

・後に、発表と創作の場として津別町に私設美術館「シゲチャンラ

ンド」を開設。

・現在は、シゲチャンランドの館長であり造形作家でもある。

・ シゲチャンランド」ＨＰのURL「

http://www9.plala.or.jp/wl-garden/shigechanland/
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）○ その１２～十勝（平成２５年９月３０日発行 「みんなで No.25」

～～～学校・家庭・地域の情報連携 「みんなで」について～～～

北海道教育委員会では、子どもの学力の向上とその基盤となる豊かな心の育成や信
頼される学校づくり、家庭・地域の教育力の向上を目指し、学校、家庭、地域が互い
に連携し、それぞれの役割をしっかりと果たすことができるよう、支援しています。

情報通信「みんなで」は、こうした支援の一つとして、北海道教育委員会の取組を
積極的に情報発信しているものです。

「みんなで」のウェブページはこちらです。
http://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/sgg/kcs/minnade.htm

「 」北海道 朝読・家読運動
イメージキャラクター
「ぶっくん」

北海道で活躍されている方々による「おすすめの１冊 〈その１２ 十勝〉」

『 だから僕は船をおりた
』東京生まれの元漁師が挑む、フードアクション！

近江 正隆／著 講談社

人が生きていくために大事なもの・・・それは「食 。本当に」

日本を支えているのはどこなのか。

著者は、現在、浦幌町に在住。東京生まれだが、海に憧れ漁

師を志して北海道を放浪。漁業に従事する一方、インターネッ

トショップで売り上げNO.1を誇ったが、一つの海の事故をき

、 「 」っかけに 目の前にある幸せではなく 未来の子ども達のため

に転職。

学校教育と連携した新しい町おこし事業を展開中。著者の語

る「本当の価値」とは。

今、日本が大きく変わろうとしています！

☆今回、本を紹介していただいた方☆

氏（幕別町在住）○ 小田 新紀
ＮＰＯ法人幕別札内スポーツクラブ「Spo-RE（スポーレ 」クラブマネジャー・ ）

・ Spo-RE（スポーレ」ＨＰのURL http://satsunaisc.east-hokkaido.co.jp/index.html「
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）○ その１３～釧路（平成２５年１０月３０日発行 「みんなで No.26」

）○ その１４～根室（平成２５年１１月２７日発行 「みんなで No.27」

北海道で活躍されている方々による「おすすめの１冊 〈その１３ 釧路〉」

『マイクロソフトでは出会えなかった天職
～僕はこうして社会起業家になった～』

ジョン・ウッド／著 矢羽根 薫／訳 ダイヤモンド社

一人の人間の思いだけで世界を変えられるか…それは難しい。でも、一人の人
間が世界を変える“きっかけをつくる”ことはできる。

人のために生きるということのカッコよさ、行動することの大切さ、そして何
より子どもの笑顔の素晴らしさを実感することができる本。
“今”に不満があり未来を変えたいと思うのなら、愚痴をこぼさずに、とにかく
自分ができることをやろう！！この本がきっかけの一つとなり、私は今、市民活
動を行っています。

☆今回、本を紹介していただいた方☆

氏（釧路市在住）○ 阿部 俊亮

家庭や団体等で不要になった本を引き取り、クリーニング・・

補修した上で、本を必要としている子どもたちへのプレゼン

トや、学校・保育施設・子育て支援グループ・福祉施設などへの

無償提供に取り組む市民活動団体「くしろブックシェアリン

グ」の代表

・ くしろブックシェアリングのFacebook「

北海道で活躍されている方々による「おすすめの１冊 〈その１４ 根室〉」

『アハメドくんのいのちのリレー』

鎌田 實／著 安藤 俊彦／絵

ピーター・バラカン／英文抄訳 集英社

「パレスチナの１２歳の少年アハメド君は、買い物に行く途中、イスラエル兵

に銃撃をうけて殺された。父親は、その少年の臓器移植を宗教民族をこえて承諾

する。命をつなぐために。あなたならどうしますか 」。

これは 「子どもの本を読む会」の７月例会案内です。この紛争地域で怒りや憎し、

みを横に置いて平和を願った人たちがいたのです。著者で医師でもある鎌田實さ

んの世界の人に知ってほしい想いが強く伝わってきます。

☆今回、本を紹介していただいた方☆

氏（根室市在住）○ 渡辺 信子

子どもの本を読む会」代表・「

・この会は、昭和４６年１２月に発会し現在に至る

・会員は、３０代から８０代の２０名

・毎月一冊の本と一杯のコーヒーで例会を開く


