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大人も 子どもも えほん博 

特別講演会「えほんは しあわせの扉」 

日時：平成２５年９月８日（日）１０：０５～１１：５３ 

場所：四万十市役所 ３階会議室 

主催：四万十市立図書館 

概要：会場には３０人ほどの親子が集まり、絵本読みをただ

聞くのではなく、相づちや拍手、ラーメン体操など、体

を使いながら、参加型で進む読み聞かせで、会場は一体

感で包まれました。本読みが、読み聞かせの子どもだけ

でなく、読む側の大人にも良い効果があることの紹介や、

大人が子ども一人のために読み聞かせの時間を確保して

くれたことの意味など、エピソードなどをまじえながら

の約２時間でした。 

内容： 

○司会：四万十市立図書館 シミズ 

・昨年１１月に「四万十市子ども読書活動推進計画」を策定。 

・読書を通じ感性、考える力、生きる力を磨き、豊かな自己表現力や発想力を身につけることを

目標に、読書の機会の提供。その取り組みの一つとして絵本の展示や講演会を実施。 

・今日の講演会は、高知市の「えほんの店 コッコ・サン」の店主、森本智香さん。 

・１９９９年１月に高知市に開業 http://www.coccosun.com/ 

・２０００年から小中学校での「選書会」 中筋小学校でも先日開催。子どもたちと一緒に本を

選ぶ 

・２００６年  

・２００７年オズ高校で抗議も 

・松山店をオープン 

・いっしょに本を選ぶ「選手会」 かけがえのない思い出づくり、人を強くする。子育てに絵本

を取り入れることはとても大切なこと。自らが本を選ぶ選書会を実施。１３０校で実施。いっ

しょに本を選ぶことで、本とは何かというエピソードをもらう。 

・本の持つ力についてお話しいただく。 

 

10:09～11:04 「えほんは しあわせの扉」                         

○講師：森本知恵 えほんの店 コッコ・サン、ＮＰＯ法人子どもと本をつなぐ会 

 

○はじめに 

・「コッコさ～ん」と呼んでいただければ、嬉しいです。 

・講演会では、最初、みなさん緊張しているのですが、絵本なのでリラックスして進めていきた

い。 
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○絵本を三つ 

◇「ぶた犬くんて なんてなく」 動物が三つ出てきます。猫、ぶた、犬 

いろいろな組み合わせで、いろいろな鳴き声を考えられる。 

 

◇「しろくまくんのパンツ」 パンツを

脱がさないと読めない絵本 今日は新し

い白色のパンツに履き替えたので、履いているのに履いていな

いと思っていただけでした。 大人もいっしょに楽しめる絵本。 

 

 

◇「つみき」 

・二人で力を合わせて、高く高く積み上げて。「積み

木 ひと～つ」「積み木 ふた～つ」と掛け声をか

けて、ぎょうぎょうしく積み上げていって下さい。 

「積んで～～」と会場のみんなからパワーをもらっ

て・・・ 

 

○えほんの店 コッコ・サン 

・１５年前に「えほんの店コッコ・サン」を開いた。絵本を広めたいとのコンセプトで始めたが、

いろいろな活動が増えてきて、何者かわからなくなっている。そこで、ＮＰＯ法人を立ち上げ、

いくつかの活動をＮＰＯに移しつつある。 

・コッコ・サンの基本理念 創意工夫をしよう。 

・高知店 新屋敷にある 

・松山店 ２０１０年１２月１２日にオープン 木材屋さんの倉庫でスタート。木材を買いに来

た人が絵本を買ってくれればいいと店を始めたとたん、木材屋さんが倒産。２０１２年７月に

閉店。 

・松山出身の絵本作家の山本孝さんの絵本 うちのお店が出演している。 

・４ヶ月後に、松山市の銀天街にオープン。街中に子どもたちを出てこさせたいと出店。松山市

には大きな街なのに、絵本屋さんが無かった。 

 

○選書会 

・自分たちで選んだ本があると、子どもたちが図書館に来るようになった。 

・１３０校 年間２万人に読み聞かせ。 

 

○ＴＶ番組「こうちｅｙｅ」の特集の放映映像から 

・絵本で絆つくり 南国市南小学校 

・お年寄りと児童が絵本でふれあい 

・ＰＴＣＡ 地域とＰＴＡがいっしょに活動 地域でのタマネギ収穫、餅つき大会 など 
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・地域の方々が学校行事に参加し、地域の元気、学校の元気につなごう。 

・子どもとおじいちゃんやおばあちゃんがそれぞれを知り合え、町中でも声を掛け合えるように

なる、地域の絆が出来る。 

 

○心と心をつなぐ本読み 

・「えほんの読み聞かせ」とせず「本読み」 おじいちゃんが「明日は、本読み、行くが～」と声

かけしていた。 

・読み聞かせというと、一人の読み手が、多くの子どもの前で読むことをイメージし、「私には出

来ない」となるが、読み聞かせの基本は１対１。 

・用意する本は、子どもに読ませたい本だけでなく、読み手に合わせた絵本、老眼鏡を忘れても

読める本とか。 

・親がいると子どもは緊張するが、親がいないと子どもはリラックスしている。 

 

○書籍「読み聞かせは心の脳に届く」 

・絵本を聞いているときの子どもの脳の前頭前野は「真っ青」。反応してい

ない。 

・一方、感情をつかさどる部分が激しく反応していた。 

 

・読み手の前頭前野 ただ読んでいたのでは反応は弱いが、子どもの反応を感じながら読むと激

しく反応している。 

・本読みは、「読み手」、「聞き手」の双方の脳に良いことがわかった。 

・おとしよりには、ディケアで歌を歌ったりしているより、読み聞かせをした方が良いはず！ 

・お年寄りとの活動を３年実践し、お年寄りの笑顔、幸せな空間が出来ている。 

 

・１５年前に絵本屋さんを始め、こんなに厳しい業種だとは思わなかった。 

・人は雇えない。いろいろな事務手続きは子どもたちに手伝わせたので、子どもたちは「絶対本

やさんにならない」という。いなずみ小学校に連れて行ったときに、お年寄りの元気な笑顔を

見て、「お母さんはええことしちょうね～」と言ってくれた。 

 

○エピソード 

・２００５年の１２月 特別支援学級のクリスマス会で「お話し会」。 

・中学２年生のケンちゃん 「僕はヤンキーです」と、みだれた制服。お話し会 少し聞いては、

ケンちゃんは廊下に出て行ってしまう。 

・最後に「ねずみくんのチョッキ」を読み始めると、ケンちゃんが「僕、その本好きです」と、

会の最後では、唯一感想を言ってくれた。 

・最後には「コッコさん、ありがとう」とお礼に戻ってきてくれた。 

・ケンちゃんがだんだん変わってきた。はだけていた学ランが、ボタンがとまっている。 

・ケンちゃんはボーダーと言われる知的障害を持った子。小学校には「ねずみくんのチョッキ」
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のシリーズがおいてあった。 

・本との出会いが、ケンちゃんの心の中の変化のスイッチを押した。 

・中学生にとって、絵本は大切な何かがあるのかなぁ。 

・まだ、確信はありませんでした。 

 

・２００６年 オズ高校との出会い 選択家庭科 たった６人しか選択してくれなかった。 

・高校生に質問した「みなさんの思いでの絵本は何ですか？」 

  「おとうさんはウルトラマン」 

   「白うさぎと黒うさぎ」 

・「それは、どんな思い出ですか？」 

   お母さんが読んでくれた 

   共働きだったので、幼稚園の先生が読んでくれた 

 

・どんな本を読むかも大事だが、どんな風に読むかが同じくらい大事。その子と一緒に楽しく読

むことが大切。 

・「今の気持ちを教えて」 

   幸せな気持ち 

・その空間も記憶される。 

 子どもから「お母さんは、昔から手が乾燥している人でしたか？ 絵本をめくるときに“カサ

ッ”という音がして、その音が好きでした」と言われた。 

・大きくなるにつれ、絵本を読まなくなる。でも、絵本との再会で、あの最初の楽しい思い出に

つながる。それも絵本の大切な力では。 

 

・大正町でこの話をした。 

教え子（７０歳）の同窓会 「先生が読んでくれた絵本がとても楽しかった」と。 

 

・えほんがしあわせの扉 おじいちゃんがこんなに幸せな気持ちで子供たちと絵本を通して過ご

せている。 

 

・「ネズミくんのチョッキ」のポプラ社に、ケンちゃんに電話で伝えたら、「作家に伝えます」と

のこと。ケンちゃんに本を送りますと、サイン入りの本が届いた。中学校に届けると、ケンち

ゃんはあまり感動無く受け取ってくれました。 

・私には３人の子ども 高校２年生 難しい時期。 

・ケンちゃんは今は２０歳を過ぎ、どんな大人になっているかなぁ。 

 

○みなさんにお願い 

・楽しく、楽しく、幸せに、絵本と出会わせて下さい。お願いです。 

・しあわせの扉は大人にも開かれている。絵本を手にすると、あんなに小さなかった子供たちの
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ことを思い出せる。 

 

○えほんは しあわせの扉 

・記憶は長く心に留まります。 

・その思いは人生を強くします。 

 

・彼は、少し乱暴なところがあり、先生が指導します。 

「体の中には、大切なものが入っているから、友達を叩いてはいけません」 

 しかし、彼はそれを理解できませんでした。だって、見えませんから。 

・ところが、選書会で並んでいる本の中から、人体の仕組みを描いた絵本と出会います。 

そして、体の中に、大切なものが入っていることを理解したのです。 

 理科の本が、道徳の本になった瞬間でした。 

・「体の中にあるものが、分かる本を持ってきてくれてありがとう。友達を叩かれんと思いました」

（特別支援学級 ２年生の男子） 

 

・子どもは、大人の思惑を超えて、感じる力を持っています。私たち大人は、その感性をどこま

で伸ばしてあげることができるのか？そして、信じてあげることが出来るのか？ 

・絵本の受け取り方は、子供たちの可能性 

 

◇講演会を聞いた方からの感想 

・幼い頃、ひいばあちゃんに寝物語でお話を語ってもらったことを思い出しました。ひいばあち

ゃんは、もう５０年も前に亡くなったのですが、今、顔を思い出しました。（７５歳 男性） 

・私は事情があって、両親と離れて暮らしています。だから、絵本を読んでもらった記憶はあり

ません。ただ、一度だけ、入院した時に母が読んでくれた絵本を思い出しました。その絵本を

宝物にします。（高校３年生 女子） 

 

・年齢を問わず、絵本を読んでもらった子供たちは、「大好きな大人が、自分一人のために時間を

使ってくれた」、「自分は大切にされている」という実感を持つように思います。 

・中学校や高校生になっても、絵本を読んであげるとうれしそうにしている姿から、そう感じら

れます。 

・絵本は、読書の入り口というような単純なものではなく、やはり、何か特別な力を持ってると

思います。 

・１冊の本が、人生を変えることだってあるんです。絵本は 幸せのとびら」 

 

・こどもたちに絵本を世雄見ますので、大人の方も一緒にどうぞ。 

 

11:04～11:06 準備 
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11:06～11:49 絵本の読み聞かせ                              

◇１冊目「だるまさん」 

 スピード 年齢が低ければ低いほど遅くします。 

 早いのは子供たちは得意です。遅いのは？？ 

 

◇２冊目「いい おかお」 

 音楽と歌で読み聞かせ 

 

・この２冊は赤ちゃん絵本です コミュニケーションをとりやすくしてあります。子どもから大

人まで、言葉がわからない外国の方にも通じました。 

・物語絵本 コミュニケーション絵本 反応を見ながら、アレンジして下さい。 

 

◇３冊目「うんちっち」 

 何を言っても「うんちっち」と答えるウサギの子 

 

◇４冊目「どうぶつサーカス はじまるよ」 

 うまく出来たら拍手をお願いします！ 

 サルくんのかわりに観客のブタくんが空中ブランコ 

 

◇５冊目「あかまるさんと くろまるさん」 

 変身ゴッコ 

 変身の時には「拍手」 

 

◇６冊目「ねこのピート」 

 新しい最近の本です 

  「しろいくつ かなり さいこう！」３回繰り返し 

  「あかいくつ かなり さいこう！」３回繰り返し 

  「あおいくつ かなり さいこう！」３回繰り返し 

  「ちゃいろいくつ かなり さいこう！」３回繰り返し 

  「ぬれたくつ かなり さいこう！」３回繰り返し 

 

◇７冊目「おじいちゃんのおじいちゃんのおじいちゃんのおじいちゃん」 

 

11:34～11:37 ラーメン体操  

 

◇８冊目「も～も～さん」 

◇手話付きの歌 

 みんなのこころのねっこにな～れ 
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○最後に 

・すごく盛り上がるとき 

 そこにいる大人が前のめりになって参加しているときです。今日はそんなとき、もう１時間で

も話せそうなとき。 

・「前のめり」で、いろいろなことに参加していただけたらと思う。 

・絵本のお話にこんなに多くの大人のが集まってくれるって、四万十市はすごいなぁ。 

・心の根っこになりますように。 

 

質疑 

女性Ｑ：なぜ三角の積み木が、くっついたのですか？ 

コッコ・サンＡ：杉の木 作ってみると、柔らかいので欠けたりする欠点があった。四角なら大丈

夫です。三角も作ってみると、杉の木は年輪で摩擦があるので。 

 

女性②Ｑ：先生が絵本を選ぶ基準とかは？ 

コッコ・サンＡ：子供たちと読んでいるうちに子どもたちに教えてもらった。参加してもらえる絵

本は良いなぁ。読んで良い本もいっぱいある。基準は読んで遊べること。 

 

コッコ・サンＣ：大きなお母さんからの質問の第１位。０、１、２歳の子で、「絵本のページをバン

バンめくっていって、絵本が好きでないみたい」との質問。ちいさい子の好きなことは「いな

い いない ばぁ」 小さい子は、新しい世界に興味がある。だから、絵本はページをめくる

ことが、新しい世界。話を理解し始めると、早くめくると、子どもから待ったがかかる。毎年

２万人の人に出会いますが、本の嫌いな子はいません。 

 

11:49～ 四万十市立図書館のシミズ 

・図書館で、長く絵本と一緒に仕事をしてきて、絵本は子どもたちの出発点だと思う。大人が絵

本に癒やされること、耳にする機会が増えてきたと思う。お年寄りに絵本を。えほんはしあわ

せの扉 幸せの扉は大人にも開かれている。ラーメン体操もあり、参加しながら、ただ読むだ

けでなく、いっしょに参加しているというヒントになったのでは。市役所内では販売が難しい

ので、外に車が止まっているので・・・ 

－ 以上 － 

 


