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九戸村地域子ども読書会４０年の歩み 
回 年度 テキスト（宮沢賢治の童話） 日時・班・参加者 読書会関連の特記 

第１回 S55 「やまなし」 S56．１／11～12 

３班(46 名5 ６会場 

児童・幼児 150 名 

・テキストはガリ版刷り 

・紙芝居は九戸の民話「オドデ様」 

・各自定期バスで移動 

第２回 S56 「よだかの星」 S57．１／５～６ 

７班(36 名5 14 会場 

児童・幼児 328 名 

・村教育委員会・村内小学校・子ども会

育成会の協力体制が出来る。 

第３回 S57 「雪渡り」 S58．１／７～８ 

６班(48 名5 24 会場 

児童・幼児 586 名 

大人 81 名 

・中学校が参加 

・新聞等のマスコミで報道される。 

第４回 S58 「虔十公園林」 S59．１／11～12 

６班(46 名5 24 会場 

児童・幼児 535 名 

･ＮＨＫテレビ「いわて 630」で放映 

･全国学校図書館協議会全国大会で 

八重樫哲教諭発表 

･「学校図書会」59 年１月号に掲載 

･岩手日報他４紙で報道される。 

第５回 S59 「どんぐりと山猫」 S60．１／11～12 

６班(36 名5 24 会場 

児童・幼児 486 名 

･ＩＢＣテレビ 「由貴子のおもしろア

イランド」で放映 

･ＩＢＣラジオ 「ザ・モーニング」で

放送 

･村のバスで 24 会場を移動 

第６回 S60 「狼森と笊森盗森」 S61．１／10～11 

６班(42 名5 24 会場 

児童・幼児 457 名 

･ボランティアスクール始まる。 

･自作「啄木カルタ」を始める。 

･村の教育振興運動集約集会で発表 

第７回 S61 「ツェねずみ」 S62．１／９～10 

６班(34 名5 24 会場 

児童・幼児 460 名 

･教育情報いわて社より第８回教育表彰 

･村の高齢者学級と連携をとり古老によ

る語りを入れる 

･村のバスで 24 会場を移動 

第８回 S62 「オッペルと象」 

(自作影絵も同時進行5 

S63．１／８～９ 

６班(37 名5 22 会場 

児童・幼児 470 名 

･岩手県教育委員会「ふれあい賞」受賞 

･１、２年女子も参加 

･テレビ岩手「ニュースアイ」放映 

第９回 S63 「祭りの晩」 

(自作影絵も同時進行5 

H１．１／９～10 

６班(55 名5 22 会場 

児童・幼児 504 名 

･ＩＢＣテレビ 「５ｉｎｇ」ハイスク

ール通信で放映 

･テレビ岩手「ニュース･プラス１」放映 

第10回 H１ 「紳士ときつね」 

(自作影絵も同時進行5 

H２．1／８～９ 

６班(43 名5 22 会場 

児童・幼児 467 名 

･NHK テレビで２日間にわたり放映 

第 11回 H２ 

 

「注文の多い料理店」 

(自作影絵も同時進行5 

H３．1／８～９ 

６班(43 名5 22 会場 

児童・幼児 462 名 

･特別養護老人ホーム「折爪荘」慰問を

始める 

･二戸地区生徒指導連絡協議会で小原由

美教諭発表 

第12回 H３ 「月夜のけだもの」 

 

H４．1／７～８ 

６班(43 名5 23 会場 

児童・幼児 455 名 

 

第13回 H４ 「ふたごの星」 

 

H５．1／７～８ 

６班(57 名5 23 会場 

児童・幼児 416 名 
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回 年度 テキスト（宮沢賢治の童話） 日時・班・参加者 読書会関連の特記 

第14回 H５ 「かえるのゴムぐつ」 H６．１／６～７ 

６班(52 名5 23 会場 

児童・幼児 408 名 

・ＮＨＫ「いわてぐるっと 59」に生徒

２名が出演 

・九戸村教育振興運動集約集会で佐野茂

樹教諭発表 

第15回 H６ 「気のいい火山弾」 H７．1／６～７ 

６班(40 名5 23 会場 

児童・幼児 577 名 

 

第16回 H７ 「ねこの事務所」 H８．１／９～10 

６班(50 名5 23 会場 

児童・幼児 576 名 

 

第17回 H８ 「どんぐりと山猫」 H９．１／９～10 

６班(50 名5 23 会場 

児童・幼児 495 名 

･テレビｍｉｔスーパータイム放映 

･岩手日報特集記事「ズームアップいわ

て」に掲載 

第18回 H９ 「オッペルと象」 H10．１／８～９ 

６班(52 名5 23 会場 

児童・幼児 450 名 

･参加者を全生徒から募集した。 

第19回 H10 「注文の多い料理店」 H11．１／７～８ 

６班(59 名5 23 会場 

児童・幼児 452 名 

･紙芝居は、地元の愛好者に下絵見本を

依頼し「オドデ様」として復活させた。 

第20回 H11 「よだかの星」 H12．１／６～７ 

６班(43 名5 23 会場 

児童・幼児 424 名 

老人ﾎｰﾑ入居者 60 名 

･教育振興運動市町村担当者会議 

事例発表(５月、岩手県庁5 

･二戸地区教育振興運動リーダー研修で

岡田豊実教諭・生徒５名発表 

･平成 11 年度読書推進功労者表彰 

第21回 H12 「かえるのゴムぐつ」 

 

H13．１／10～11 

８班(50 名5 23 会場 

児童・幼児 413 名 

老人ﾎｰﾑ入居者 60 名 

･日本善行会青少年善行表彰 

･岩手県防犯協会連合会より感謝状 

･読書推進事業優秀実践校として 

「文部大臣表彰」受賞 

･岩手県教育委員会「羽ばたき賞」受賞 

･テレビ岩手「ニュースプラス１」放映 

･終わりの一文字で取る「昔話カルタ」

を制作する。 

第 22 回 H13 「雪渡り」 

 

H14．１／８～９ 

８班(74 名5 22 会場 

児童・幼児 419 名 

老人ﾎｰﾑ入居者 60 名 

･野間読書推進賞団体の部受賞 

･「子どもの心を育てる全国研究集会・

軽米大会」大久保仁教諭発表 

･テレビ岩手「ニュースプラス１」放映 

ふれあい読書会

の実施 

「雪渡り」 

 

H14．１／30 

１班(10 名5 

福祉センターディサービ

ス利用者・入居者 20 名 

 

第 23 回 H14 「狼森と笑森、盗森」 

 

H15．１／７～８ 

８班(57 名5 22 会場 

児童・幼児 400 名 

老人ﾎｰﾑ入居者 60 名 

･第 33 回全国学校図書館研究大会横浜

大会で大久保仁教諭発表 

･第５回読書コミュニティフォーラム全

国大会で杉沢節子教諭・生徒２名発表 

･岩手めんこいテレビで放映 

･ＩＢＣニュースエコーで放映 

･岩手日報（１／９）掲載 

ふれあい読書会

の実施 

「狼森と笑森、盗森」 

 

H15．１／30 

１班(10 名5 

福祉センターディサービ

ス利用者・入居者 20 名 
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回 年度 テキスト（宮沢賢治の童話） 日時・班・参加者 読書会関連の特記 

第 24 回 H15 「どんぐりと山猫」 H16．１／７～８ 

８班(52 名5 22 会場 

児童・幼児 400 名 

老人ﾎｰﾑ入居者 60 名 

･ＩＢＣテレビ岩手ニュースで放映 

･岩手日報・ディリー東北に掲載 

･県総合教育センター「図書館研修講座」

で杉沢節子教諭発表 

･平成１５年度久慈地区教育振興運動リ

ーダー研修会で安藤智彩保教諭発表 

 

 

ふれあい読書会

の実施 

「どんぐりと山猫」 

 

H16．１／30 

１班(10 名5 

福祉センターディサービ

ス利用者・入居者 20 名 

第25回 H16 「注文の多い料理店」 H17．1／６～７ 

８班(60 名5 22 会場 

児童・幼児 ４００名 

･平成 16 年度善行青少年表彰受賞 

安藤智彩保教諭・生徒１名出席 

・岩手日報（11/20、11/26）、朝日新聞

（12/3）掲載 

・岩手日報（1/4、1/5、1/7）掲載 

ふれあい読書会

の実施 

「注文の多い料理店」 H17．２／２１ 

１班（７名） 

福祉センターディサービ

ス利用者・入居者 ３0 名 

第26回 H17 「やまなし」 H18．1／６～７ 

８班(63 名5 22 会場 

児童・幼児 ４００名 

･[小さな親切]運動実行章 受賞 

･岩手日報（1/7）掲載 

･デイリー東北（1/10）掲載 

･九戸村教育振興運動集約集会で発表 ふれあい読書会

の実施 

「やまなし」 H18．２／２３ 

１班（７名） 

福祉センターディサービ

ス利用者・入所者 30 名 

第２７回 H18 「気のいい火山弾」 

 

H１９．１／９～１０ 

8 班（57 名） 20 会場 

児童・幼児３４１名 

・岩手めんこいテレビ(ﾆｭｰｽ5で放映 

・岩手日報(1/115掲載 

・デイリー東北(1/115掲載 

・教育研究岩手に読書会レポート掲載 

              （飯塚） 

 

 

 

ふれあい読書会

の実施 

「気のいい火山弾」 Ｈ１９．２／１９ 

１班（７名） 

福祉センターディサービ

ス利用者・入所者 30 名 

第２８回 Ｈ19 「雪渡り」 Ｈ２０．１／９～１０ 

８班（５９名） １９会場 

児童・幼児３０８名 

折爪荘６０名 

・岩手日報(1/105掲載 

・デイリー東北(1/105掲載 

・「岩手県読書をすすめるつどい」で 

活動事例発表 

（H20.2.2 飯塚、生徒３名） 

 

 

 

ふれあい読書会 

の実施 

「雪渡り」 Ｈ２０．２／１８ 

１班（７名） 

福祉センターデイサービ

ス利用者・入所者 30 名 

第２９回 H20 

 

「ツェねずみ」 Ｈ２１．１／８～９ 

８班（６２名） １９会場 

児童・幼児３０９名 

折爪荘３９名 

・岩手日報(1/95掲載 

・デイリー東北掲載 

・朝日新聞掲載 

・岩手めんこいテレビニュースで放映

(1/85 

ふれあい読書会

の実施 

「ツェねずみ」 Ｈ２１．２／２０ 

１班（８名） 

福祉センターデイサービ

ス利用者・入所者 ３０名 

・岩手日報(12/65,(1/105にはボランティ

アスクールの記事も掲載 
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第３０回 H21 

 

「祭の晩」 Ｈ２２．１／７～８ 

８班（６６名）  

・岩手日報(9/95紙芝居寄贈取材記事掲載 

・岩手日報(9/125「風土計」に関連記事

掲載 

・岩手日報(10/4560 周年記念式典「紙芝

居上演」の記事掲載 

・岩手日報／デーリー東北ボランティア

スクール取材(11/28～295 

・岩手日報(11/305ボランティアスクール

記事掲載 

・岩手日報(1/15「岩手の読書」の特集に

読書会関連記事掲載 

・岩手日報(1/165夕刊「高校生新聞」の

なかで２Ｂ田村裕亮「伝統の読み聞か

せ継承を」のインタビュー掲載 

・岩手日報(1/85、デーリー東北(1/85、朝

日新聞(1/95に読書会記事掲載 

・「GOOD LUCK STORY 2010」(子ど

も読書会篇5(2/85放送 

(取材→12/14 打ち合わせ・1/6・1/75 

・「くのへ社協だより」№26 記事掲載 

ふれあい読書会

の実施 

紙芝居「オドデの話」「キツ

ネとタニシ」「化けくらべ」 

Ｈ２２．２．１９ 

選抜構成メンバー９名 

福祉センターデイサービ

ス利用者・入所者 ３０名 

第３１回 H22 

 

 

「注文の多い料理店」 Ｈ２３．１／６～７ 

８班（５９名）  

・山形ＦＭより「読書会」電話取材(7/215

（対応【３年Ｂ組 中奥拓真】） 

・紙芝居文化推進協議会より電話取材

(9/295 

・九戸朗読会(11/265（ＨＯＺホール）に

野球部・バスケ部２５名参加 

・岩手日報(1/75、デーリー東北(1/75に読

書会記事掲載 

・「広報くのへ」２月号に関連記事掲載 

・「全国生涯学習フォーラム岩手大会」

の研究事例発表の一つとして「高校生の

社会参加活動（地域ボランティア活動）

の意義と課題」が選定され、伊保内高校

生による読み聞かせボランティア活動

が対象になる。 

※1 ボランティアスクールと読書会一日

目に岩手大学学生４名参加 

※2 平成２３年１０月１５日に盛岡で行

われる「全国生涯学習フォーラム岩手大

会」に生徒引率して参加の要請あり 

ふれあい読書会

の実施 

紙芝居「オドデの話」 

   「天下森のキツネ」 

Ｈ２３．２．１８ 

選抜構成メンバー１０名 

福祉センターデイサービ

ス利用者・入所者 ３０名 

第３２回 H23 

 

 

「どんぐりと山猫」 Ｈ２４．１／１０～１１ 

８班（５５名）  

・「全国生涯学習フォーラム岩手大会」

の研究事例発表中止(震災のため5 

・岩手日報(11/75にボランティアスクー

ル取材記事掲載 

・「広報くのへ」１２月号にボランティ

アスクール関連記事掲載 

・九戸朗読会(11/265（ＨＯＺホール）に

卓球部２名(２Ｂ髙橋佳汰、２Ａ玉川勇

祐5、吹奏楽部１名(１Ｂ下村直香5参加 

・岩手日報(1/115、デーリー東北に読書

会記事掲載 

・「広報くのへ」２月号に関連記事掲載 

ふれあい読書会

の実施 

 Ｈ２４．２．１７ 

選抜構成メンバー１０名 

福祉センターデイサービ

ス利用者・入所者 ３０名 

 

※当日 インフルエンザ

罹患者増のため中止 
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第３３回 

(Ｈ245 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３４回 

（Ｈ25） 

 

 

ふれあい読書

会の実施 

 

「雪わたり」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「よだかの星」 

 

 

 

 

Ｈ25.1/8（火）～ 9（水） 

村内１６会場 

９３名参加（7 班） 

 

※村の協力で、大型絵本を取

り入れる 

※５４年前に録音された民話

を千葉教育長が文書化する。

それを高校生が紙芝居にし、

披露する。（2 作品） 

 

H26.1/7(火5～8(水5 

村内 16 会場 

80 名参加 

 

H26.2/19(水5 

有志 9 名参加 

 

福祉センターの他、おり

つめの里でも実施。 

 

 

・平成２４年度より、本校の「総

合学習」の一環として１・２学年

全員での取り組みとなる。 

・岩手日報にボランティアスクー

ル（１１／２６）取材記事掲載。 

・岩手日報に読書会取材記事掲載。 

 

 

 

 

 

・岩手日報とデーリー東北に取材

記事掲載 

・事績顕著表彰（学校教育）受賞 

 

 

第３５回 

（Ｈ26） 

 

ふれあい読

書会の実施 

「オツベルと象」 Ｈ27．1/6（火）～7（水） 

村内 16 会場 

75 名参加 

Ｈ27.2/17（火） 

有志６名参加 

福祉センターで実施 

・岩手日報に読書会取材記事掲載 

・ＦＭ岩手九戸支局でボランティ

アスクールおよび読書会の様子を

放送 

 

・教育振興運動 50 周年記念大会

で、本校の生徒 2 名が「九戸村地

域子ども読書会」について発表を

行った。シンポジウムでもパネラ

ーを務めた 

第３６回 

（Ｈ27） 

 

 

ふれあい読

書会の実施 

「祭りの晩」 Ｈ28.1/6（水）～7（木） 

村内 16 会場 

８４名参加 

 

Ｈ28.3/18（金） 

有志 13 名参加 

総合福祉センターの他、

折爪荘、おりつめの里で

実施。 

・岩手日報に読書会取材記事掲載 

・ＦＭ岩手九戸支局でボランティ

アスクールおよび読書会の様子を

放送 

 

・第 30 回時事通信社「教育奨励賞」

優良賞受賞 

第３７回 

（H28） 

 

ふれあい読

書会の実施 

「月夜のでんしんばしら」 H29．1/5（木）～6（金） 

村内 13 会場 

８８名参加 

折爪荘、グループホーム

折爪、おりつめの里で実

施。 

 

・「小さな親切実行章」 

・ＦＭ岩手九戸支局で読書会の様

子を放送 
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第３８回 

（H29） 

 

 

ふれあい読

書会の実施 

「ツェねずみ」 H30.1.5(金5 

村内１０会場 

５６名参加 

 

折爪荘、グループホーム

折爪、おりつめの里で実

施。１６名 

・ＦＭ岩手九戸支局で読書会の様

子を放送 

 

第３９回 

(H305 

「カイロ団長」 H31.1.8(火5 

村内１０会場 

６０名参加 

児童 188 名 

折爪荘、グループホーム

折爪、おりつめの里で実

施。19 名 

・平成 30 年度読書ボランティア研

修会②9 月 12 日（水）県立生涯学

習推進センターで読書会紹介 

・ＦＭ岩手九戸支局で読書会の様

子を放送 

・「広報くのへ」２月号に写真掲載 

第４０回 

（R1） 

「どんぐりと山猫」 R2.1.10（金） 

村内８会場 

４６名参加 

児童２１１名参加 

折爪荘、グループホーム

おりつめ、おりつめの里

で実施。30 名 

・岩手日報 1.12（日）に掲載 

・FM 岩手九戸支局で読書会の様

子を放送 

・「広報くのへ」２月号に写真掲載 

 


