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小学生のみなさんへ
みなさんは，どんな本を読んでいますか。どんな本が

よ

好きでしょうか。楽しい本，感動する本， 考 えさせら
す たの かんどう かんが

れる本など，本には魅力がたくさんあります。そして，
みりょく

本には 心 が成 長するために必要なことが，いっぱい詰
こころ せいちょう ひつよう つ

まっています。

私 たちは小学生のみなさんに，本に親しみ，読書を
わたくし どくしょ

通じて 心 豊かな人に成 長してもらいたい，そんな思い
つう こころゆた せいちょう おも

を込めて，この「おもしろ読書事典」を作りました。
こ どくしょじてん つく

平成１５年の夏に，岡山県の小学生から，自分が読んで感動した本や友だちに
へいせい なつ おかやまけん じぶん よ かんどう とも

紹 介したい本などに関するクイズを募集したところ，２２０７通の応募がありま
しょうかい かん ぼしゅう つう おうぼ

した。その中から選んだ１００冊の本とクイズや紹 介 文などを，この事典にのせ
えら さつ しょうかいぶん じてん

ています。

そして，クイズの答えは，あなた自身が実際に本を読んで見つけてほしいと
こた じしん じっさい よ

思っています。
おも

この「おもしろ読書事典」をきっかけにして，みなさんが多くのすばらしい本と
どくしょじてん おお

出会い，読書を通じて幅広い知識や知恵を，そして，やさしく思いやりのある 心
で あ どくしょ つう はばひろ ちしき ち え おも こころ

を 育 んでいってほしいと願っています。
はぐく ねが

さあ，あなたの「とっておきの本」を見つけてください。

学校の先生方・保護者の方々へ
昨今，青少年の「読書ばなれ」が指摘され，幼児期からの読書の必要性が求められてい

ます。そうした中，岡山県では全国に先駆けて，国の「子どもの読書活動の推進に関する

法律」に基づき，平成１５年３月に「岡山県子ども読書活動推進計画～おかやまどんどん

読書プラン～」を策定しました。子どもたちが心豊かに成長していくためにも，読書は大

切な役割を担っていると考えます。

この「おもしろ読書事典」は，こうした読書活動推進の動きの中において，子どもたち

の思いを大切にしたいと考えて作成し，この度，県下の全小学校へ配付することとしまし

た。

それぞれの学校やご家庭においては，子どもたちや先生方，保護者の方々のアイデアの

もと，この本を様々な形で活用し，子どもたちの自主的な読書活動を支援していただきた

いと思います。

学校やご家庭でこの本がきっかけとなり，子どもたちの読書の世界がさらに広がってい

くことを期待しています。

平成１６年３月



この「おもしろ読書事典」は・・・
ど く し ょ じ て ん

岡山県の小学生が考えたクイズや紹介文をもとにして作りました。
おかやまけん かんが しょうかいぶん つく

本の表紙の写真や作者，
ひょうし しゃしん さくしゃ

出版社などがのっています。
しゅっぱんしゃ

本を探すときの参考にしま
さが さんこう

しょう。

本に関するクイズです。

この事典には，クイズの
じ て ん

答えがのっていません。
こた

あなたが本を読んで答え
よ こた

を見つけてください。

岡山県の小学生が書い
おかやまけん か

た，この本の紹介文や感
しょうかい かん

想がのっています。
そう

作者の他の作品や，本に
さくしゃ ほか さくひん

関するエピソードなどがのっ
かん

ています。

、 。さあ 本を読んでクイズの答えを見つけてみましょう
よ こ た
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