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概要
私たちは食べ物を食べて生きている。生きることは食べること。人が生きるということは、命を頂くこと。
殺すこと…。食肉加工セン

その結果、社会においては、ともすれば命を失うことにもつながりかねないい. じめや虐待が跡を絶た
ない。そんな今だからこそ、子どもたちには「生」と「死」、命の. 大切さにしっかりと向き合わせたい。
私たちは、スライスされ、食品としてパックに包まれた肉を、あたかも元々そうであっ. たかのように店頭
等で購入し食べている。その時、「いのちをいただく」という一瞬をは. さんで、生きものが食べ物にな
るということに思いを巡らせることは少ないと思われる。 この教材は、店頭に並ぶ精肉が、つい何日か
前まで生きていた牛で.
イベント情報Event Information. 最近感動した絵本 「いのちをいただく」 みいちゃんがお肉になる日
(講談社の創作絵本). いのちをいただいているから、我々が生かされていること。それを支える仕事を
してくれている人がいること。とても深く、素敵な作品です。 2017年12月08日. 新車霊柩車 登場！

日産エルグランドバン型 新車 霊柩車登場！ おくる心を大切に、安全運転で対応いたしておりま
す。 2017年12月01日. 平成２９年度 社員旅行. 毎年行われる楽しい社員旅行。今年は２泊３日
で沖縄に行きました。 2017年11月24.
2017年12月24日 . 今年のクリスマスは鳥の丸焼きに挑戦。中々の出来栄えで美味しくできました
が、娘たちは初めて見る姿に躊躇していました。なので普段食べている鶏肉も一緒だと教えて食べ
させました。 クリスマスに欠かせないのがワイン。ディスティオをチェーサーにして飲みました。
2015年3月21日 . 美山町自然文化村のフィールドワークショップ 春の野草と出会って知って、ほんの
少しいのちをいただく。 昔からお世話になってきた野の草たち。 そのいのちにふれて、いただいて、春
の野草のパワーを感じよう。 ① 人気者5種の野草をピックアップ 人の.
buy modafinil with paypal いのちをいただく みいちゃんがお肉になる日 絵本／坂本義喜／内田
美智子／魚戸おさむとゆかいななかまたち【2500円以上送料無料】いのちをいただく みいちゃんが
お肉になる日 絵本／坂本義喜／内田美智子／魚戸おさむとゆかいななかまたち【2500円以上
送料無料】いのちをいただく みいちゃんがお肉になる日 絵本／坂本義喜／内田美智子／魚戸お
さむとゆかいななかまたち【2500円以上送料無料】いのちをいただく みいちゃんがお肉になる日 絵本
／坂本義喜／内田美智子／魚戸おさむ.
坂本さんは、食肉センターで牛を“解く”仕事をしています。息子のしのぶくんは、小学校の授業参観
でおとうさんの仕事はなんですかと聞かれて、「ふつうの肉屋です」とこたえました。その後、担任の先
生に「おとうさんが仕事ばせんと、肉ば食べれんとぞ」といわれたしのぶくんは、「おとうさんの仕事はす
ごかとやね」と坂本さんにつたえます。そんなある日、坂本さんがつとめる食肉センターに、女の子と一
頭の牛がやってきて…。
いのちをいただく」をよんで ごはんの時、きゅう食の時、わたしたちは手を合わせて「いただきます。」と
言ってごはんを食べます。この本は、 手を合わせ意味やありがたくいただくという意味をわたしに教えて
くれました。 しのぶくんのお父さんは、牛のいのちを解く仕事をしています。「いのちを解く」というのは、
「殺す」ということです。 最初にこのことを知って、わたしは「牛がわいそう。」と、 思いました。でも、その
お仕事があって、」わたしたちはお肉をたべることができるので、「大事な仕事だなぁ。」 とも思いまし
た。 参観日で、.
タイトル, いのちをいただく 草や木の命をもいとおしむ「草木塔」のこころを求めて. 編著者, やまがた
草木塔ネットワーク事務局 ／ 編. 価格, 1,000円（税込）. ISBN, 978‐4‐903966‐01‐4. 仕様, ヨコ
167mm × タテ237mm 並製本 220頁 C0025. 発行年, 2007年8月 初版. 内容紹介, 平成18年に
山形大学で開催されたシンポジウム「草木塔のこころを求めて」と、山形大学環境保全センター広
報誌「環境保全No.9 草木塔特集号」の内容を再編集。全国に約160基存在し、そのほとんどが
山形県内にあると言われる「草木塔」。
食材を買いに、いつもスーパーマーケットに行きます。メニューを考えながら、買い物カゴに食べたいも
のをポンポン入れていきます。この時私は、肉や野菜がちょっと前まで生きていたことなんて、全く考え
ていませんでした。たぶん多くの人が私と同じだと思います。 紹介した本の中に、「人が生きるというこ
とは、命をいただくこと。殺すこと。」という一文があります。ドキッとしましたが、私たちは食べなければ
生きてゆけません。この本を読んでみて、食べ物のありがたみを考える機会になりました。そしてご飯
を食べる前に、“.
いのちをいただく みいちゃんがお肉になる日 絵本/坂本 義喜（政治・経済・産業：講談社の創作絵
本）のhontoレビュー（感想）ページです。本の購入に役立つ評価やみんなのレビュー（感想）情報が
満載。書店で使えるhontoポイントも貯まる。国内送料無料で、最速24時間以内出荷。
2015年3月13日 . 前回は、豚さんたちのお話しでした。今日は牛さんです。 やはりつらい写真から。
屠畜場へ輸送される牛さんたちの写真です。TorontoPigSaveから。悲しい眼・・。TorontoPigSave
不安な眼TorontoPigSave牛の場合には、豚さんほど最後の叫びはありません。でも、一撃で命を
奪う.
2017年12月19日 . 私たちが親や先祖からいのちを授かって生まれてきたように、植物も動物も、い
のちを受け継いで生まれています。 今回ご紹介する、山形県のハーブ研究所ＳＰＵＲの山澤清さん
は、その大切さにいち早く気づき、全国に伝わる古来の野菜「伝承野菜」の復興に35年も前から力

を注いできました。 伝承野菜に宿るいのちのつながりについて、山澤さんのお話を紹介します。 山澤
清さん. やまざわきよし ベジタイムレストラン土遊農代表取締役、農業組合法人大日本伝承野菜
研究所専務理事、ハーブ研究.
2016年11月13日 . こんにちは今日の熊本も良いお天気です。突然ですがこんな絵本をご存知で
しょうか？ 朝日新聞「天声人語」欄でも取り上げられ、学校での読み聞かせでも愛読されていま
す。 西日本新聞社から刊行されている単行本「いのちをいただく」. みいちゃんがお肉になる日と言う
絵本があります。 全国で感動を呼び、10万部を突破したロングセラーなんですが、. 紙しばい 「いの
ちをいただく」も、紙しばいとしては異例の売れ行を. 続けている物です。 「命をいただく」は、熊本市
食肉センターに勤務する. 坂本義喜さんの.
絵本 「いのちをいただく」 文：内田美智子. 全文ではないためわかりにくいと思いますが、「これを読ん
で子どもが食事を残さなくなりました」などの声が全国で. 話題になっているそうです。読みやすい絵
本なので、ぜひ子どもさんと一緒に読んでほしいと思います。 食で子育てを一度考えてみませんか？
１２月５日食育サットの参加体験ありがとうございました。その後、お家でお話しできたでしょうか？ あ
の時にお世話になった渡町台小栄養教諭より、先生の思い出が入った資料を頂いたので紹介しま
す。 最近、「自分の家の味が.
命をいただくという意味（執筆者：管理栄養士・体育学修士 河谷彰子氏） · By column; 20 8月,
2016; コメントは受け付けていません。 河谷彰子タイトル78. “いただきます。”の意味は知っていて
も、真の意味を理解し“いただきます。”を 1 言っているかなと感じる場面があります。 今回は私自身
または私の周りで“命をいただいている。”と体感したケースをご紹介したいと思います。
2017年8月22日 . 出典：https://itmama.jp/. ご飯を食べる時の「いただきます」食べ終わると「ごちそ
うさま」という言葉。これは、作ってくれた方への感謝の言葉だけではない、私たちの体をつくってくれる
肉、野菜、命そのものへの感謝の言葉です。 そして、その命を届けてくれる方々がいるということを改
めて考えるきっかけをくれる絵本『いのちをいただく みいちゃんがお肉になる日』の原案者＆本の主人
公となった坂本義喜さんにインタビューしてきましたのでご紹介します。
10 Mar 2017 - 10 min - Uploaded by キッズボンボン for Children講談社の創作絵本『いのちをい
ただく みいちゃんがお肉になる日／原案：坂本義喜 作： 内田美智子 絵：魚戸 .
2015年3月9日 . いのちをいただく』－読書感想文. 毎年夏休みの宿題といえば、読書感想文を思
い浮かべる保護者の方も多いと. 思います。1 月 19 日の朝礼で表彰伝達した読書感想文コンクー
ル入選作品が、. 海部地区発行の「海音」という冊子に掲載されました。食べ物がどのような経路.
を通って、私たちの前に運ばれてくるのか子どもにも分かりやすい内容になって. います。朝礼でも一
部を取り上げたところ、「食事の前に、手を合わせていただ. きますとなぜ言うのかわかった」という感想
を寄せてくれた子どもがいま.
2017年11月29日 . 今日は『いい肉の日(11月29日)』だそうで。職員室でも話題にのぼって、ふとそう
いえばと思って手に取った本がありました。内田美智子さんの『いのちをいただく』です。絵本にもなっ
ています。 『いのちをいただく』 食肉加工センターに勤める坂本さんの体験談を基にしたお話です。
坂本さんは牛を捌くこの仕事があまり好きではありませ…
2017年9月19日 . 2年生の部「命をいただく」（テキスト版）. 皆さんは「食品ロス」という言葉を知って
いますか。 日本では毎日３千万食を廃棄しています。これは一日に食べる量と同じぐらいの量だとい
われています。無駄につくったコンビニ弁当、残した食べ物、くさった食品が捨てられているからです。
一方、世界に目を向けると、地球全体で一日４～５万人の人たちが餓死しています。これは食糧と
なる穀物が不足しているからではありません。世界で生産されている穀物の量は年間２４億トンあり
ますので、世界中の人が生きて.
2016年6月19日 . 「食べる」という行為について考えだすと、私はいつも途方もない宇宙の中に放り
出され.
宮崎市の歯科医院 アクア歯科クリニックのホームページです。診療科目は一般歯科 口腔外科 小
児歯科 インプラント ホワイトニング 審美歯科です。 » いのちをいただくについてのページです。
Amazonで内田 美智子, 諸江 和美, 佐藤 剛史のいのちをいただく。アマゾンならポイント還元本が
多数。内田 美智子, 諸江 和美, 佐藤 剛史作品ほか、お急ぎ便対象商品は当日お届けも可

能。またいのちをいただくもアマゾン配送商品なら通常配送無料。
始めに食前のあいさつはどう言うかきいてみました。 「多くのいのちと、みなさまのおかげにより、このご
ちそうを めぐまれました。深く御恩を喜び、ありがたくいただきます。」 口をそろえてみんなで言ったの
で、 「多くのいのちって何」って聞いてみました。 少し考えて・・・「魚とか牛や豚や鳥のいのちのことや
ろぅ？」 「そうだね。野菜もいのちがあるよ」っと話してあげました。 「そんないのちをみんながもらって、
大きくなってるから、 ありがとうって、気持ちにならないとね」 と、話をした後で、紙芝居をしました。 牛
のみいちゃんを育てた.
See Tweets about #いのちをいただく on Twitter. See what people are saying and join the

conversation.
2017年1月14日 . 野生獣のいのちをいただく感謝の集い. シカの解体体験と試食会. 田畑を荒らす
迷惑なシカ・イノシシ。被害の拡大を抑えるため、腕利きのハンター達が雪深い山に入って駆除しま
す。これは、個体数の異常な増加を防ぐために欠かせないことです。 仕留められた獣は、いのちに敬
意をはらわれながら丁寧に解体され、その食肉は一部の愛好家達に珍重されています。 実は、シ
カ・イノシシの肉は高級食材「ジビエ」と称され、近年マスコミに取上げられる様になりましたが、まだ
一部の専門店か高級レストラン.
2017年10月3日 . いのちと仕事」を演題として、元食肉解体業の坂本義喜様からお話を伺いまし
た。 当日は、児童に加え、保護者３０名と近隣小中学校学校ＰＴＡより６名の方がお話を聞きまし
た。 絵本「いのちをいただく～みいちゃんがお肉になる日～」の元になった体験談を詳しく、また、その
裏話や心情などを熊本弁で温かく語ってくださいました。 軽快な話の中にも「命の重み」や「自らの
仕事への誇り」などを感じさせられた良い時間になりました。
食農教育 No.37 2004年11月号より ［特集］農家に学ぶ「いのちの授業」. いのちをいただく. アイガ
モのいのちをいただくまで ――私たちが考えたこと. 鹿児島市立川上小学校の実践 編集部. 教師
の課題. 東睦美先生と宮下博子先生. 川上小時代にアイガモ農法の実践にとりくんだ東睦美先生
（右）と宮下博子先生. 5年前の2000年4月、川上小学校の東睦美先生（現草牟田小学校）は、
「アイガモを“食べる”ことを中心に据えて、一年間のお米学習を組み立てよう」と心に強く決めていた
――。 農家の橋口孝久さん夫婦と意気.
いのちをいただく 世の中にはいろいろな仕事があり、職業がある。周囲から羨ましがられるような花
形職業がある一方で、環境的にも精神的にも厳しい職業もある。特に裏方的な仕事というもの
は、脚光を浴びることもなく、ハードでややもすると嫌われる傾向にある場合が多い。 しかし、そうした
仕事や職業にこそ、本当の意味で「人にためになっている」仕事であり、極めて重要な仕事であるこ
とが多いものである。今回紹介する絵本は、そんな仕事についている人のお話である。 坂本さんは
食肉センターで働いている。牛を殺し.
2014年3月5日 . いのちをいただくということ』 東大阪市2年 山下 健樹. ぼくたちは普段、何気なく牛
肉を食べている。おいしいとか固いとか、高いとか安いとか、そんなことは考えるけれど、肉は最初から
肉というものであったかのようにばく然と思っている。 でもこの本を読んで、ああそうやったな、と当たり
前のはずのことを改めて考えた。 最初、この本を図書館で見た時は、のんびりとした絵本みたいなも
のだろうと思った。しかし、表紙を見た瞬間、ぎょっとした。四人の白い前かけをつけて長靴を履いた
人達の後ろには真っ二つ.
命をいただく講演会. 2017/06/09 14:00. ６月９日（金） ベストセラー「いのちをいただく」の作者坂本
義喜さん（熊本市在住）が来校され，４年生と５年生に命の大切さについて講演をしてくださいまし
た。坂本さんは全国各地で講演されている方で，そのエネルギッシュな講演を聞いて，深い感銘を
受けた子供たちが多く見られました。東北での講演は初めてだったそうですが，素直な子供たちの反
応を見て，ぜひまた東北へ来たいとおっしゃっていました。 関連タグ：教科・領域 · 前の記事へ｜次
の記事へ.
今年の夏休み，那珂小学校の児童に大きな事故や事件があったという連絡を受けておりません。
みんな元気で楽しい夏休みを過ごすことができたことと思っております。しかし，長い夏休みでし. たの
で休む習慣が付いてしまって，夏休み明けには学校へ行くことを嫌だなと思う子が何人かでて. くるも
のです。那珂小学校では，９月２４日（日）に運動会を予定していますが，運動が苦手な子. もい

て，運動会を苦にする子もいることと思います。人間誰しも大変だなとか嫌だなとか思うこと. に対し
ては心がくじけてしまうものです。
2016年10月27日 . 絵本 いのちをいただく」の原案者で主人公でもある. 食肉解体業だった 熊本
県の坂本義喜さん のドキュメンタリー番組が放送されます。 日本民間放送協会？の優秀賞を受
賞した番組でもあります。 その番組を作られたデレクターの方からのメッセージです。 ↓↓. KKT(熊本
県民テレビ)で、今年4月に放送した食肉解体作業員さん達を追ったドキュメントが全国放送される
ことになりました！ 仕事に誇りを持ち、命への真摯な眼差しを持った食肉解体作業員さん達の世
界に魅了され、8年前からずっと追っ掛け.
2015年2月25日 . 先日、娘と本屋に行きました。絵本売場に置いてるおもちゃで遊んでいる娘の隣
で陳列されてる本をなにげなく眺めていたら、こんな本を見つけまして。 絵本 いのちをいただく みい
ちゃんがお肉になる日 (講談社の創作絵本) 作者: 内田美智子,魚戸おさむとゆかいななかまたち,
坂本義喜 出版社/メーカー: 講談社 発売日: 2013…
2016年11月17日 . 【ＮＮＮドキュメント'１６】 「いのちいただくシゴト～元食肉解体作業員の誇りと
痛み～」 （日本テレビ系列・2016/11/14放送） ※公式サイト：http://www.ntv.co.jp/document/ ＜
感想＞ 食肉解体という仕事に就かれている方々がいるからこそ、私たちの食卓にお肉が並び、それ
を食べることができる。それは農家の皆さんがお米や野菜を作ってくれたり、漁師の皆さんが魚や貝を
獲ってくれるからと同じで、日々感謝の気持ちを持たなければならないと思います。 つい先日、回転
寿司でシャリを残して食べる人が.

2018.01.10 クリームシチューつくりと読み聞かせ｢いのちをいただく｣. 12月22日(金)今日は、こども園
で収穫した白菜とブロッコリー入りのクリームシチューを作っておやつに食べることにしました。その他の
材料は大根・人参・玉ねぎ・ベーコン。野菜をよく洗って切ります。大根と人参はかたいので切るとき
少し難しかったようですが上手に切れました。昨日、収穫したばかりの白菜はとてもやわらかく生で食
べても美味しそうだったので｢大きく切ろう！｣とザクザク切りました。玉ねぎとベーコンを炒めると室内が
いい匂いでいっぱい.
食」を深く考える夜、第3夜は食料廃棄問題活動家兼猟師の大学生、菅田悠介くんにお話しして
もらいました。鴨を解体した経験から「食べ残しが許せなくなった」というお話や、自分で開催する屠
殺の体験ワークショップで感じたことなど、熱い思いを語ってくれました。「食べ残しがムカつく！」という
感情がさまざまな活動をする原動力になっているというお話はとても印象的で、「食べ物は命だった」
ということを改めて考えました。「そもそもフードロスはなぜいけないの？」。今回イベントでは、「食べ
物を無駄にすること＝命を無駄に.
2017年4月7日 . 毎日、何度も往き来する絵本図書館のドア。 先日来、入り口にはお弁当、とか
お料理、とか「食」に関わる絵本が並んでいます。 今日ショップへ材料を取りに行った帰り、この本に
出会ってしまいました。 毎日、ほとんどの主婦が「今晩は何にしよう？」 って献立を考えます。 昨日
のIさんのブログを見て羨ましく、そして (シャケを今度買おう) と、思った私(^^;;. でも、お肉も美味しい
し、牛肉、豚肉、チキンも大好き。 一方で… 実際にペットは飼っていないけれど、テレビやネットの動
画で愛らしい動物の様子を見る.
絵本 いのちをいただく みいちゃんがお肉になる日 - みいちゃんがお肉になる日 - 坂本義喜 - 本の購
入は楽天ブックスで。全品送料無料！購入毎に「楽天スーパーポイント」が貯まってお得！みんな
のレビュー・感想も満載。
いのちをいただく』 内田美智子. 西日本新聞社 1260円. 10000238_00.jpg 食肉加工センターに勤
める坂本さんがいやでたまらなかった牛を殺して肉にするという仕事。そんな坂本さんが、息子さんと
の会話や牛を育てる農家の子との出会いを通して、自分の仕事を見つめ直すまでがやさしい絵と共
に紹介されています。 100年に一度の不況といわれていますが、日本に暮らす私たちのまわりには食
べ物があふれています。「日本の1年間の食品廃棄量は2000万トン以上。.発展途上国での3300
万人の年間食料に相当する」（.
絵本 いのちをいただく みいちゃんがお肉になる日、坂本 義喜,内田 美智子,魚戸おさむとゆかいな
なかまたち：1000万人が利用するNo.1絵本情報サイト、みんなの声8件、「解く」ということ：先に単

行本の方を読んでいたので、内容は知ってはいたけれど、牛.、命を「解く」ということばを、ご存知です
か。 食肉解体業に携わ.、ためしよみ、投稿できます。
2017年10月7日 . 朝晩はずいぶんと冷え込んでまいりましたがいかがおすごしでしょうか。 農作物も
実りの季節を迎えておりますね。 先日も実家から名産の栗が届いたところです。 KIMG1073. 「食欲
の秋」…みなさんにとってはもしかすると耳の痛いことばでしょうか？ 「天高く馬肥ゆる秋」とも申しま
す。 食べる側にとっては、寒くひもじい冬を迎える前に生き延びるエネルギーをしっかりと蓄えておかな
ければなりません。 その時手に入る旬のものをできるだけ新鮮な状態でいただくことは、生きているも
のにとっては当たり前の.
こんにちは！このページからAnyPayを通じて私の商品を購入することができます！ もっと見る.
Thumbnail d0ae3b8349a0f6190e45622c32741a22. イベントチケット. 海の命をいただく会. 3,000円.
高級食材おオンパレード 30名限定です。 開催日時, 2017年03月20日 00時00分. 開催場所, 飯
浦漁港. 返答期限, 2017年03月19日. 在庫数, 売り切れ. 開催日時. 2017年03月20日 00時00
分. 開催場所. 飯浦漁港. 返答期限. 2017年03月19日. 在庫数. 売り切れ. この商品は現在販
売しておりません. 料金 · 利用規約.
キュウリ、ネギ、トマト、オクラ。それがぼくの家の庭で、今育てている野菜たちです。その中でもぼく
は、キュウリが一番好きです。キュウリはつけものやいろんな料理に使えるし、育て方もとても簡単な
のでとても便利な野菜だと思います。しかし植物はひりょうや水をやらなければかれてしまいます。ぼく
が、夏休み前にもらってきたいんげんの苗も、一緒に畑に植えたのに、いつの間にか枯れてしまいまし
た。野菜だけではなく、肉や魚、全てのものには命があって、そしてぼくたちはその命をいただいて生き
ているのです。他の国に.
いのちをいただく～みーちゃんがお肉になる日～. いくばい！ 1. よかやん！ 0. 気になる！ 0. すごか
ね！ 0. 楽しみ！ 1. へぇ 0. なるほど 0. このイベントは終了しました. いのちをいただく～みーちゃんが
お肉になる日～. いのちをいただく～みーちゃんがお肉になる日～.
命をいただくことの学習. １ アマゴのつかみ取り 活動定員１２０名. 私たちの大切な栄養源である肉
や魚も、元々は自然の中で精いっぱい生きようとしてい. ます。自然の中で、生きようとしている命か
ら「自然への感謝」「命の尊さ」を学びます。 （実施時期）春～秋. （所要時間）２時間. （準 備
物）レジ袋（一人２枚重ね）、タオル. （活動場所）銀葉沢（宝立橋付近）. （実施方法）①銀葉沢
に移動（徒歩 25 分）. ②所員の説明を聞く。（10 分）. ③沢に入り、アマゴをつかまえる。 ④自然の
家に移動（25 分）. ※アマゴの串焼き体験へ.
2017年9月6日 . 本日（９／６）、本校の１年生に向け、絵本「いのちをいただく」の原案者である坂
本義喜さんにお話をしていただきました。 「いのちをいただく」は、元熊本市食肉センターの職員で
あった坂本さんの、牛を食肉にする現場での経験をもとに作られた絵本です。「みいちゃんがお肉に
なる日」という副題から、お話の内容はだいたい想像していただけるかと思います。興味をもたれた方
は、ぜひ子どもさんと一緒に読んでみられてください。 話の中では、子どもたちの発表の場面を作って
いただいたり、子どもたちの目線.
2010年2月15日 . ファイルをダウンロード(12.1MB 13'14")←クリックして聴く. IMG_0248.JPG 今回
は、ブックスあんとく三瀦店の副店長、山田さんにご出演いただきます。 今回取り上げるのは「いのち
をいただく」文:内田美智子 絵:諸江和美 監修:佐藤剛史 (西日本新聞社)です。 テーマは文字通
り、です。子供でも読める内容ですが、むしろ大人の方がグッとくるのでは、とは山田さんの弁。まさに
その通りだと思いました。 それから、導入部で伺っている、山田さんご自身がもともと書店員になる気
はなかった、というお話、正直.
2016年6月30日 . ６月３０日（木） 人権・同和教育講演会 坂本義喜さんをお迎えして. ◇〈坂本
義喜さん〉：食肉解体作業の仕事にたずさわっておわれます。絵本「いのちをいただく～みいちゃんが
お肉になる日～」の原案者です。この作品に出てくる一頭の牛との出会いで、自身の職業観や生
命観が大きく変わったそうです。子どもが通っていた小学校の先生からの依頼で、屠畜（とちく）の仕
事について、そして命をいただくことについて講演をされました。そのことがきっかけとなり、九州を中心
に学校や屠畜関係者などに向けて.
2015年8月3日 . 2014年 「本屋が選ぶ絵本大賞」 を受賞した名作です。 この絵本の主人公のモ

デルになった 元食肉解体作業員 坂本義喜さんを囲んで いのちについて語り合い いのちに感謝し
て お食事をするイベント いのちをいただく時間 ２回目が無事終了しました。 まず、 デジタル絵本を
使って 「いのちをいただく」 の朗読から。 その後、坂本さんのトークへ。 食肉解体作業員の仕事が
嫌だった若い頃の話 坂本さんのお母さんとの絆 動物たちの想いに触れてからの苦悩. ともに働く仲
間達の仕事に対する誇り. ベールに包.
2017年5月10日 . 京都・北山通りの「和牛焼肉 南山」で、「いわて短角和牛」「近江牛」「京たんく
ろ和牛」をぜひ味わって下さい。 和牛焼肉 京都北山 南山 · 店舗のご案内 · 糖質オフメニュー ·
ムスリムフレンドリーメニュー · 南山のお弁当 · WEB予約 · ご予約・お問合せ · ウェブショップ · アクセ
ス · 企業情報 · お問合せ · トップページ · 南山からのお知らせ; ８月２日（水）「いのちをいただく」作
法 トーク＆肉捌きライブ.
食と命について考える「いのちをいただく」（6月22日放送）. 2017年06月23日. 食育をテーマにお届
けしてきた今週の「Ｒｅらいふ」、最終日の今日は、食を通じて命の尊さを伝え続ける一人の男性の
活動を紹介します。 皆さんは、この絵本を読んだことがありますか？ いのちをいただく. 『いのちをいた
だく』 動物を肉にすることを仕事にしてきた主人公の痛みと葛藤を描いた実話です。 主人公坂本さ
んはある日、飼い主から家族同様に愛されて育ってきた牛のみいちゃんを肉にする仕事を依頼され
ます。 人懐こく首をすりつけるみい.
2013年6月8日 . 【子どもが作る”弁当の日”って？】 ２００１年、香川県の滝宮小学校５、６年生
が始めました。 大切なルールは「親は手伝わないで」。 献立作り、買い出し、調理、弁当詰め、片
づけまで、全部、やるのは子ども自身。 こっそり親に手伝ってもらう子がいても、それでいい。 全部自
分で作った友だちの弁当を見るうちに、 きっとその子も「次は自分で作ってみよう」と密かに決心する
はずだから…。 講演依頼はコチラ↓ bentounohi@gmail.com.
卸されている。 牛を殺すとき、 牛と目が合う。 そのたびに坂本さんは、 「いつかこの仕. 事をやめよう」
と思っていた。 ある日の夕方、 牛を乗せたトラックがセンターにやってきた。 しかし、 いつまで経っても.
荷台から牛が降りてこない。 坂本さんは不思議に思って覗いてみると ・ ・ ・ ・ 、 一 〇歳くら. いの
女の子が、 牛のお腹をさすりながら何か話し掛けている。 その声が聞こえてきた。 「みいちゃん、 ご
めんねぇ。 みいちゃんごめんねぇ。 ごめんねえ ・ ・ ・ ・ ・ .」.
それぞれがいのちに思いを馳せながら、「“みいちゃん”が牛肉になる日」を迎える感動実話。 絵本
『いのちをいただく』は2009年の5月に発行して以来、じわじわと広がり現在７万部を突破。保育園や
学校から問い合わせが相次ぐ話題の食育本です。 今回、低年齢のお子様にも理解していただきや
すいように、作画を魚戸おさむさんが担当。また枚数も29枚と通常の紙芝居より多めに作り、飽きさ
せない工夫を凝らしました。内田美智子 文 魚戸おさむ 絵 坂本義喜 原作【セット内容】紙しばい
29枚組＋手づくり紙しばい用紙6枚【.
2016年11月13日 . いのちいただくシゴト 〜元食肉解体作業員の誇りと痛み〜. さかのぼれば、食
べる"肉"はすべて命だった。。 元食肉解体作業員の坂本義喜さんは小学校で講演し、 動物を肉
にするまでの話を子どもに伝えている。 差別の体験も隠さない。「被差別部落の話を蒸し返さない
でほしい」と言う同僚に「今の時代だからこそ正しい事を語らなくては」と訴える。 深い悲しみを背負
い、時代を変えたいという決意で活動する坂本さんを通して、 食肉解体の現実、命をいただく仕事
をしている人たちの姿を伝える。 ナレーター.
いのちをいただく. 金山小学校 ４年 田口 沙也加. この本の題名を見た時、わたしはどんな内ようの
本だろうと思いました。 今は、たべる物がたくさんあって、いつでも好きな時に食べたいものが食べられ
て、おなかがいっぱいになると、すぐに食べ物をのこしてしまいます。ずっと前に、お母さんからごはんを
のこすともったいないと言われたことがあります その時は、どうしてだろうと思いました。でも、この本を読
んで食べ物に対して少し考え方が変わりました。 いつも何も思わずに食べていた牛肉に、こんな話が
あるのかと知って.
発行部数10万部、魚戸おさむ先生が作画を担当した絵本「いのちをいただく みいちゃんがお肉にな
る日」はネットで話題になっています。 今回、１２月４日（日）に紀伊國屋書店新宿本店にて「いの
ちをいただく」本編読み聞かせと、作画の魚戸おさむ先生と（株）清月エンターテイメントの声優によ
るトークライブを開催します。 各回朗読会終了後、『いのちをいただく みいちゃんがお肉になる日』を

購入の方を対象に魚戸おさむさんのサイン会も開催します。 予約は１１月１３日（日）10：00より承
ります。 詳しくは： 興味のある方は.
【無料試し読みあり】「絵本 いのちをいただく みいちゃんがお肉になる日」（坂本義喜 内田美智子
魚戸おさむとゆかいななかまたち）のユーザーレビュー・感想ページです。ネタバレを含みますのでご注
意ください。
ヤフオク!は、誰でも簡単に[いのちをいただく]などを売り買いが楽しめる、日本最大のネットオークショ
ンサイトです。圧倒的な商品数を誇るヤフオク!で、落札・出品してみませんか？ 補償制度もありま
す。
なかでも、 5 年生のアイガモ農法による米づくりは、 2000 年度から「アイガモのいのちをいただく会」に
発展した。元来、アイガモ農法は、「アイガモ同時水稲作」として、田んぼで主食である米と副食で
あるアイガモ肉を同時に収穫することを目的にしている。しかし、卵から孵化したときからかわいがって
きたアイガモを自分たちでさばいて食べることを実行するまでは、子どもたちにも、教師や保護者にも
たいへんな葛藤があった。家庭でも学校でも、操り返し「アイガモを食べる力'、食べないか」にっいて
話し合いが行われた。
2008年11月17日 . はい、この五つのカードを順番に並べてください」 草分先生に指名された女の子
が、難しい言葉のカードをいとも簡単に黒板に並べていく。 「とちく・放血」→「つりあげ」→「はく
皮」→「内臓てき出」
食肉センターで働くのを、嫌だと感じているお父さんと、そんなお父さんの仕事がカッコ悪いと思ってい
るしのぶ君を絵本にしたもの。後半は、ニワトリを育てている農家さん、魚の養殖業者さん、食育活
動に力を入れている高取保育園園長さんの話。家畜を育てる方の思い、屠畜する方の思いを知る
ことで、いのちをいただくということを深く考えさせられます。肉だけでなく、魚や野菜も同じ。そして、自
分の手で触れることで、おいしいと感じ、大切に食べるということにつながる。必要な分だけ購入し、
廃棄することのないように気を.
いのちをいただくときの大切なあいさつ 食と水 第1話. 長い冬がおわり、フクロウ王子たちがすむ森に
花が咲きはじめたある日、まちの小学校にかよう子どもたちが、遠足でやってきました。 ちょうどお昼の
じかんです。おべんとうを広げた子どもたちは、手を合わせると大きな声で「いただきます」と言い、食べ
終わると「ごちそうさま」といいました。 フクロウ王子は、王様フクロウに「あのお祈りはなに?」と聞きまし
た。 王様フクロウは「お祈りではないぞ。食事の前とあとの大切なあいさつじゃよ。そうじゃ、ちょうど港
に魚船が入っておる.
私たちは食べ物を食べて生きています。生きることは食べること。人が生きるということは、命を. 頂くこ
と。殺すこと…。食肉加工センターに勤める人の話をもとに、食べ物のありがたみや感謝. して食べる
ことの意味を説きます。 2 エリカ 奇跡のいのち. お母さまは自分は「死」にむかいながら、わたしを
「生」にむかってなげた。戦争の陰に隠され. た、小さないのちの奇跡。第二次世界大戦中のドイツ
での衝撃的な実話をもとに、戦争を考え. る絵本。 ○. 3 きみの友だち. 頭がよくてちょっと意地悪な
恵美ちゃんと、何をやってもぐずな.
こいわい食堂 (上関町その他/郷土料理（その他）)へのpoppo123さんの口コミです。
重いトピになるのかもしれませんがお付き合い頂けますと幸いです。 美味しいご飯を食べるのがとても
大好きです。 お腹いっぱい食べると幸せを感じますし、 おいしいご飯屋さんを調べては行ったりしま
す。 結婚して子どもが出来、主婦になってから外食をやめて自炊する様になりました。 毎日調理す
る事になり、トピ題の事が頭によぎります。 アサリの砂抜きをしているとき呼吸しているアサリが可愛い
な・・・。 このまま飼う事って出来るのかな？ アサリのみそ汁を作るとき、アサリをお鍋に投入して少し
心が.
9 Jun 2013 - 11 min - Uploaded by 堀口香織カオリン先生音読の紙芝居。 西日本新聞社「食
卓の向こう側」より、熊本県の食肉加工 センターで働く、坂本さんと息子のし .
2017年3月28日 . 現代は、飽食の時代と呼ばれています。 ”食”に困ることはなく、安定して美味し
いものが食べられるとても幸せな時代です。 そんな中で、みなさんは「いのちをいただく」ということを真
剣に考えたことはありますか？ 今回ご紹介するのは、そんな命と食に関する話題です。 スポンサーリ
ンク. 『いのちをいただく』ということ. 西日本新聞社の電子版で、以下の書籍が紹介されていました。

タイトルは『いのちをいただく』というもので、. 内田美智子・諸江和美さんによって書かれました。 内
容は「命と食」をテーマに講演.
2月3日に「いのちをいただく講演会」を開催します. いのちをいただく講演会（PDF） · crane 2017-1224T03:30:16+00:00 2017.12.24|お知らせ|. 一般社団法人 アニマルウェルフェア畜産協会事務所／
〒089-1356 北海道河西郡中札内村西札内47－1 電話：090-9085-9078 FAX：0155-68-3305.
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書名：: いのちをいただく; 著編者名：: 坂本義喜; 発行所：: 講談社; 発行年：: 2013; 備考：: 食肉
センターにやってきた一頭の牛とみいちゃんを通して、命を考えます. 図書紹介 · 新着図書の紹介 ·
協会所蔵書籍類の紹介. 県立のじぎく会館 利用案内. 会館のご利用について · 会議室のご利用
料 · 会議室の空室情報 · ふれあいルームのご案内 · アクセスマップ · パンフレット · 人権相談 · 投
稿・ご意見. ページTOP.
2016年12月5日 . 現在発行部数10万部、「泣ける」「子供に読んであげたい」とネットで話題の絵
本「いのちをいただく みいちゃんがお肉になる日」（坂本 義喜・内田 美智子・魚戸おさむ）。作者三
名の許可のもと、清月エンター.
2010年8月8日 . 食事をいただく際の「いただきます」という言葉。この「いただきます」について改めて
考えさせていただいたお話をご紹介いたします。 このお話は、実話を基に作られています。熊本県の
食肉加工センターで働く坂本義喜さんが、実際に体験したお話です。 坂本さんとお子さんとのやりと
り、牛のみいちゃんと女の子の別れ、そしてみいちゃんの涙。このような現実があることを、そしてこうし
た現実の上に私たちの生活があることを、この読み聞かせを聞いて知ってください。 そして、私たちは
動物の命をいただいて.
2015年1月31日 . 姫は絵本が大好き。 小さな頃から. 毎晩、好きな絵本の読み聞かせをして眠り
につきます。 去年のクリスマスプレゼントに. ５歳の姫に贈った絵本. 「いのちをいただく みいちゃんがお
肉になる日」. IMG_9754. 熊本の食肉解体作業員、坂本さんと. 解かれてしまう牛、みいちゃんの
お話。 この本を贈ったことを人に話すと、. 「ちょっとまだ早いんじゃないの？」 「お肉の英才教育でも
したいの？」 など. 意外にも. 否定的な意見が少なくありませんでした。 でも、私は思うんです。 牛を
解くということは特別なことでしょ.
出版：西日本出版社 －生きることは、生命を食べること－ 文：内田 美智子 絵：諸江 和美 監
修：佐藤 剛史 対象年齢：全年齢 人が生きることは、動物や植物といった他の生命を食すことで
す。 それぞれが尊く、生命の輝きを宿しています。 人が生きることは、他の.
主題名 命を大切にするとは ３－（１）生命尊重. 資料名 「いのちをいただく」（出典：西日本出版
社）. 現状. 生命のつながりに感謝し、自他の命を大切にしていこうとする心情を養う。 ・自分のせい
で生き物が死んで. しまうというのはどんな気も. ちになるものだろう。○自・○人. ・命を大切にするとい
うのは、. 自分の命を大切にするという. こと以外にどんなことがある. だろう。○他・○価. １時間の授
業で子どもとと. もに何を考えるのか。 現状よりちょっと高いねらい. ※導入で、「命を大切にすると
は？」のアンケート結果を示す。
2010年6月15日 . 飽食の時代と呼ばれて久しく、豊かなはずの食事が逆に心身の健康をむしばん
でしまうこともある現代。目を移せば、年間３万人を超す自殺者は低年齢化も進み、動機の理解
に苦しむ殺人事件も後を絶たない。そうした中、生きることと食べること、その連環を原点に立ち返っ
て見つめ直そうと語りかける絵本「いのちをいただく」（文・内田美智子、絵・諸江和美）が、昨年５
月の出版以来、静かに波紋を広げている。年の初めに当たり、食、生、命について集中的に考えて
みたい。 （座親伸吾、長谷川彰）. × ×.
2017年4月19日 . 私たちは毎日たくさんの命をいただいている。肉、魚、野菜の命と引き換えに、私
たちは生きている。しかし毎日の忙しさに気を取られると、そのありがたみも忘れがちになる。そしても
うひとつ、私たちが食事をするため、生きた動物たちを「解く」仕事をしている人たちがいる。「解く」と
は、牛や豚といった動物を殺し、食肉解体作業をすることだ。 『いのちをいただく みいちゃんがお肉に
なる日』（講談社）は、本作品の登場人物である坂本義喜さんが、九州の食肉センターに勤めてい
たときに起きた実話を絵本にした.

みんなの「ありがとう」を聞きながら逝きたいと思っています。その命、いただきます食事を食べる前に
「いただきます」という。食事が終われば「ごちそうさまでした」という。ごくごく当たり前の習慣ですが、そ
の意味を深く考えたことはありますか。まくらことばじつはこの言葉には、大切な枕詞が抜け落ちてい
ます。それは「命」という言葉です。本来ならば、「その命、いただきます」「その命、ごちそうさまでした」
というべきなのです。豚のし曲つ静焼きをいただく。それは単なる料理ではなく、豚の命をいただくこと
です。魚のお刺身を.
１０万部突破の感動作が手に取りやすい絵本に！ 坂本さんが経験した“事実”が、いの… Pontaポ
イント使えます！ | 絵本 いのちをいただく みいちゃんがお肉になる日 講談社の創作絵本 | 坂本義
喜 | 発売国:日本 | 書籍 | 9784061325616 | ローチケHMV 支払い方法､配送方法もいろいろ選
べ､非常に便利です！
いのち」をいただく. コミだけで全国に一万人の愛読者を持つ新聞に「みやざき中央新聞」というのが
あります。 「新聞」と名前がついていますが、一般紙のように政治、経済、事件、事故といったニュー
スは掲載. されておらず、色んな講演会を取材して、感動した話や心温まる話、面白かった話、ため
になる話. などを紹介した新聞で、今風に言えばミニコミ紙といったところでしょうか。 その新聞の第一
面に、編集長（水谷もりひと氏）執筆による社説が毎号掲載されております。 書き続けて20年にな
るその社説の中から、今回特に.
2015年2月26日 . 大人も泣ける絵本を探しているなら「いのちをいただく みいちゃんがお肉になる
日」がおすすめ。「いのちの重さ」「いのちをいただくことの深さ」「はたらくことの尊さ」を学ぶ素晴らしい
一冊をレビュー（クチコミ）してみます。
2015年7月3日 . 小学一年生の娘に読み聞かせるため、図書館から借りてきました。 読み聞かせる
つもりが・・・・・・・. 涙で先が読めなくなってしまい・・・予想以上に母の私が. 感動した絵本だったの
で紹介したいと思います。 スポンサーリンク. 「いのちをいただく みいちゃんがお肉になる日」. 定期的
に図書館に行って、娘と息子が好きそうな絵本を選んで借りてくるのですが. こちらの本は、娘に読ん
で聞かせたいなぁと思い借りてきた１冊です。 中身は読まずとも、表紙のイラストとタイトルで. だいた
いの内容は分かりましたし、.
園外に散歩に行くと、にわとりへのお卜メ,ぼだと、はこべを両手いっぱいに摘み、帰るとさつそく与える
子。丈夫な卵般を作るために貝殻を金づちで砕いて餌に混ぜているのだが、にわとりの小さな口に
合うようにと真剣に小さく細かく割る子。子どもたちにとってにわとりは友だちのような存在であり、その
にわとりが産む卵は、食べ物としての卵というよりも、"命としての卵"の側面が強いようである。卵から
ひよこ力;産まれてくることを野草合で体験した子は、大人になった今でも卵や肉を食べるときには、
命をいただく重さを感じる、と.
５万部突破！ 『JIN―仁―』で人気の漫画家・村上もとかさんも絶賛！ 朝日新聞「天声人語」
欄でも取り上げられ、学校での読み聞かせでも愛読されています。 西日本新聞社から刊行されて
いる単行本『いのちをいただく』は、全国で感動を呼び、10万部を突破したロングセラー。『紙しばい
いのちをいただく』も、紙しばいとしては異例の売れゆきを続けています。この名作が、新版として、手
に取りやすい絵本になりました。 坂本さんは、食肉センターで牛を“とく”仕事をしています。息子のし
のぶくんは、小学校の授業参観で、.
Amazonで内田 美智子, 魚戸おさむとゆかいななかまたち, 坂本 義喜の絵本 いのちをいただく みい
ちゃんがお肉になる日 (講談社の創作絵本)。アマゾンならポイント還元本が多数。内田 美智子,
魚戸おさむとゆかいななかまたち, 坂本 義喜作品ほか、お急ぎ便対象商品は当日お届けも可能。
また絵本 いのちをいただく みいちゃんがお肉になる日 (講談社の創作絵本)もアマゾン配送商品な
ら通常配送無料。
2014年3月10日 . 高齢者施設には「ねずみきょう」幼稚園、小学校低学年には「しりやめいじん」を
持って行って演じてます。どちらも皆、笑って呉れて、励みになります。 小学校三年以上は、今は「い
のちをいただく」を朗読してます。だって紙芝居を市の図書館にないもんだから！！ このページの先
頭へ.
坂本さんは、食肉加工センターに勤めています。 牛を殺して、お肉にする仕事です。 坂本さんはこ
の仕事がずっといやでした。 牛を殺す人がいなければ、牛の肉はだれも食べられません。 だから、大

切な仕事 だということは分かっています。 でも、殺される牛と目が合うたびに、仕事がいやになるので
す。 「いつかやめよう、いつかやめよう」と思いながら仕事をしていました。 坂本さんの子どもは、小学
３年生です。しのぶ君という男の子です。 ある日、小学校から授業参観のお知らせがありました。 こ
れまでは、しのぶ君の.
2014年1月17日 . 昨年の１２月に刊行された『いのちをいただくーみいちゃんがお肉になる日ー』とい
う絵本を購入しました。この絵本のあらすじは次のようです。 小学３年の忍（しのぶ）君のお父さんは
食肉解体の仕事をしています。ある日、１頭の牛が食肉解体センターにトラックで運ばれて来まし
た。すると、同乗していた１０才くらいの女の子が荷台に上がって、牛に話しかけている声が聞こえて
きました。 「みいちゃん、ごめんねぇ。みいちゃんが肉にならんとお正月がこんて、じいちゃんのいわすけ
ん。みいちゃんを売らんと、.
2016年12月11日 . 焼肉屋さんではコンロの片隅に黒こげにされた肉の山を見ることが多く、家畜か
ら直接命をいただく仕事をしているミニは大変悲しい思いです。 「ブタさん、いのちをありがとう」は、家
畜の代表としてブタを例にとり、誕生からと畜、飼いたい、そして小売店に並ぶまで、多くのヒトの手を
経て豚肉になる過程をまとめたDVDです。ショッキングな映像もありますが、現実です。私たちは家
畜の命をいただいて食肉を食べることで命を永らえ、命をつないでいくだけでなく、皮や医薬品の一
部など、家畜から多くの恩恵を.
25 Feb 2017 - 1 minいのちを頂く【閲覧注意】 [料理] 海の味をそのままBBQにしました。味付けは
無し。伊勢 海老は頭を叩いて気 .
【いのちをいただく】. 「いただきます」って、 日本ならではの言葉なんだそうです。 だから、 この言葉を
知らない外国の人は、. 「いただきますって、何ですか？」 「それは、神に対する祈りですか？」 と聞い
てきます。 もしもですよ、 みなさんが子どもたちに、. 「なんで食べる前に『いただきます』 って言わな
きゃいけないの？」 って聞かれたとしたら、 どう答えますか？ たぶんですね、 みなさんは、. 「それは
ね、 命をいただく動植物、 食料を生産してくれた人、 そして調理してくれた人に 感謝するためなん
だよ」. って答えるんじゃないかな.
みなさんは、この十歳の女の子のように、思ってご飯を食べてい. る人はいますか。あまりいないのでは
ないかと思います。 今の生活は、「いのちをいただく」というイメージからずいぶん. 遠くなってきていま
す。そしてその結果、食べ物が粗末に扱われて、. 日本での一年間の食べ残しは、何と１年間に３３
００万人分の栄養. をまかなえるくらいになるそうです。 これは、カナダやオーストラリアの人口に匹敵
します。 私たちは奪われた命の意味も深く考えないで、毎日の食事をして. います。 動物は、みんな
自分の食べ物を自分で獲.
2009年5月11日 . 本書は「命と食」をテーマに講演を行う熊本県の食肉加工センターに勤務する坂
本義喜さんの体験談を基にした絵本です。坂本さんは「牛を殺す」という具体的な事例を交えなが
ら、「動物の命を私たちはいただき、生かされている」ことの意味を問い続けます。その講演録を、福
岡県行橋市の助産師、内田美智子さんが物語り風にまとめ、佐賀県三瀬村の画家、諸江和美さ
んが絵をつけました。 物語は、小学校の授業参観をきっかけに、坂本さんと息子のしのぶ君が食肉
加工センターの仕事について語り合う.
いただきます」・・・この言葉に込められた意味を知っていますか？ 「下関ぶちうま食育プラン」では、
「みんなで元気をいただきます ～育もう 豊かな食文化～」をめざす姿とし、これを実現するための重
点目標の1つとして、「食への感謝・食文化の伝承」を掲げています。 この取り組みの一環として、幼
稚園・保育園、小学校、中学校に「いのちをいただく」（西日本新聞社刊 文：内田美智子）という
「命と食」を考える絵本を配布しました。 また、この本を通して周りの人や家族と話し合ってほしい！
という思いから、コンクールという形で.
いのちをいただく みいちゃんがお肉になる日 絵本 - 坂本義喜／原案 内田美智子／作 魚戸おさ
むとゆかいななかまたち／絵 - 本の購入はオンライン書店e-honでどうぞ。書店受取なら、完全送料
無料で、カード番号の入力も不要！お手軽なうえに、個別梱包で届くので安心です。宅配もお選
びいただけます。
2013年3月4日 . Facebookで友人がシェアしていた話を読んでいて、これはぜひ書きたいと思ったの
で書きます。 食事を食べる前に言う『いただきます』という言葉は日本にしかない。こちらの友人に『ど

ういう意味？』と聞かれると『作ってくれた人や、こうやって今日も食事が食べれることとかへの感謝を
表しているんだよ』と説明している。しかし、この『いのちをいただく』という話を読んで、本当の意味を
知った気がした。 100330-03 自ら栄養を作りだしていける植物とは違って、我々人間は栄養を得る
ために、他の生き物を『.
2017年11月29日 . とても素晴らしい絵本に出会いました！ 切ない内容ですが『命の大切さ』を実
感できる感動する絵本です。 この絵本を小学生の子どもたちに読んで聞かせたら感動で泣いていま
した。子どもたちなりに『命の大切さ』を理解してくれたのだと思います。
2013年12月2日 . 坂本さんは、食肉センターで牛を“解く”仕事をしています。息子のしのぶくんは、
小学校の授業参観でおとうさんの仕事はなんですかと聞かれて、「ふつうの肉屋です」とこたえまし
た。その後、担任の先生に「おとうさんが仕事ばせんと、肉ば食べれんとぞ」といわれたしのぶくんは、
「おとうさんの仕事はすごかとやね」と坂本さんにつたえます。そんなある日、坂本さんがつとめる食肉
センターに、女の子と一頭の牛がやってきて.。

