
版画絵本「松阪牛物語」へ寄せられた感想 

 

平成 18 年度に松阪市立天白小学校 6年生の皆さんが、松阪牛について学習し

た成果を基に制作した「松阪牛物語」を関係者、希望者などたくさんの皆さん

にご覧いただいた結果、次のようにたくさんの心温まるご感想をいただきまし

た。 

いただきました感想もまた食育について考えたり推進するに当たり、大変参

考になると判断し、ここに掲載させていただきます。 

なお、掲載に当たっては、原則としていただきました原文をそのまま使用さ

せていただきましたが、必要に応じ割愛したり伏字にさせていただいた部分も

ありますので、ご了承ください。 

 

いただいた感想 所属等 

栄養士協議会にて、この絵本をいただきました。一頁読む毎に、涙がこぼれ

ました。農家の人、牛、学習した子供達の姿、食肉公社の方々の労働（私も以前

に視察させていただいた事があります）の気持ち、様子が誠実に描写されてい

ます。 

牛の立場で多くの思いを深く捉え、育つことの大切さ、すばらしさ、働くことの

意味、難しさ、そして生きることの大きな目的など、子供達の感性を存分に引き

出すことのできた学習だと思います。私も百姓の育ちですので、こうした学習が

多く展開されることは嬉しいです。先生方の格調高い指導力に敬服しておりま

す。 

版画も魂のこもった力強い、そして心優しいものばかりで、これについての指

導力と子供達の実力にも感服です。この学習の出会いができた子供達はとても

幸せだと思いますし、生涯忘れえぬ貴重な時間、日々であったと思います。天白

小学校、益々のご発展と先生方のご清栄を心よりお祈りします。尚、この事業に

対し、援助された貴会に感謝申し上げます。 

学校栄養士 

松阪牛物語を読ませていただきました。天白小学校児童の感性の豊かさに驚

きました。物語が牛の気持ちを中心に進んでいきますが、その中で肥育農家の

方の気持ちもよく表されていると思いました。この取り組みをされたことで、児童

は、きっと「食べること」について深く考えることができたと思います。 

人間は、他の動植物の命をいただいて生きているということ、食べるものが

色々な人々の手を通って私たちのもとに届いていること、これらのことで感謝の

気持ちも芽生え、豊かな心を育てることに役立ったのだと思います。その集大成

がこの松阪牛物語 1 冊につまっているような気がしました。素晴らしいと思いま

す。 

この版画絵本を大切にし、参考にしながら今後の食教育の実践につなげてい

けたらと思います。貴重な 1 冊をありがとうございました。 

学校栄養士 



「松阪牛物語」読ませていただきました。大変感動しました。普段何気なく食べ

ている牛肉のありがたみを改めて感じました。朝の読書の時間に 6 年生に読み

聞かせを行いたいと思います。 

学校栄養士 

上手くまとめてあると思います。 市町 

版画絵本を通し、食育の基本となる「人は他の生命に助けられ生きる力を得

ている」という事が判りやすく理解できると思う。版画も子供達が一生懸命作った

ものであると感じられ、大変素晴らしいものだと思う。当●町役場にて一番目に

付く場所に「松阪牛物語」を置き、万人に見て頂ける事にさせていただきます。 

市町 

愛情いっぱいうけて松阪牛が育っているので、おいしいし有名になることと、

食べ物に感謝する食育の大切さがわかる貴重な資料をいただき、ありがとうご

ざいました。食育に活用させていただきます。 

市町 

松阪牛が生産されるまでがよく分かり、良い参考になりました。 市町 

インパクトを感じました。 市町 

子供に読ませたい本です。是非出版もして、小学校の図書室や都道府県、市

町村の図書館にも配架して頂きたく、よろしくお願い致します。きっと良い食育・

教育用教材になると思います。 

県外 

畜産団体 

読み物を読むだけの学習よりも、自ら作成することで、学習内容が記憶に残

り、食育の効果が出ると思います。子供達に食べ物、生き物の大切さと有り難さ

を感じてほしいですね。資料のご送付ありがとうございました。 

県外 

畜産団体 

よく勉強されていることに感心しました。その気持ちを忘れずにいてほしいも

のです。ありがとうございました。 
畜産団体 

天白小学校の 6 年の皆さんは、本当に良い体験をされました。感想文から学

校の取り組みの目的が達成されている事がわかります。●県でも募集による体

験より、熱心な先生がおみえになる学校での体験の方が、成果が出ると思って

います。 

県外 

畜産団体 

とても良い資料をいただき喜んでいます。まず版画の出来の良さに感心しまし

た。物語の様子が上手に版画の中に表現されています。また、牛の眼から見た

お話が何とも小学生らしい素直な気持ちで書かれているのがよく伝わってきまし

た。このお話を作り上げた子供達やこれを読んでくれて牛の気持ちが分かってく

れた子供達の成長が楽しみです。 

食べることは「命」をもらうこと。「いただきます」「ごちそうさま」の気持ちを大切

にしたいと思いました。 

県外 

畜産団体 

まず一彫り一彫り…と彫刻刀を持って作成したたくさんの子供達の姿が浮か

んできました。人間に食べられる目的の為だけに生まれて死んでゆく牛の気持

ちになって、とても感性豊かな表現で、とても感心しました。 

畜産生産者 

新聞記事を見ましたが、こんな素敵な作品が出来上がっているとは知りませ

んでした。子供達の優しい言葉も心打つものばかりでした。 
畜産生産者 



牛・人間の表情がとても素晴らしい。牛を見た事がない子供でも牛の嬉しい

時、悲しい時の気持ちがこの本 1 冊で充分に解かると思います。世界の松阪牛

を子供より発信して広がっていく事を楽しみにしています。ありがとうございまし

た。コピーして●牧場にも送る予定をしています。 

畜産生産者 

素晴らしい作品集です。とくに表紙の版画絵に感動しました。どの作品も小学

校 6 年生とは思えぬ力強さ、優しさが感じられました。毎日見るのが楽しみで

す。ありがとう。 

畜産生産者 

肥育農家にとってとても嬉しい冊子でした。なぜか家族全員涙が出ました。天

白小学校のみなさんありがとう。私達は生きるものすべての命をいただいて生

活している事を思いました。良い勉強をさせていただきました。いろんなかたちで

利用させて頂きます。 

畜産生産者 

生産者から消費者へ牛がどのように育てられ肉となっていくかという過程が大

変わかり易く表現されていて、版画にも 6 年生たちの気持ちが伝わってくるよう

で素晴らしいと思います。 

畜産生産者 

子供向けの食育の資料に使わせて頂きます。 畜産生産者 

素晴らしい出来栄えの絵本ありがとうございます。早速社内で回覧しておりま

すが、皆感心していました。この取り組みを通じての命をいただく、感謝の心の

輪が広がるよう、上手にこの冊子を使われる事を望みます。 

畜産生産者 

すべてが白と黒だけの版画という装丁にまず圧巻というのが第一印象でし

た。子供の目で見た牛や周囲の人々の表情のあたたかさが充分に伝わります。

自然に消滅する命ではなく、意図的に絶たれる命の物語だけに、「生命」の重み

は子供の心に強烈に宿ると思います。 

このように、組織の方々のお力が借りられると、同じ総合学習でもこんなスケ

ールの大きなプログラムが可能になるのだなぁ…と学ぶ機会のあったお子さん

たちをうらやましくも思いました。少しでも多くの子供達にこのようなチャンスを届

けていただけるよう、長く続けていただきますよう、お願い致します。ありがとうご

ざいました。 

私の娘が小学校の教師をしていますので、学習に役立ててもらおうと考えて

います。 

一般 

松阪牛の事がよくわかるし、命の大切さを訴えるいい本だなぁと感心しまし

た。東京にいる 5 年生の孫が松阪肉が大好きなので、絵本を送ってやります。親

子でいい勉強になると思います。ありがとうございました。 

一般 

食卓にのぼる牛肉の、それまでのプロセスがよくわかり、大変よかったと思い

ます。尚この冊子は近くの小学校の図書室に届けようと思います。 
一般 

素晴らしい松阪牛物語、ありがとうございました。版画のもつ特性を生かしな

がら、画面いっぱいにひろがる松阪牛のイメージそのままに、迫力ある牛が、そ

して、愛情あふれる人々の姿が、見事に描写されていて、驚きました。 

地域畜産支援事業を推進いただき、ありがとうございます。 

一般 



私の地元天白小学校が、全国で受賞した話は聞いていましたが、この松阪牛

物語を送っていただき、今更ながら全国に名を知っていられる松阪牛、今更なが

ら嬉しく読ませていただきました。全国どこにもその名を広げ、味わっている松阪

牛、本当に嬉しく読ませていただきました。 

何年か前、北海道に旅行した時に会った人も、本当の松阪牛が食べたいと話

されたので、それから私は毎年その方に有名な本当の松阪牛を送り続けていま

す。この本を読ませていただき本当に嬉しく料理に励みます。 

一般 

松阪牛物語、兵庫に嫁いでいる娘に「松阪牛って言うけど但馬で生まれるの

だって」と話を聞き、そうなのと関心を持っていましたが、こんなに詳しく教えてい

ただけて大変嬉しく思いました。まだ知らない方がみえたら教えてあげようと思

います。 

版画もとてもよく出来ていて感心しました。主人も物語・版画を手に取りうまい

こと出来てるなーと感心しきりでした。夕食後の話題になり、話す事の少ない今

日、本当にありがとうございました。 

一般 

一言で言えば上手（版画も文章も）この本を読んで今まで何気なく食べていた

牛肉に対して考えがちょっと変わりました。 

友人・孫に読んでもらいたいと思い渡しました。 

一般 

「牛の命」を改めて考えさせられました。また、子供さん達のよく学習された様

子等興味深く見せて頂きありがとうございました。 
一般 

家族みんなで読ませていただきました。まず版画が良かったですね。高校生

の孫は、小学生でこんなに素晴らしい作品が出来るのだねと大変感心しており

ました。 

いろいろの体験学習ができる今の子供達は本当に幸せだと思います。私たち

家族もよい勉強をさせていただきました。ありがとうございました。 

一般 

涙があふれてきました。素晴らしい絵本です。今、流行の”千の風になって”を

思い浮かべました。大切にします。有難うございました。 
畜産関係者 

誰もが知っている松阪牛でありながら、他の牛肉も含め、育てる過程を知って

いる人は少ないと思います。特に○○牛という名前がない牛肉は、産地とも結

びつきにくいと思います。子供たちにもわかりやすく作っていただいた「松阪牛物

語」をうまく活用できたらと思います。 

学校栄養士 

命をいただいているんだなぁ…と実感できる内容だと思いました。ありがとうご

ざいました。 
学校栄養士 

ありがとうございました。話は三雲（注：天白小学校の所在地名）から少し聞い

ていましたが、すばらしいものですね。松阪牛についてのお話をする際に使いた

いと思います。 

学校栄養士 



普段何気なく口にしている牛肉の過程を知り、牛がどれだけ大切に育てられ

ているか分かり、感謝の気持ちを持ちました。私たちが生きていく上で、植物や

動物の命をもらっている事を改めて知り、これからの食育で子供達に伝えていき

たいと思いました。 

又、牛だけでなく、生き物の命をムダにしないように残さず食べたいと思いまし

た。版画絵本で状況がとても理解しやすく、勉強になりました。ありがとうござい

ました。 

学校栄養士 

ありがとうございました。 学校栄養士 

素晴らしい本を送っていただきありがとうございました。2 月に●市の牧場見

学をさせていただき、畜産農家の方の熱い思いを伺ったのですが、今回また、こ

の資料にてその感動がよみがえってきました。本校でもぜひ子供達の食育にこ

の版画絵本を使わせていただきたいと思います。ありがとうございました。 

学校栄養士 

とてもめずらしいものを見せていただきました。 学校栄養士 

ページを進めるたびにじーんとこみあげてくる感動がありました。とても深く学

習された内容が、子供達にとって素晴らしいものとなったと思います。 

食育を進めていく一人として、今後参考にしながら熱意を持って取り組んでい

きたいと思います。ありがとうございました。協議会会員にも紹介させて頂きま

す。 

学校栄養士 

天白小学校の平成 17～18 年にかけての食教育の取り組みの中での体験が

あたたかく伝わってきました。また、木版画を使ったことも親しみがわきます。素

晴らしい印刷物をいただきありがとうございました。 

一般 

素晴らしい体験学習の事業だと思います。生徒の皆さんにとっては直接体験

して学んだ事は興味深く、更に本にする事で印象深い学習となった事でしょう。 
その他 

紙も装丁も良く、予想以上に立派な版画絵本が完成し、とても喜んでいます。

既に配布させていただいた方からも「内容も絵もすばらしく感心しました」という

お話を聞かせていただきました。 

また、新聞記事を読まれた高校の畜産部の先生から、問い合わせの電話も

ありました。本当にありがとうございました。有効に活用させて頂きます。 

その他 

松阪牛が生まれてから、愛情をかけて大切に育てられ、沢山の人の手を経て

食卓に上る事が詳細に観察・描かれており、「命の大切さ」や「感謝の気持ちが」

伝わってきます。素晴らしい体験をされ、豊かな心を育まれ、大きく成長されるこ

とを祈ります。 

県機関 

是非、当機関の消費者の部屋におかせていただき、多くの皆さんの目に留ま

るようにさせていただきます。 
県機関 

5 年生の娘は「もうわたしは、牛ではなく肉になりました」というところを読んで

涙ぐんでいました。牛は命をかけて私たちの役に立っていてくれることを感じた

ようです。 

版画の素晴らしさ、味わいにも感激していました。ありがとうございました。 

一般 



松阪牛生産者の一助と成る様使わせていただきます。 畜産関係者 

見学者の方にも見せるなど活用していきたいと思います。 畜産関係者 

私は畜産関係の仕事をしており、今回の版画集の記事を「養牛の友」で見た

時、すぐに申し込みました。今、手にして、期待にたがわず素晴らしいもので、と

てもいいものを手にしたと大変満足しています。版画を描いた子供達の、牛に対

する思いやりにあふれた素敵な画集です。大切にします。 

とてもよい企画をありがとうございました。お肉をいただく時は、これまで以上

に感謝していただきます。早速に送付していただきありがとうございました。 

一般 

とても素晴らしい「松阪牛物語」でした。感動しました。天白小学校の皆さんの

版画が上手で黒毛和牛が生きているようです。皆さんの学習の姿勢が感じられ

ました。又、先生方の指導も大変だったと思われます。我が家は繁殖農家です

が、三人の娘たちにも自分たちの牛の対する気持ち、牛の命をいただくという事

を常々伝えてきました。早速娘にも読ませ、改めて牛の話をする時間を持ちまし

た。天白小学校の皆さんも、今は、中学生となられたと思いますが、色々な進路

にこの学習が活かされていく事と思っております。私も生産者として将来のある

子供達の食育に少しでも貢献できるよう、日々努力していきたいと思います。い

ただいた本、大切にしていきます。ありがとうございました。 

畜産生産者 

私も黒毛和種の繁殖経営をしております。以前はホルスタインを飼っておりま

したが、黒毛の仔牛は夏でも風邪をひく、下痢をするで数が増す事に大変さを感

じます。でも親牛の周りを元気に跳ね回る仔牛を見ているとそんな苦労も忘れま

す。子供達の版画集、とても嬉しく拝見しました。時々見ては楽しみたいと思いま

す。ありがとうございました。 

畜産生産者 

子供たちの素晴らしい版画を、もっと掲載したいところでしたが、誌面の都合

上、表紙の版画のみ掲載させていただきました。 

少子化の進む日本において、このような取り組みは食育にとどまらず、農業

への理解、将来の担い手育成の意味からも素晴らしい、意義のあることと存じま

す。 

畜産関係 

出版社 

松阪牛物語を拝読させていただき、改めて命の大切さを実感させていただき

ました。本校でも●牛繁殖 30 頭、去勢肥育 30 頭を飼育しております。今後の食

料生産、畜産後継者を担う生徒には、生命の誕生から出荷まで、様々な出来事

を教材とし、農業教育を実施しております。版画は教材のひとつとして大切に使

わせていただきます。ありがとうございました。 

教育関係者 

牛が肉になって食べられるまでという牛の一生を追いかけて学習に取り組ま

れていて、すごいと思いました。普段、何気なく口にしている食物もこのように考

えると、命をもらっているんだなとしみじみ感じました。版画もとても細かく、丁寧

に作られていて、とてもよかったです。ありがとうございました。 

三重県外 

県機関 



天白小学校 6 年生の皆さんが牛に近づき牛の匂いをかいでくれたこと、嬉しく

思います。牛からの視点で書いているのがいいですね。版画の表現が Good で

す。牛と人間の無言のコミュニケーションが伝わってきます。 

各ページに松阪牛の育てのプロセスを畜産協会でコラムに書かれると物語が

正確に理解でき、子供達との視点が理解できると思います。 

畜産関係者 

「いのち」の教育に取り組む時、何を取りあげるか大変困ります。大変多くの

過程を経てこの作品ができたことを知り、この本を作られた先生方や子供たちに

心から敬意を表します。版画も素晴らしく、早速クラスの子たちに見せようと思い

ます。私たちの生命は、他の多くの生命によって支えられていることを、この作

品をお借りして、少しでも子供たちに伝えていきたいと思います。ありがとうござ

いました。 

教育関係者 

この度は版画絵本「松阪牛物語」を賜り誠にありがとうございました。絵本を

通じて私たちの食卓が尊い命で支えられていること、それだからこそ大切にいた

だくという事をしみじみと考えさせられました。絵本を作られた天白小児童の皆さ

んの松阪牛への愛情や食を学ぶ姿勢にも大変感銘を受けました。今、学校現場

では食に関する指導の必要性がますます高まっています。機会があれば、この

絵本を紹介していきたいと思います。 

教育関係者 

食品の大切さや安全性に関して、小学生等にもわかりやすく、非常に良い資

料と考えられる。 
県機関 

松阪牛物語を読ませていただきました。松阪牛の一生を子供の目で追ってい

ました。 

私達も食育の中で子供達に牛や豚の事を話していますが、どうしても牛から

肉となるところをうまく伝えられないのが現状です。子供達が正しく真正面から見

てくれていることに感動をおぼえました。改めて命の尊さ、食の大事さを正しく教

えていかなくてはと感じさせられました。ありがとうございました。 

畜産関係者 

食を通じて「命の大切さ」を広く皆さんに理解されようと努めていられるのが良

くわかりました。 
一般 

ありがとうございました。ひとつひとつの絵に心がこもっていますね。愛らしい

牛の表情は癒されます。中学校で生徒達に紹介しました。給食の「いただきま

す」「ごちそうさま」を「命をいただきます」「命をいただきました」に変えました。絵

本を見て、さらに命の尊さに気付いてくれる子が増えると思います。ありがとうご

ざいました。 

教育関係者 

大変すばらしい本をありがとうございました。とても感動しました。少し残念だ

ったのは、本文が子供でも読めるようにフリガナ付きだといいのですけれど…。 
畜産関係者 

子供達の松阪牛への想いがよく表れたいい絵本ですね。 

命の大切さ、食べ物を大切にする心を育む絵本として、地元の人達だけでな

く、多くの人たちへその想いが伝わる絵本として、長く愛読されるとよいですね。 

県外 

畜産団体 



このような立派な本を送っていただき、ありがとうございました。 

版画の絵にまず驚きました。牛が堂々としていて、その牛を愛情たっぷりに育

てられた農家の方々の様々な表情、心の中までわかるような皆様の顔つきが私

の心にもグッとせまり、牛を手離す場面では思わず涙がこぼれてしまいました。6

年生の皆さんは、この学習を通して本当の食育、そして“生きること”を学んだよ

うに思います。うわっつらの教科書だけの勉強だけでは、ここまでの本は作れな

かったでしょう・・・。とっても感動しました！ 

自分達で体験して、感じて、それを伝えて・・・それこそ今一番必要とされてい

る学びだと思います。素晴らしい本、実践記録を送っていただき心より感謝申し

上げます。松阪牛の給食はさぞおいしかったでしょう・・・。私も食べてみたいで

す。本当にありがとうございました。 

一般 

 


