
「⼦どものころ、僕は“のび太”でした」 

（藤⼦・F・不⼆雄）  

若いうちは、⾃分の好きなこと・やりたいことを、 

ブレずにひたすらがんばるのが⼤切。（⽥村優） 

（本⽂p. 119より） 

おとなになるのび太たちへ

⼈⽣を変える 
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『アスレチック・ハウス』｜空間認識能⼒

を⼿に⼊れよう｜選者・猪⼦寿之  

『あやとり世界』｜諦めるな！やり続けよ

う！｜選者：梅原⼤吾  

『さようなら、ドラえもん』｜経験するこ

と、想像すること｜選者：梶裕貴  

『オモイコミン』｜すべての始まりの絵 

｜選者：⻲⼭達⽮  

『サンタメール』｜夢のある世界を⾃分で

つくる｜選者：菅⽥将暉  

『なかまいりせんこう』｜同じ⽬標を持つ

仲間とみる⾵景｜選者：⽥村優  

『ぼくよりダメなやつがきた』｜いい⼦と

ダメな⼦｜選者：辻村深⽉  

『だいこんダンスパーティ』｜まずはやっ

てみる。そして楽しく続ける 

｜選者：なかしましほ  

『思いだせ！あの⽇の感動』｜おとなにな

るということ｜選者：はなお  

『野⽐家が無重⼒』｜いい仲間といいコミ

ュニティを作る｜選者：向井千秋  

『りっぱなパパになるぞ！』｜⼤⼈になっ

たのび太から⼦どもののび太へのメッセー

ジ 

著者

猪⼦寿之

梅原⼤吾

梶裕貴

⻲⼭達⽮

菅⽥将暉 

⽥村優

辻村深⽉

なかしましほ

はなお

向井千秋

実業家。ITと⾃然界の融合を⽬指す「チー

ムラボ」の代表。デジタルアートの先駆者

でもあり、創造的運動空間「運動の森」を

企画するなど、その仕事は多岐にわたる。

⽇本⼈初のプロゲーマー。17歳で世界⼤

会優勝。2010年アメリカ企業とプロ契

約。同年8⽉「世界で最も⻑く賞⾦を稼い

でいるプロ・ゲーマー」としてギネス認

定。 

声優。『進撃の巨⼈』のエレン・イェーガ

ー、『七つの⼤罪』のメリオダス役などを

務める⼈気声優。ナレーター、歌⼿でもあ

る。 

絵本作家。中川敦⼦とtupera tuperaとし

てユニットを組む。⼯作、舞台、アニメー

ション、空間デザインなど様々な分野で活

動。「しろくまのパンツ」で第18回⽇本

絵本賞読者賞。「パンダ銭湯」など著書多

数。 

俳優、歌⼿。2017年「あゝ、荒野」で第

41回⽇本アカデミー賞最優秀主演男優賞

を受賞。その他、受賞歴多数。2019年

「まちがいさがし」で歌⼿として紅⽩歌合

戦に出演。 

2012年と2019年にラグビーワールドカッ

プに⽇本代表として２度出場。横浜キャノ

ンイーグルスにプロ選⼿として所属してお

り、2020年よりキャプテンも務める。 

⼩説家。2004年 『冷たい校舎の時は⽌ま

る』で第31回メフィスト賞受賞。2012年

『鍵のない夢を⾒る』で第147回直⽊賞受

賞。

料理家。レシピの開発や、料理教室、レス

トラン、お菓⼦⼯房「foodmood」を経

営。 

YouTuber。理系の知識を駆使した実験や

数学を笑いに変える動画を配信。チャンネ

ル登録者数は176万⼈（2022年現在）。

共著「その悩み、僕らなら数学で解決でき

ます！」。 

宇宙⾶⾏⼠、医学博⼠。1994年スペース

シャトル・コロンビア号にアジア⼈初の⼥

性宇宙⾶⾏⼠として搭乗。1998年にも宇

宙空間での実験に従事。東京理科⼤学特任

副学⻑、スペースシステム創造研究センタ

ーエグゼクティブアドバイザーを兼務。

10⼈の「夢」を⽀えた 

ドラえもんエピソード 

＊

＊

ダメ⼈間のび太が夢を叶える？

あこがれの職業についている10⼈の⼤⼈

が、これから⼤⼈になる⼦どもたちに対し

て、⾃分の好きなドラえもんエピソードを

紹介し、夢を叶えるためのコツを伝えてく

れる本です。伝えたいメッセージは、漫画

『ドラえもん』のストーリーとリンクさせ

て語られているので、⼦どもにとってもわ

かりやすく、親⼦ともに、気軽に楽しめる

⼀冊です。 

10⼈の答えは明快です。まずは好きなこ

とをとことんやってみる。周囲の意⾒に振

り回されずに続けてみる。他の⼈があなた

の活動を知ると、同じ⽬的を持つ仲間が表

れて、新しい世界が開ける。この10⼈は

皆そうやって夢を叶えたと⾔います。本書

を読めば夢がかなうわけではありません

が、10名が選んだドラえもん作品をあわ

せて読むことで、のび太や周りの登場⼈物

の気持ちを味わいながら、その成⻑の過程

を体感でき、⼒になるはずです。 

本書のテーマ

夢を叶えるために、まず「好きなことをや

ってみよう」。⾃分がやりたいことを、た

とえ周りに何を⾔われようと、挑戦してみ

ること。（梅原⼤吾・⻲⼭達⽮・⽥村優・

なかしましほ）要約2、4、6、8より

そして、「経験を味わう」ことも必要で

す。⾟い出来事も全⼒で感じ取り、突き進

むことで、その経験が⾃分を⽀えるエネル

ギーになり、未来につながっていきます。

（梅原⼤吾・梶裕貴・⻲⼭達⽮・⽥村優） 

要約2、3、4、6より 

⼤切なのは「楽しむこと」。楽しむことで

続けることができて、楽しむ姿が、⾒てい

る⼈たちをも楽しませることができます。

（菅⽥将暉・なかしましほ・はなお） 

要約5、8、9より 

不思議なことに、夢に向かう中で、同じ⽬

標をもつ「仲間との出会い」があります。

同じものを⾒る仲間だけど、⾃分とは微妙

に違う相⼿の価値観を知り、お互いに良い

影響を与え合うコミュニティを作ることが

できます。（菅⽥将暉・⽥村優・辻村深

⽉・向井千秋）要約5、6、7、10より 

仲間ができると、⼀瞬でできることが増

え、夢への距離は⼀気に縮まり現実味が増

します。その結果、夢を仲間と⼀緒に叶え

ることができたり、さらに新しい景⾊へと

世界を広げることができます。（猪⼦寿

之・菅⽥将暉） 要約1、5より 

好きなことに挑戦し続ける素直な気持ちを

もって、⼀つ⼀つの経験を味わい、深め、

環境や仲間に感謝し、楽しみを共有する。

そのような努⼒や失敗を繰り返すことで、

ゆっくりとしかし着実に⼦どももおとなも

成⻑できます。（はなお・漫画『りっぱな

パパになるぞ！』） 要約9. 本p.193‒ 

205（要約11）より 

本書の流れ

↓

↓

↓

↓

↓

キーワード

「⼦どものころ、僕は“のび太”でした」と

語る、『ドラえもん』の作者、藤⼦・F・

不⼆雄先⽣。のび太は、運動も勉強もでき

ず、失敗ばかりで、すぐ怠けて、困ったと

きにはドラえもんに⽢えるキャラクターで

す、厳しく⾔えば⽇本⼀有名な「ダメ⼈

間」であり、多くの親が恐怖する「⼦そだ

て失敗例」ではないでしょうか。しかし、

⻑年『ドラえもん』が愛されているのは、

やはりこの「ダメ⼈間のび太」の存在では

ないかと思います。いつの世にも、そして

誰の⼼の中にも、のび太がいるからこそ、

ひみつ道具は読者にワクワク感やインスピ

レーションを与え、読んだ⼈に希望を与え

ていると思います。は、のび太には、ドラ

えもんが⻑く愛される理由と「成⻑」の本

質があるのではないでしょうか？

「のび太と藤⼦・F・不⼆雄」

夢を叶えるためには、何をすればよいか 

→ 要約 2、4、6、8 へ 

夢を叶えた著名⼈が、⼤切にしていること

は何か 

→ 要約 1‒10 へ 

Tupera tuperaの「くじらのたまごやき事

件」から分かる、天職のきっかけは、意外

なことだった！（p.72‒75） 

→ 要約 5 へ 

勉強も運動もダメなのび太が、どんなおと

なになったか知っているか（p.193‒205） 

→ 要約 11 へ 

⼦どもの夢を応援するときに、親としてど

うアドバイスしたら良いか 

→ 要約 9 へ 

要約ガイド

◎ 何から調べますか？ 

本 
⽂ 
要 
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1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

 家の中をアスレチックにしたように、街の

中にアスレチックを作りたかった 

 

 何に価値があって何にないかなんて、それ

ぞれの中にきちんとした基準なんかない 

 誰かを想いなにをすべきかを考え、想像す

ることで、⼈は成⻑していく 

 ⼤切なのは思い込むだけでなく⾏動にうつ

すこと 

 

 「夢がない世の中」だからこそ「夢のある

世界」を作っていかなきゃいけない 

 

 同じ⽬標があれば⼈と仲良くなれる 

 優越感や劣等感を超えて友情は芽⽣える 

 

 魔法のような実験が新しいわくわくをつくる 

 

 楽しく⽣きるコツは⼦どものままでいること

 当たり前は常に当たり前ではない 

 

 『りっぱなパパになるぞ！』  

「⼈⽣はまだまだ⻑いんだ。これからが勝負

だよ。」 

 

 世界的デジタルアーティストでチームラボ代表の

猪⼦寿之さんが勧めるエピソードは『アスレチッ

ク・ハウス』です。運動嫌いののび太のために、ド

ラえもんが家の中をアスレチックにしてしまうお話

です。そして猪⼦⾃⾝は幼い頃、⾃然の中を駆け回

る体験を、東京や福岡、マカオといった都市部で体

験できるようにした創造的運動空間「運動の森」を

作ります。考案者の猪⼦寿之さんが重要視している

のは、最近では失われつつある能⼒「空間認識能

⼒」です。森や⼭など⽴体的で複雑な環境で過ごす

ことや、⼟を掘ったり⾍を捕まえたり⾃然の中で遊

ぶことにより、⾝体が物事を⽴体的に認識できるよ

うになります。世界を⾝体で感じられるようになる

と、ものの⾒⽅や考え⽅、解決⽅法も変わり、新し

い世界を知ることにつながります。猪⼦さんは、こ

の空間認識能⼒を現代の⼦どもたちにも⾝につけて

ほしいと、運動嫌いののび太のためにドラえもんが

家の中をアスレチックにしたように、街の中にアス

レチックを作りました。 

 ⽇本⼈初のプロゲーマー、梅原⼤吾さんが勧める

エピソードは『あやとり世界』です。何をやっても

失敗ばかりののび太ですが、数少ない特技の⼀つが

あやとりです。しかし、のび太がどんなに⾼等なあ

やとり技を披露しても誰も褒めてくれません。そこ

でのび太はドラえもんの道具で、「あやとりが価値

のある世界」に変えてしまいます。変わった世界で

あやとりのプロを⽬指すのび太、以前とはうって変

わってのび太をちやほやする周囲の⼈達の姿が楽し

めます。  

 梅原さんがプロゲーマー契約をした時、周囲の反

応はまさにこの『あやとり世界』のようだった、と

語っています。梅原さんは暇つぶし、頭が悪くなる

とさえ⾔われていたゲームを仕事にし、数々の⼤会

で実績を残し、ゲーマーそのものの価値を変えてき

ました。この『あやとり世界』を引き合いに、諦め

ることにメリットはない、時代の価値観に振り回さ

れることなく、⾃分がやりたいなら周りが何を⾔お

うとやり続けることが⼤切であり、踏ん張れば社会

に居場所ができ、それまで⾮難していた⼈さえ態度

を変える、というメッセージを発信してくれていま

す。 

 ⼈気声優の梶裕貴さんが選んだお話は『さような

ら、ドラえもん』です。未来に帰ることになったド

ラえもんに⼼配をかけまいと努⼒する、のび太の成

⻑のストーリーです。しかし、梶さんが、今、この

エピソードで伝えたいのは、のび太の単純な「成

⻑」ではありません。梶さんが⼦どもの時、このエ

ピソードを読んだ時はのび太になったつもりで読み

ました。しかし、今読み返してみると、のび太の成

⻑を⾒守る⼤⼈の視点で読めたと⾔います。⼤⼈に

なると、同じものを⾒ても、別の楽しさ、悲しさを

味わえます。積み重ねた⾃分の経験を交えて、想像

することで、世界の⾒え⽅が変わると⾔います。  

 世界の観⽅が変わったと思うとき、⼈は精神的に

成⻑します。梶さんはそのために必要なのは、結

局、その時その時を全⼒で⽣きて、感情をかみしめ

ることだ、と⾔います。のび太は多くの失敗を繰り

返し、その度に泣いたり、ドラえもんを頼ります

が、欲しがったり、泣いたり、という感情が何もな

い⼈よりも、失敗しても、「楽しいな」「悲しい

な」がある⼈なら、素敵な未来が待っている、と述

べています。 

 イラストレーターで絵本作家の⻲⼭逹⽮さんが勧

めるドラえもんエピソードは『オモイコミン』で

す。⾃分はできると思い込む薬を飲むだけで、のび

太がホームランを打ったり、ジャイアンに勝ったり

する姿が描かれています。  

 今でこそ、「しろくまのパンツ」「パンダ銭湯」

で⼦どもたちに⼈気の絵本作家tupera tuperaの⻲

⼭さんが絵を描くようになったきっかけは、図⼯の

時間に仕上げた作品にバケツの⽔がこぼれたことで

す。慌てて雑⼱で拭いた絵は原型を全くとどめてい

ないグレー⼀⾊の絵になってしまいました。必死に

乾かして何とか提出した絵が、なぜか絵画コンクー

ルで⼊選しました。周囲から褒められまくり、⻲⼭

さんの作画活動が広がっていきます。そんな偶然の

事故以前から、「⾃分は天才かもしれないと思い込

み、根拠のない⾃信が常にあった」と語る⻲⼭さん

は、その⾃信が、⾃分が思っている以上の⼒を発揮

すると⾔います。そして何より⼤切なのは、思い込

むだけでなく、⾏動にうつし続けること。現実は厳

しいけど、『オモイコミン』のお話のように、やっ

てみたらうまくいく、やってみたもの勝ち、という

どうにかなってしまう側⾯があるのもまた真実、

『オモイコミン』はとりあえずやってみよう、とい

う背中を押してくれるお話です。 

 ⼈気俳優で歌⼿の菅⽥将暉さんが勧めるのは、

「サンタクロースなんていない」という⼦どもたち

に夢を届けたい⼀⼼で、のび太がサンタさんとして

がんばる『サンタメール』です。  

 このエピソードの最後、「ゆめのない世界になっ

たなあ」と、のび太がため息をつく結末に、ショッ

クを受けた、という菅⽥将暉さん。菅⽥さん⾃⾝

も、俳優としての経験を積み、慣れてくる内に、エ

ンターテインメントを通して夢を届けることを、難

しいと感じることがあったと⾔います。しかし今

は、受け取った⼈が夢を⾒られるようにするため

に、まず⾃分⾃⾝が夢を⾒ていこう、夢のある世界

を⾃分で作っていこう、と考えています。⼦どもた

ちに夢を届けたい⼀⼼で、のび太がサンタさんとし

てがんばる『サンタメール』は、のび太と菅⽥さん

の頑張りを応援したくなるストーリーです。 

 ラグビーワールドカップ⽇本代表に2度も選出さ

れた⽥村優選⼿が勧めるのは、のび太が、ひみつ道

具『なかまいりせんこう』を使って、しずかちゃん

たちや警察官の仲間に⼊れてもらうエピソードで

す。  

 ⽥村優選⼿がプロスポーツ選⼿を⽬指す⼦どもた

ちに伝えたいこと、それは、若いうちは⾃分の好き

なことや、やりたいことをひたすらがんばるという

こと。なぜなら、周りに何を⾔われても、⾃分を信

じ突き進んでいると、同じ⽬標を持つ仲間と出会う

ことができるから、と⾔います。そして、仲間はお

互いに世界を広げあい、夢を現実に近づけてくれる

すばらしい存在です。何よりも、仲間と⼀緒に⽬標

を達成していく過程は、楽しく、喜びに満ちてい

る、そのために好きなことに全⼒を尽くすのだと、

⾔います。『なかまいりせんこう』のお話は仲間と

出会い、働くことのドタバタを含めた楽しさを思い

起こしてくれる、楽しくユーモラスなお話です。 

 ⼩説家の辻村深⽉さんが勧めるエピソードは『ぼ

くよりダメなやつがきた』です。のび太のクラスに

転校してきたのは、のび太よりも学校の勉強や運動

が苦⼿な「多⽬くん」。いつもみんなからバカにさ

れているのび太は、⾃分よりも劣る多⽬くんの存在

に⼤喜びします。気が付けばのび太⾃⾝が多⽬くん

を貶めたりバカにする嫌な奴になってしまう、とい

うお話です。  

 ⼈間は群れを作る⽣物なので、本能的に⾃分と他

⼈を⽐較するようにできています。そのため、集団

内で⾃分より“ダメ”な相⼿の存在に安⼼したり⾒下

したりする「優越感」という気持ちと、相⼿と⽐較

して⾃分が劣っていると気にしてしまう「劣等感」

という気持ちを持つことがあります。  

学校の勉強や運動が苦⼿でドジなのび太ですが、⼼

の優しさと、いざという時にふりしぼれる勇気を持

っています。果たして、のび太は“いい⼦”でしょう

か、それとも“ダメな⼦”でしょうか？  

 辻村さんは⾼校時代に、⾃分よりも優れている友

⼈に対し「劣等感」を感じていたところ、その友⼈

が、本当は辻村さんに対して「劣等感」を持ってい

た、ということを知ったエピソードと、『ぼくより

ダメなやつがきた』を引き合いにして、相⼿のこと

を意識して刺激しあうことで、お互いに影響を与

え、強い友情に発展することがある、と語ります。

「劣等感」「優越感」という⼈の⼼を乱す⾯倒な感

情は、⻑い⽬で⾒ると⼈と⼈をより強く結びつける

ことが描かれた勇気づけられるエピソードです。 

 お菓⼦研究家のなかしましほさんが勧めるのは

『だいこんダンスパーティー』というエピソードで

す。「新種植物製造機」という秘密道具で、植物の

種から遺伝⼦を改造して新しい植物を作る、という

楽しい実験機械のお話です。  

 なかしまさんにとって、お菓⼦作りは楽しい実験

だと⾔います。レシピの中に魔法のような⼀粒を⼊

れて、何が⽣まれるのかをわくわくしながら想像

し、出来上がっていく様⼦や結果を楽しみます。

『だいこんダンスパーティー』のお話もなかじまさ

んの料理のお仕事もどちらも、好きなことをやって

みることからスタートし、実験の過程を楽しみなが

ら続けることで、次の新しいわくわくをつくりだし

ます。何が⾃分に向いているかすぐには分からなく

ても、まずはやりたいことに挑戦し、楽しく続けて

みてほしい、なかしまさんはこのエピソードにはそ

んな願いがあるようだと⾔います。 

 YouTuberのはなおでんがんさんが勧めるエピソ

ードは『思い出せ！あの⽇の感動』です。のび太は

ある⽇突然、何事にもやる気が出なくなってしまい

ます。」そして「ハジメテン」という薬を飲むこと

によって、初めて経験した時の新鮮な気持ちを思い

出し、感動をもって過ごすことができます。  

⼤⼈でも⼦どもでも同じような⽇々が続くと飽きて

きて、やる気が出なくなってしまいます。特に⼤⼈

は寄り道や無駄をせず、効率のよい仕事を求められ

るので、新鮮な気持ちを忘れてしまいやすい⽣き物

です。  

 「はなおでんがん」のはなおさんは、YouTuber

として、⾃分や周りのみんなをワクワクさせる仕事

をしています。YouTubeの仕事を続けるコツは、

⼦どものように好奇⼼旺盛で、いつでも新鮮な気持

ちを忘れないようにすること、と⾔います。なぜな

ら、おとなになるにつれ、たくさんの経験から世の

中の常識や周りの意⾒に合わせることを覚えたり、

新しく知ることが少なくなったりするので、感動が

少なくなるからです。YouTuberのように、娯楽・

エンターテインメントを仕事にする⼈なら、⾃分が

まず楽しくなければならない、そのために「ハジメ

テン」を飲んだのび太のように、初めて経験した時

の新鮮な気持ちを思い出し、感動をもって過ごして

ほしい、とはなおさんは⾔います。 

 宇宙⾶⾏⼠の向井千秋さんが勧めるエピソードは

『野⽐家が無重⼒』です。のび太の家が無重⼒にな

って、上下もあべこべ、普段できることができなく

なる、というストーリーです。  

 好きなことをとことんやってみると、将来の夢や

⼈⽣設計が⾒え、⾃分の世界が⾃然にできていきま

す。そして、⾃分の世界の⾯⽩さを誰かに伝えれ

ば、お互いの世界に影響を与えあう仲間となりま

す。しかし、同じ⽬的に向かう仲間でも、考え⽅や

アプローチの仕⽅が異なることがあるかもしれませ

ん。向井さんは『野⽐家が無重⼒』を引き合いに、

普段いかに⾃分を中⼼に考えているか、「当たり

前」のことは常に当たり前ではないことを教えてく

れた、と⾔います。⾃分の「当たり前」が相⼿の当

たり前ではないと思って接すれば、新たな学びを得

られ、対等で尊重しあえる仲間を作ることができま

す。「いい仲間が増えればいいコミュニティが作れ

る」という向井千秋さんのメッセージが、⼼に響く

エピソードです。 

 最後は編集部からのチョイスです。それは「⼤⼈

になったのび太から、⼦どもののび太へのメッセー

ジ」です。ダメなパパに不満を覚えたのび太が、タ

イムマシンに乗って、おとなになった⾃分に会いに

⾏くストーリー。しかし、おとなののび太は、パパ

と同じように酔っ払い、しずかちゃんに迷惑をかけ

ていました。がっかりするのび太に対し、おとなの

のび太は「⼤⼈になれば都合よく成⻑しているわけ

じゃない」と諭し、「失敗と反省を繰り返す毎⽇の

中でも、家族のためにがんばりたいと思っている」

ことを伝えます。「⼈⽣はまだまだ⻑いんだ。これ

からが勝負だよ。」と語るおとなののび太に、⼀緒

に成⻑することを誓うのび太。そして、応援するド

ラえもんの姿が暖かく映ります。 

選者：猪⼦寿之（アート集団チームラボ代表）  

推薦作品『アスレチック・ハウス』  

「空間認識能⼒を⼿に⼊れよう

推薦作品『あやとり世界』  

選者：梅原⼤吾（eスポーツプレイヤー）   

「諦めるな！やり続けよう！」 

推薦作品『さようなら、ドラえもん』  

選者：梶裕貴（声優）  

「経験すること、想像すること」 

推薦作品『オモイコミン』  

選者：⻲⼭達⽮（tupera tupera/絵本作家）  

「すべての始まりの絵」

推薦作品『サンタメール』  

選者：菅⽥将暉（俳優）  

「夢のある世界を⾃分で作る」

推薦作品『なかまいりせんこう』  

選者：⽥村優（プロラグビー選⼿）  

「同じ⽬標を持つ仲間と⾒る⾵景」 

推薦作品『ぼくよりダメなやつがきた』  

選者：辻村深⽉（⼩説家）   

「“いい⼦”と“ダメな⼦”」 

推薦作品『だいこんダンスパーティー』  

選者：なかしましほ（お菓⼦研究家・fodmood店

主） 

「まずはやってみる。そして楽しく続ける」 

推薦作品『思い出せ！あの⽇の感動』  

選者：はなお（はなおでんがん/YouTuber, 動画ク

リエイター）  

「おとなになるということ」 

推薦作品『野⽐家が無重⼒』  

選者：向井千秋（宇宙⾶⾏⼠）  

「いい仲間といいコミュニティを作る」 

推薦作品『野⽐家が無重⼒』  

選者：向井千秋（宇宙⾶⾏⼠）  

「いい仲間といいコミュニティを作る」 

ま 
と 
め

1. 覚えておきたいこと 

 

 のび太は⾊々なことができません。でも誰しも⼀

⾜⾶びに有能な⼤⼈になることはできません。10

⼈のメッセージは明快です。「好きなことに挑戦し

続ける」「⼀つ⼀つの経験・感情を味わう」「仲間

を作り楽しみ苦しみを共有する」です。共通する重

要なことは「できる・できない」ではなく、挑戦す

ること、続けること、味わうこと、仲間と分かち合

うこと、⼤事なのは「結果」ではなく「⾏為⾃体」

や「過程」だということです。努⼒や失敗を繰り返

すことで、⼦どももおとなも成⻑でき、ダメに⾒え

るのび太でもやがて夢を叶えることができる。変化

が激しくすぐに結果を求められる現代ですが、⼤⼈

も⼦供もそんな⻑い希望を持つことの⼤切さを考え

直しえてみましょう。  

 

2. ⼦どもたちへ  

 

 夢を叶えるためには、まず好きなことをとことん

やってみよう。周りの意⾒に振り回されずに、他の

⼈よりもがんばって続けてみよう。のび太は苦⼿な

ことが多く、失敗やうまくいかないこともたくさん

ありました。のび太はドラえもんを頼り過ぎに⾒え

ますが、⼈に素直に頼るのも⽴派な能⼒です。その

おかげでのび太には仲間ができて、成⻑できていま

す。⾃分でできるようになることも必要ですが、素

直に⼈を頼り、仲間を作ることで、新しい世界が開

けることを覚えておいてください。  

 

3. 家族で話そう  

 

 親の⽴場で読む『ドラえもん』は、⾃⾝の⼦ども

時代を思い出したり、親⽬線で読んだり、より「⻑

い時間軸」でドラえもんを楽しむことができます。

のび太のダメだけど、向こうみずでひた向きなとこ

ろや、ドラえもんをはじめとする周囲の温かさが、

各ストーリーが持つメッセージを優しく伝えてくれ

ます。  

また、この本では10⼈の選者の夢を叶えたエピソ

ードや、⼤切にしてきたことを知ることができま

す。ドラえもん作品のどこに惹かれたか、その着眼

点を知ることもできます。本書の選者の視点を参考

に、⼤⼈の視点、⼦どもの視点でのび太やドラえも

んについて話してみるのも⾯⽩いと思います。 

他の読みどころ

他者との価値観や基準の違いをどうとら

えるか（p. 40、p. 134-137、p. 190）  

 

うまくいかないときに、どう⾏動するか

（p. 57）   

 

プロゲーマー梅原さんの、先駆者として

のエピソード（p. 41‒43）  

 

失われつつある空間認識能⼒が果たす役

割について（p. 18‒19）

本書では分からないこと

夢を叶えるためのコツは、すべて選者の経

験をもとに答えられているため、万⼈に当

てはまるものではなく、具体的な⽅法や困

難な状況に陥った場合の解決策などについ

ては書かれていません。また、紙⾯の⼤半

を漫画「ドラえもん」が占めているため、

選者の伝えたいメッセージは簡潔にまとめ

られている半⾯、情報量が少ない⾯もあり

ます。 

おすすめ書籍

『学校では教えてくれない⼤切なこと 17 

夢のかなえ⽅』  

旺⽂社

⾃分の好きなことや得意なことが、どんな仕事

に⽣かすことができるかを紹介しており、いろい

ろな職業を知ることができます。おススメ職業診

断や、漫画で解説など、⼩学校低学年の⼦ども

にも分かりやすく描かれており、興味をもって読

むことができます。

「好き」で道を切り開いた⼈の本

「好き」で道を切り開いた⼈の本

『さかなクンの⼀⿂⼀会〜まいにち夢中な

⼈⽣！〜』  

さかなクン著、講談社、2016 

⿂好きのさかなクンが、現在の職業に就くまで

の⾃叙伝です。きわもの芸⼈のような扱いから、

いまや⼤学の准教授となったさかなクン。好き

な⿂にかかわる仕事に就いてもうまくいかな

い。そのような中でも、「好き」を諦めずに、

夢を追い求め続けることができた理由が書かれ

ています。さかなクンの「好き」を育てた⺟親の

かかわり⽅も描かれており、⼦どもの夢を応援

したい親にもおススメの⼀冊です。 

おとなになるのび太たちへ 

⼈⽣を変える『ドラえもん』セレクション 
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