絵 本 作 家 の２人 が 選 ぶ

荒 井 良 二 さん

逢いたい誰

1956年、山形県生まれ。2005年アストリッド・リンドグレーン記念文

学賞を日本人としてはじめて受賞するなど、
国内外で高い評価を得て
いる。
絵本に
『たいようオルガン『
』あさになったのでまどをあけますよ』
（ともに偕成社）
『
、こどもたちはまっている（
』亜紀書房）
など多数。
写真：永野雅子

小学校卒業以来会っていない幼なじみへ

転校した友達に

りすとかえるのあめのたび

はっぴーなっつ

1,760円 9784776410560 BL出版

1,540円 9784893097040 ブロンズ新社

念入りに計画を立ててでかける旅も
あればこの本のりすとかえるのように
偶発的な出来事に左右されて思わぬ
楽しさを見い出す旅もある。雨と水の
透明感のある絵といっしょに小さな旅
にでかけましょう！

敬愛するC.シュルツの
「PEANUTS」
への
オマージュ的な絵本。コミックと絵本
を合体した構成で、
日々の些細な出来
事に季節を感じる、
マンガのような絵
本のような！

作：うえだまこと

絵本専門士が選ぶ

作：荒井 良二

逢いたい誰 かに贈る

ときめく心を忘れない人たちへ

100年 たったら

子どもと関わる大人の方へ

海のアトリエ

文：石井 睦美 絵：あべ 弘士
1,650円 9784752008569 アリス館

1,540円 9784034351604 偕成社

「また あえるよ「
」いつ？」100年かけて紡が
れる命と愛の物語。不確かだけど確かなもの。
あなたはまだ信じられますか？

夢や希望を胸に、新しい扉を開けて、君たちら
しく、前に進んでいってほしい。この絵本でエ
ールを送りたいと思います。

小中学校の子どもたちへ

ええところ

作：くすのき しげのり 絵：ふるしょう ようこ
1,430円 9784052034770 Gakken

人の悪いところを見つけるのでなく、
人の”ええ
ところ”を見つける楽しさがある。

遠くにいる姪っ子へ

せんろはつづく
にほんいっしゅう
文・絵：鈴木 まもる

1,430円 9784323024721 金の星社

日本全国の電車や県の鳥、
鉄橋、
そして駅弁も
たくさん登場する絵本。ページを開けばすぐ出
発進行！ 旅した気分になれますよ♪

作：堀川理万子

友人の子どもたちへ

あいたい あいたい
あいうえお

文：聞かせ屋。けいたろう 絵：おくはら ゆめ
1,430円 9784041114926 KADOKAWA

明日こそ、
ともだちにきっと逢える！とっても楽
しみな今夜は、
どんな夢を見るのかな？

いつも背中を押してくれる仲間へ

まっくろ

作：高崎 卓馬 絵：黒井 健

1,760円 9784065247341 講談社

私の心の中にあるのは、
まっくろな画用紙の中
にある私だけが見えるみんなからのエール。
感謝の気持ちを込めて贈ります。
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注文書と拡材は

かに贈る絵 本
えがしらみちこさん
しばらく会えていない年配のお友達へ

うたをうたうとき
詩：まど・みちお 絵：渡邉 良重
2,420円 9784877588304
アノニマ・スタジオ

お花を贈るような気持ちで絵本を手渡
したいと思いました。まどみちおさん
の詩は、
誰のためでもなく、
自分のため
に静かにキラキラと光っている宝物の
よう。その小さなひそやかな輝きを、
こ
われないようにそっと包んで、
大切な人
といっしょに愛でたくなる絵本です。

る 絵 本 ブックリスト
愛する家族へ

いつまでも ALWAYS

日書連ホームページ https://www.n-shoten.jp
バーコードつき注文書、
絵本専門士のコメント入りPOPなどの
拡材はこちらのHPバナーよりダウンロードできます。

福岡市生まれ。主な絵本に
『なきごえバス』
『なきごえたくはいびん』
『だれだれ？ハロウィン』
（白泉社）
『せんそうしない』
、
（文・谷川俊太郎
／講談社）
『あめふりさんぽ』
、
（講談社）
、
など多数。子育てママパパの
居場所にと絵本店
「えほんやさん」
を静岡県三島市で営む。

あかちゃんがやってきたお友達へ

あかちゃんといっしょ
作：えがしら みちこ 監修：大日向雅美
1,320円 9784592763024 白泉社

子育ては、
ネガティブな言葉を使っては
いけないのではないかと思われがちで
す。
「楽しまなくちゃ」
とか
「可愛いとおも

わなくちゃ」
なんて気にせず、
お母さんや
お父さんのそれぞれのペースで、
あかち

ゃんといっしょの時間を過ごしてもらえ
たら…と願いを込めて。

●誰に贈りたいかと紹介コメントはその絵本を推薦した絵本専門士によるものです。
●定価は税込表記です
（2022年9月時点）
。

大切な友人へ

はるとあき

著：アンナ・ピンヤタロ 訳：俵万智
1,540円 9784074517831 主婦の友社

作：斉藤 倫 うきまる 絵：吉田 尚令
1,430円 9784097268505 小学館

一緒にいても、離れていても、年齢が大きくな
っても、
いつまでも家族はかぞく。そんな気持
ちに気付かせてくれる心温まる物語。

はるとあき。どこか似ている二人。直接逢うこ
とはできない運命でも、
手紙を通して優しくお
互いを想い合う姿に心が温まります。

家から離れて大学に通う娘に

ともだち
文：谷川 俊太郎 絵：和田 誠

1,320円 9784472402784 玉川大学出版部

ひとりぼっちではいきてゆけない、ともだちっ
ていいなとほんのりじんわり思わせてくれるあ
たたかく、
深い一冊です。

ひとり暮らしをしている息子へ

ゴムあたまポンたろう
作：長 新太

遠くはなれた子どもたちへ

ふたごパンダのこころ
コロコロ
文：西島 三重子 絵：はせがわ ゆうじ

1,320円 9784120055263 中央公論新社

逢いたい人の声を想像して読んでください、
贈
った人も贈られたあなたも
「やさしさ」
でこころ
がほっこり癒されます。

逢いたい家族へ

きみのことが だいすき
作：いぬい さえこ

1,430円 9784494008810 童心社

1,320円 9784756255525 パイ インターナショナル

うまく行かないときもある。力を抜いて流れに
身を任そう。ときには休むことも大事だよと、
ポンたろうが教えてくれる。

逢いたい気持ち、
そばで寄り添ってあげたい気
持ちを届けられる絵本です。最上級の“ぎゅう”
の想いとともに贈りたいです。
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