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店長様
児童書ご担当者様
フェアご担当者様

第２回

絵 本 フェアのご 提 案
ごあいさつ
私たち「絵本・日本プロジェクト」は絵本を贈りあう文化の創造を目指し、2010年の国民読書年に発足した
業界横断の女性プロジェクトです。これまで毎年、各地で絵本と読者をつなぐイベントを開催してまいりました。
しかし昨年来、コロナの影響でイベントは中止せざるを得ないという状況です。
そこで、当プロジェクトでは、絵本の知識を豊富に有する「絵本専門士＊」の協力を得て、書店様店頭での絵本
フェアをご提案させていただいております。別れと出会いの季節《春》にむけて、
「逢えない誰かに贈る絵本」
30作品のブックリストを昨年に続きお届けします。
外出自粛等で、思うように逢うことのできない大切な人に、心をつなぐ一冊の絵本を届けませんか？
心を込めて選んだ絵本の数々とメッセージが、笑顔とともに贈られることを願って止みません。
「絵本専門士」は国立青少年教育振興機構が実施する養成講座を修了し、
＊
絵本専門士委員会にて認定された絵本のエキスパートです。
2014年のスタートから現在まで、全国で約420名が活躍しています。

2021年10月
絵本・日本プロジェクト
会長 髙橋小織

来 春１月か ら のフェア 開 催 につ いて
●2022年1月から、貴店のご都合に合わせて開催いただけます。
●貴店の開催時期に合わせて、リストからフェア展開書目を自由にお選びください。
貴店に合った銘柄でコーナーを作っていただくことが可能です。
（例：バレンタイン、卒業・入学ほか）
●発注は各出版社へお願いいたします。2021年9月時点で出版社在庫があるものを掲載しております。
●フェア詳細については、2021年11月以降、https://www.jpic.or.jp/event/search/event.html もしくはＱＲコードで
アクセスし、
「イベント一覧」から「絵本専門士が選ぶ逢えない誰かに贈る絵本」をご確認ください。
絵本専門士のコメント入りＰＯＰなどの拡材も、ダウンロードできるようにする予定です。
●日本最大級の絵本ポータルサイト「絵本ナビ」https://www.ehonnavi.net でも企画のご案内をしています。
● ＃逢えない誰かに贈る絵本 をつけて、フェア展開写真をぜひ SNS で投稿してください！ お待ちしています。

主催：

協力：絵本専門士委員会、日本図書普及株式会社、日本書店商業組合連合会、
一般財団法人 出版文化産業振興財団

逢えない誰 かに贈る絵 本
ブックリスト
●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
（2021年9月時点）
。

コロナで逢えない遠くに住む孫へ

おもわず おもわず
作：えがしらみちこ

長く逢えない友人へ

こどもたちは まっている
作：荒井良二

1,540円 9784251099433 あかね書房

1,760円 9784750515984 亜紀書房

好奇心は未来へのとびら。子どもたちは五感
をフルに使ってこの世の中をつかもうとしてい
る。センスオブワンダーがつまった絵本。

繰り返す言葉と色彩豊かな絵、
子どもも大人も
何かを“まっている”と気づかされます。読み返
したくなる、
心の奥にそっと届く一冊。

ずっと逢っていない家族や親戚へ

そらは あおくて

友人へ

台所のメアリー・ポピンズ

文：シャーロット・ゾロトウ 訳：なかがわちひろ 絵：杉浦さやか
1,430円 9784751528457 あすなろ書房

作：P.L.トラヴァース 絵：メアリー・シェパード
訳：小宮由
（おはなし）
、
アンダーソン夏代
（お料理）
1,760円 9784877587338 アノニマ・スタジオ

家族のつながりを感じる絵本。離れていても
時代が変わっても空を見上げれば、あの時と
同じ。思い出もあなたの力になります。

簡単なメニューから、イギリスの伝統料理ま
で、
「メアリー・ポピンズ」
の物語と一緒にチャレ
ンジしましょう。

心が折れそうと感じる人へ

子どもたちへ

あさの絵本

はじまりの日

1,650円 9784752003441 アリス館

文：谷川俊太郎 写真：吉村和敏

作：ボブ・ディラン 絵：ポール・ロジャース 訳：アーサー・ビナード
1,760円 9784265068197 岩崎書店

「止まない雨はない」
・
「明けない夜はない」
。
理屈で言い聞かせても、
心が折れそうな時。そ
れでも、
「朝は来る」
と信じて。

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。

すべての大切な人へ

あさになったので
まどをあけますよ
作・絵：荒井良二 1,430円 9784032323801 偕成社

近くても、
遠くても逢えない。でも、
まどを開け
ればつながっている。“ここがすき”と思える
幸せ、
窓を開ける幸せを感じる絵本。

幼なじみへ

いちばん しあわせな
おくりもの
作・絵：宮野聡子 1,320円 9784774620619 教育画劇

大好きなくまに贈り物がしたいこりすは質問を
します。くまくんが望む物はとっても自然なこ
とでした。やりとりにキュンとします。

子育て真っ最中の同僚へ

ここは
著：最果タヒ 絵：及川賢治
（100%ORANGE）
1,430円 9784309290850 河出書房新社

子どもから見る世界の広がり、そして、自分た
ちの居場所を見つめる、親子が一緒に成長で
きる絵本です。

世界中のすべての人へ

てをつなぐ
作・絵：鈴木まもる

1,430円 9784323024646 金の星社

今は手をつなげなくても世界はきっと心でつ
ながっていけるはず。その手の先にいる誰か
の幸せを願いたくなる絵本です。

父母へ

猫が好きな一人暮らしの友人へ

いえのなかと いえのそとで

ポテト・スープが大好きな猫

1,760円 9784867020593 廣済堂あかつき

作：レウィン・ファム 訳：横山 和江

著：テリー・ファリッシュ 絵：バリー・ルート 訳：村上春樹
1,870円 9784062131957 講談社

直接逢って抱きしめあえる日が必ず来る、
今は
我慢ばかりでつらいけど、
希望を持ち続けよう
と、
前を向く力をもらいました。

おじいさんと猫の心のふれあいが温かく素朴
な絵で描かれている。テキサスの雄大な自然
と日常の普遍的なぬくもりが愛おしい。

コロナ禍で逢えない人たちへ

会いたくて 会いたくて

希望が欲しい人へ

たいせつな気づき

1,320円 9784097250968 小学館

新型コロナウイルスをのりこえた
未来の物語

コロナ禍、大切な人にどんなに逢えなくても、
心と心がつながっていれば気持ちは届く、
そん
なことを感じさせてくれる絵本です。

経済優先の人間中心の世の中を変える転機に
しよう！

作：室井 滋 絵：長谷川義史

家族へ

著：Tomos Roberts 絵：Nomoco 訳：大嶋野々花
1,760円 9784422760681 創元社

遠くに住む子どもや孫たちへ

おにぎりくんがね・・

ゆうびんやさん おねがいね

決め台詞
「しんぱい ごむよう！」その言葉に、
コロナ禍で大切な人に逢えず、
張り詰めている
気持ちが緩みます。

コロナ禍で、
思うように逢えない日々が続いて
います。お手紙や荷物と一緒に、
こんな想いも
届けてもらえたら嬉しいな。

作・絵 : とよたかずひこ
935円 9784494001828 童心社

新しい生活へ向かう人へ

文：サンドラ・ホーニング 絵：バレリー・ゴルバチョフ
訳：なかがわちひろ
1,650円 9784198624170 徳間書店

大切な人に逢う夢を見たい人へ

ぼくはひとりで

ゆめぎんこう

作・絵：フン・グエン・クアン／フイン・キム・リエン 訳：はっとりこまこ
2,200円 9784866000947 冨山房インターナショナル

1,430円 9784592762751 白泉社

不安だけれど、ひとりでボートを漕いでいく。
暗闇の向こうを目指して進む。迎えてくれる場
所と仲間がいるから。

もうすぐ赤ちゃんを迎える人たちへ

作：コンドウアキ

夢のアメを売る、不思議な
「ゆめぎんこう」
。夢
の中でもいいから逢いたい…そんな人がいる
あなたの心にそっと寄り添う絵本です。

孫とパパとママへ

おへそのあな

そっくりこ

作：長谷川義史

1,430円 9784776402046 BL出版

文：中川ひろたか 絵：村上康成
968円 9784564011436 ひかりのくに

おなかの中の赤ちゃんもみんなに逢えるのを
心待ちにしています。いっぱいはなしかけてし
あわせな気持ちで待っていてあげてね。

逢えない孫の◯◯は ママにそっくりね。△△
はパパにそっくりで▲▲は じいじ、□□は ば
あばにそっくりよねー。

人間関係に悩む人へ

おおきなおおきな
木みたいに

子育て真っ最中の友人へ

この ては あなたの ために

作・絵：ブリッタ・テッケントラップ 訳：木坂涼

文：ダイアン・アダムズ 絵：ベイジ・カイザー 訳：やまねもとよ
1,320円 9784566001671 評論社

人とのつながりをシンプルに考えさせてくれる
一冊です。人と逢えない日々が続くからこそ人
との関係を考える時間にしてくれます。

子育ては母親だけでなく周りのみんなで担う
もの。生まれてきた子どもたちにも、みんなが
あなたを大好きなんだよと伝えている絵本。

1,650円 9784865491951 ひさかたチャイルド

子育て中のあなたへ

遊びにいけない親友へ

今日

うちゅうじんは いない!?

1,540円 9784834027815 福音館書店

1,540円 9784577047675 フレーベル館

子どもと過ごす日常に少し疲れてしまった時、
そっと寄り添い励ましてくれる絵本です。ラス
トの一文に涙がこぼれます。

この作品を読んだら、きっとあなたは、外の世
界は未知でユーモアに溢れてるって思うは
ず！ とぼけた絵が魅力な一冊です。

訳：伊藤比呂美 画：下田昌克

絵本の好きなすべての方へ

作・絵：ジョン・エイジー 訳：久保陽子

不安定で心細くなっているあなたへ

木のあかちゃんズ

ぼくといっしょに
作：シャルロット・デマトーン 訳：野坂悦子
1,540円 9784893096746 ブロンズ新社

想像の世界でドキドキの冒険を楽しめます。最
後まで読んだら、
もう一度最初から読みたくな
ること間違いなし！

家族へ

作・絵：いせひでこ

880円 9784582835328 平凡社

たくましく命をつないでいく、
かわいい
「木のあ
かちゃんズ」
「
。生きましょう」
という、
いせひでこ
さんからのメッセージ。

がんばっている学生さんたちへ

しあわせをさがしている
きみに

あんなに あんなに
著：ヨシタケシンスケ

作：エヴァ・イーランド 訳：いとうひろみ
1,650円 9784593101108 ほるぷ出版

1,320円 9784591169827 ポプラ社

暮らしのなかで繰り返される小さな出来事こ
そ、家族の思い出として、大切に憶えておきた
いと気づかせてくれます。

子どもたちへ

「幸せ」が擬人化されていて、あちこち行った
り、いろいろな形になったり。優しく語りかけ
てくれて、
気持ちが前向きになる絵本。

葛藤する日々を送っている人へ

♪ピンポンパンポンプー

こもれび

監修：中居 正広 キャラクターデザイン：劇団ひとり 文：古市 憲寿
1,650円 9784838731176 マガジンハウス

1,430円 9784895722568 光村教育図書

文：林木林 絵：岡田千晶

友だちのイヤなところを思い出していたはず
なのに……？ 苦しい気持ちの先に見付かる
ものがきっとあなたを勇気づけてくれます。

どんなに苦しい時も、
いつかきっと光があたる
日が来ることを信じて。小さな草花が今を懸
命に生きることの大切さを伝えてくれる。

選 書 に ご 協 力 い た だ い た 絵 本 専 門 士 の 皆 様（敬称略、五十音順）
●第１期：尾場瀬淳美、小林由希子、近藤麻智子、清水彰子、新田かづ美、松井貴子、安冨ゆかり、山本美恵子、湯阪美智子
●第２期：菅弥和乃、菊池奈緒子、佐野友恵、柴田香、谷口晶子、谷口和恵、二田水ゆかり、米田有貴子
●第３期：石川典子、内田大樹、大道智子、加藤智子、川畑明美、北原まり、鴫原晶子、守隨佑果、高橋真生、玉置理香、長澤麻理、中村敬子、
花田雅子、深津加代子、藤井遥、御厨勤子、森和子、森島幸代、若林みずほ
●第４期：井上まどか、木村彩乃、斉藤孝枝、下伊豆かおり、丹沢佳子、鳥山由紀、中村伸子、西谷和子、堀地はるみ、森永暁乃、余間みゆき、渡辺裕己子
●第５期：相沢和恵、石坂律子、上地美智代、小袋朋美、小屋美香、近藤亜紀、徳永加代、西元道子、野村富貴子、福田はるか、増田穂里、松村美香、
圓山哲哉、村田純子、森景子、森武紀明、山下英子
●第６期：赤池恵理子、浅田康江、石井百恵、石川美砂、江塚会里、江森敦子、大村茉李恵、岸春江、木下慎一朗、白戸朋子、田中浩之、野田英里、
久蔵郁子、前徳明子、三田村美保、村井由喜、村上里和
●第７期：阿部恵美子、糸井文彦、伊東敬太、井門ゆかり、植田真澄、遠藤裕美、大江美保子、大森よう子、加賀谷雅美、金澤真美子、木口啓子、久保典子、
黒田法子、坂田佳美、舘向智美、中丸千秋、鼻正朝、藤森由紀子、堀明日香、三宅和恵、宮﨑由佳、宮本のぞみ、矢澤亜哉、山澤真緒、渡邊明日香
（107人の方にご協力いただきました）

