切り取ってPOPとしてお使いください。

離れて暮らす妹へ

逢うことのできない大切なひとへ

ねえさんといもうと

キツネと星

1,300円+税 9784751529515 あすなろ書房

文：シャーロット・ゾロトウ 絵・訳：酒井駒子

作・絵：コラリー・ビックフォード=スミス 訳：スミス幸子
2,800円+税 9784877587703 アノニマ・スタジオ

頼れる姉にも心細くなる瞬間があったり、小さ
な妹に実は励まされたり。役割を超えた姉妹
の関わりが優しく表情豊かに描かれます。

布貼りの装丁が美しい。濃紺地に白い飾り文字
を囲むイバラが印象的な表紙。星に包まれて
満ち足りたキツネの表情にやすらぐ。

遠く離れた愛する人を想う人へ

100年たったら

友人・家族・亡き親友へ

こころのいと つながってるよ

1,500円+税 9784752008569 アリス館

文：石井睦美 絵：あべ弘士

作：パトリス・カースト 絵：ジョアン・ルー・フリートフ 訳：浜崎絵梨
監修：大河原美以 1,500円+税 9784265851461 岩崎書店

壮大な愛を知る絵本です。さまざまな愛の形を
知り、
人の想像力を再認識させてもらえる絵本
です。

話す、
笑う、
逢う。そんな
「当たり前」
は変わって
しまったけど、心の繋がりは切れる事はないと
信じられ、
心が温かくなる一冊。

大切な家族と友人へ

祖父母や子どもたちへ

ちいさいおうち

はやく あいたいな

文・絵：ばーじにあ・りー・ばーとん 訳：いしいももこ
1,700円+税 9784001105537 岩波書店

1,300円+税 9784871100335 絵本館

自然の美しさと優しさ。苦難の後の幸せ。私た
ちに大切なもの、必要なものとは？ 季節を一
緒に感じる絵にも癒されます。

逢えなくてもお互いを思う気持ちは同じなんだ
と伝えられる一冊。実際に人と逢うということ
の大切さや温かさを再確認できる。

祖父母と従兄弟の家族へ

ぴっぽのたび
著：刀根里衣

1,600円+税 9784140361177 NHK出版

ひとりぼっちのカエルのぴっぽが、友を探して
旅する中で出会う美しい景色。今は逢えない
大切な人を思いながら読みたい一冊です。

遠く離れてても繋がっている家族・友人へ

きょうはそらにまるいつき
作・絵：荒井良二

作：五味太郎

大切な人たちへ

あさになったので
まどをあけますよ
作・絵：荒井良二 1,300円+税 9784032323801 偕成社

作者が東日本大震災後に被災地を巡り仕上げ
た本作。窓をあければ皆が繋がっている。皆で
一緒に今を乗り越えていこうと思えます。

明日もがんばろうとしている方へ

まいにちがプレゼント
作・絵：いもとようこ

1,400円+税 9784032324501 偕成社

1,400円+税 9784323024677 金の星社

離れていても同じ夜空の下で繋がっていて、月
を見上げるという何気ない行為から今を生きる
喜びと明日への希望が心に染み渡る一冊。

「プレゼント
（present）
」には贈り物以外の別の
意味があります。
「今日」という日が素敵な一日
になりますように。

切り取ってPOPとしてお使いください。

自宅学習する学生へ

最初の質問

家族・友人へ

百年の家

1,500円+税 9784061325234 講談社

詩：長田弘 絵：いせひでこ

作：Ｊ. パトリック・ルイス 絵：ロベルト・インノチェンティ
訳：長田弘 1,900円+税 9784062830423 講談社

いろいろなことに気づく目、感じる心を持つこ
との大切さに気づかせてくれる絵本。身近なも
のの中にこそ大切なものが潜んでいる。

一緒に過ごす家や周りの景色の変化が、
人生と
重ねられていて、
感慨深い。何度も楽しめる、
繊
細な描写です。

孫に逢えない祖父母へ

11ぴきのねこ どろんこ

母へ

字のないはがき

作：馬場のぼる

原作：向田邦子 文：角田光代 絵：西加奈子
1,500円+税 9784097268482 小学館

馬場のぼるさんならではの、おもしろいオチが
魅力です。また、逢えない間に成長する楽しみ
が感じられる作品であると思います。

原作者・向田邦子と同年配の母。戦争の記憶を
尋ねながら、父親の深く温かい愛情が綴られ
た一冊を、
一緒に読んでみたい。

1,200円+税

9784772101394 こぐま社

逢うことのできない誰かのいる方へ

はるとあき
作：斉藤倫 作：うきまる 絵：吉田尚令
1,300円+税 9784097268505 小学館

逢うことの叶わない
「はる」
と
「あき」
が互いに思
い馳せながら始まる往復書簡。柔らかな言葉
のはこびと美しい描写が重なります。

友人へ

わたしとなかよし

人に会えない生活を送る方へ

LIFE ライフ

作：くすのきしげのり 絵：松本春野

1,300円+税 9784907613051 瑞雲舎

人は一人では生きていけない。誰かの人生に彩
りをそっと添えられる存在になりたいですね、
という想いを込めて。

目には見えないけど繋がっている人へ

まってる。

作・絵：ナンシー・カールソン 訳：なかがわちひろ
1,300円+税 9784916016706 瑞雲舎

著：デヴィット・カリ イラスト：セルジュ・ブロック
訳：小山薫堂 1,500円+税 9784805108680 千倉書房

なんともチャーミングで明るいぶたさんの姿
が、
逢えない時間を元気にしてくれます。今より
もっと素敵なわたしで、
また逢おうね！

シンプルな線と赤い糸で描かれている、人それ
ぞれのかけがえのない場面。日本語訳はスト
レートに心に届く。絵本の形もオシャレ。

親友の子どもへ

ジョンくんのてがみ
作：新川智子 絵：市居みか

働き盛りの同級生たちへ

それしか ないわけ ないでしょう
著：ヨシタケシンスケ

1,300円+税 9784494015498 童心社

1,300円+税 9784592762379 白泉社

親友の子どもは、小学2年生で字を書くことが
好きです。ゆっくりお話し出来ない今、手紙で
繋がる良さや、
喜びを分かち合いたい。

奇想天外なアイディアとシンプルでも表情豊か
な絵が、年齢と共に固くなった頭を心地よくほ
ぐします！ 働き盛りに効く一冊。

切り取ってPOPとしてお使いください。

親友へ

遠方に住んでいる家族へ

きみとぼく
文：今江祥智 絵：長新太

おなじ そらの したで
作・絵：ブリッタ・テッケントラップ 訳：木坂涼

1,500円+税 9784776402480 BL出版

1,500円+税 9784865491227 ひさかたチャイルド

仲間とは少し違う一人ぼっちのシロサイとサイ
トリの友情の物語。互いの信頼と心の深めあ
いは、
爽やかな風を運んでくる様です。

切り抜きの仕掛けが次のページへと続き、
言葉
が繰り返される。私たちは、どこにいてもどん
な状況でも同じ空の下で繋がっている。

父親へ

結婚式が延期になっている友人へ

わすれられないおくりもの

しろいうさぎとくろいうさぎ

作・絵：スーザン・バーレイ 訳：小川仁央
1,200円+税 9784566002647 評論社

文・絵：ガース・ウィリアムズ 訳：まつおかきょうこ
1,200円+税 9784834000429 福音館書店

死をあつかった作品ですが、やわらかなタッチ
の絵は暖かさを感じます。

いつも一緒にいる2匹のうさぎ。ずっと一緒にい
たいと願う黒うさぎ。2匹のまっすぐな気持ちと
繊細なタッチの絵に心温まる作品。

遠くにいる友人へ

はぐ
文・絵：佐々木 マキ

慣れない土地で子育て中の姪へ

きんぎょが にげた
作：五味太郎

900円+税 9784834080193 福音館書店

900円+税 9784834008999 福音館書店

仲良しと出逢いハグする、
ただそれだけの事が
出来ない今、しみる絵本。シンプルな絵と言葉
に想いが広がります。

きんぎょが絵本の中で逃げ回り、
ご機嫌斜めの
子もきんぎょを追って大喜び。夢中な姿を眺め
ていると大人も幸福感に包まれます。

大切な友人たちへ

孫へ

たいせつなこと

ちびゴリラのちびちび

作：マーガレット・ワイズ・ブラウン 絵：レナード・ワイスガード
訳：うちだややこ 1,200円+税 9784577022887 フレーベル館

1,250円+税 9784593500772 ほるぷ出版

当たり前なことが当たり前でなくなった今、
改め
て相手の存在の愛しさに気づきます。身近な
物、
自然、
人を大切に想える絵本です。

幼児に
「大好き」の気持ちが伝わる一冊。人と
密になれない今、
絵本で周りの愛を感じる事が
出来る。読み合う大人も幸せになれる。

友人へ

作：ルース・ボーンスタイン 訳：いわたみみ

自粛生活で孤独を感じている人へ

あめだま
作：ペク・ヒナ

訳：長谷川義史

たったひとりのあなたへ

1,500円+税 9784893096487 プロンズ新社

文：エイミー・リード 絵：マット・フェラン 訳：さくまゆみこ
1,500円+税 9784895722506 光村教育図書

なんと言っても、絵本に出てくる人々の表情が
いい！！

生きる勇気を与えてくれる本……ノンフィクショ
ンというのが、
力強い！

