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淀川区内で活動する読書ボランティアグループを中心に、絵本の魅力や
区の自然、歴史、世代間で伝えたいことを様々な形の「ものがたり」として
子どもたちに伝えていくことを目的に開催しているイベントです。

オオカミのひみつ
作：きむら ゆういち
絵：田島 征三
出版社：偕成社
森で一番強くて、皆に恐れられてい
るオオカミ。たった一つ苦手なもの
は、ちっちゃなシャクトリムシ。オイッ
チニッと歩いてきた日には。
。
。ドジ
でカッコつけのオオカミのお話です。

山のとしょかん
作：肥田 美代子
絵：小泉 るみ子
出版社：文研出版
子育てにひと段落ついたおばあさん
が、子どもに化けて毎晩やってくるタ
ヌキに絵本を読んであげたり、また
持って帰って弟や妹に一生懸命読んで
あげ ているタヌキが 微 笑ましく、ほ
のぼのする時間が楽しめる絵本です。

ことばのかたち
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読書ボランティアが選んだ
読書
読
書ボランティアが
が選んだ
だ

おすすめ絵本リスト

作・絵：おーなり 由子
出版社：講談社

つないでいこか、仲間・ともだち

ことばに「かたち」や「色」
「におい」
があったらどうだろう？と想 像する
と、ことばのむこうにある気持ちに
気づかせてくれる作品です。（高学年
〜かな？と思います）

今だからこそ、絵本から夢や希望をもらい、
心の充電をしてみませんか？
絵本展
絵本
本展

読書ボランティア発表会
読書ボ
読書
ボランティア発表
発表会
会

読書ボランティアグループっ
読書ボ
グ
プ てな〜に？
な に？

子どもも大人も、一冊の本が心の支えになる、
そんなすてきな出会いがあるかもしれません。
読書ボランティアの仲間たちと一緒に、
さあ、絵本の世界へ旅に出ましょう！

淀川区内の各小中学校や図書館を中心に、
や図書館を中心に、
に、
こんな活動をしています。
す。
● 子どもたちに絵本の読み聞かせを行っています。
。

ある犬のおはなし
A story of a Dog

はっぴぃさん

わたしいややねん

● 学校図書館の開放や飾りつけを行い、
う
子どもたちにもっと読書を好きになってもらう
お手伝いをしています。
● 絵本や読書に関連した楽しいイベント開催などを
や読書に関連した楽しいイベント開催な
などを
を
しています。
います。

作・絵：kaisei

作・絵：荒井 良二

出版社：トゥーヴァージンズ

出版社：偕成社

犬やペットを飼おうと考えている人
に必ず読んでほしい本です。ペット
はどこまで も主 人に忠 実 で 素 直 で
す。その素直さが切なく悲しくなり
ました。

「のろのろは なんで もてい ねいだか
ら」、「あわてるのはなんでも一生 懸
命だから」小さく笑う2人にはっぴぃ
さんは来ませんでした。でも心満たさ
れた2人に、うれしい気持ちになりま
した。

作：吉村 敬子
絵：松下 香住
出版社：偕成社
たたまれ布に包まれていく車いす。
みんながじろじろ見るから、でかけ
るのがイヤな女の子の素朴な問いか
けに、はっとさせられました。

活動について詳しく知りたい方は、
方
下記問い合わせ先までご連絡ください。
下記
問い合わせ先までご連絡ください。
合
先
連絡
企 画・運 営
淀川区マスコットキャラクター

夢ちゃん

発 行・問 合せ先

絵本展「ものがたりのちから」
のちから」実行委員会
淀川区役所 市民協働課

☎ 06 - 6308 - 9415

発行・問合せ先

淀川区役所 市民協働課

☎ 06 - 6308 - 9415

読書ボランティアが選んだ
読書
読
書ボランティアが
が選んだ
だ

おすすめ絵本リスト
うまれるまえにきーめた！
作・絵：のぶみ

そらからきたこいし
作・絵：しおたに まみこ
出版社：偕成社
不思議なお話です。ちょっと読んだ
だけでは分からず、よく読んでも分
からない。でも魅力にあふれた絵本
です。このデジタル時代に木炭と鉛
筆だけで描かれた絵も圧巻です！

ほら、ここにいるよ
このちきゅうで くらすためのメモ
作・絵：オリヴァー・ジェファーズ
訳：tupera tupera
出版社：ほるぷ出版
世界的絵本作家である作者が誕生し
た息子さんにむけて書かれた絵本。
世界のすばらしさや不思議さ、生き
ていくために大切なことが描かれて
います。翻 訳は 大 人 気の「tupera
tupera」さんです。

おばけだじょ
作・絵：tupera tupera
出版社：学研プラス
だんだん形が 変化してくるオバケは
怖いけど、口調が可愛くてクセにな
ります。オバケの正体にみんなはど
こで気付くかな？わくわくドキドキの
楽しい絵本です。

ひかりのぼうけん

二平方メートルの世界で

星につたえて
作：安東 みきえ
絵：吉田 尚令
出版社：アリス館

ワンガリの平和の木
アフリカでほんとうにあったおはなし
作・絵：ジャネット・ウィンター
訳：福本 友美子
出版社：BL 出版

ぼくらはうまいもんフライヤーズ
作・絵：岡田 よしたか

出版社：サンマーク出版

作・絵：マリー・ヴォイト
訳：俵 万智
出版社：岩崎書店

作：前田 海音
絵：はた こうしろう
出版社：小学館

胎内記憶のある子どもたちのお話を
もとに描かれた絵 本 です。
「お母さ
んのお腹に来る前にどんなことを決
めて生まれてきたのかな？」そんな
風に考えさせられる一冊です。

絵本が大好きな女の子ベティと、絵
本の中から飛び出した怖がりやのく
まのコスモ。そんな2人の不思議な冒
険の物語です。夜ねむる前に読みた
くなる絵本です。

二平方メートルはベッドの面積。入
院中はそこが当時小3の海音さんの
世界。周りの人の気持ちもわかって
いて無理も言いません。命、今を大
切にしなければと思います。

「だーいすき。あなたがだいすき。」
この一言に色々な感情がつまった一
冊です。この一言が世界中であふれ
るような世の中であって欲しいと思
い、この本を推薦します。

アフリカ女性初、環境分野で初ノー
ベル平和賞を受賞されたワンガリ・
マータイさんの実話です。森林破壊
で苦しんでいた方たちを、特に多く
の女性たちを救いました。是非読ん
でみてください。

ぼくらは野 球チーム『うまいもんフ
ライヤーズ』！フライのチームやのに、
たこやきとたいやきもやってきて…。
工夫と根性で練習するフライたちに
勇気をもらえるかも！？

かけだしたイス

ぽんぽん山の月

きみがしらないひみつの三人

ジオジオのかんむり

おかあさんのパンツ

いいから いいから 2

作：サトシン
絵：ドーリー
出版社：主婦の友社

作：あまん きみこ
絵：渡辺 洋二
出版社：文研出版

作・絵：ヘルメ・ハイネ
訳：天沼 春樹
出版社：徳間書店

作：岸田 衿子
絵：中谷 千代子
出版社：福音館書店

ある日イスは部屋を跳び出し、走り
出した。向かう所敵なし。躍動感あ
る絵。最強の名馬ガンバリルドルフ
と勝負することに。結果はいかに？

母兎を亡くした子兎達が月を見てい
ます。それを見ているやまんばとつ
いてきた風の子。優しい絵と共に描
かれています。山の暖かな色がほっ
とする気持ちになる一冊。

アタマはかせとハートおばさん、い
ぶくろおじさんの3人は、毎日大忙し
で働きます。自分が1人ぼっちだと感
じる時、この最強の応援団を思うと
元気になれる一冊です。

強いイメージのライオンが実は孤独で
年老いて弱っていく姿が切実に描かれ
ていて感銘を受けました。見かけや
先入観ではなく、広い視野と柔軟な
心を育んで欲しいと思う一冊です。

出版社：ブロンズ新社

作・絵：山岡 ひかる

作・絵：長谷川 義史

出版社：絵本館

出版社：絵本館

この作品はすべて貼り絵で制作され
ていて、とても温かみのある絵で、
内容もお母さんと子どもが楽しくや
りとりしていて親子で楽しめる絵本
だと思いました。

おじいさんとぼく（孫）が旅先で出
会ったのは、なんとおばけ。「いいか
らいいから」小さいことは気にしな
いおじいさんのおおらかさがすき！

