希望の牧場

きみがしらない ひみつの三人

オレ牛飼いだから、牛と共にここにいる。
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そ

寄り添 ってくれる３人の友達のことを、
節目節目で思い出してほしい。

ヒワとゾウガメ
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島に１頭しかいないゾウガメは、百年も生
ルピナスさんは子どものころ、おじいさん

きる。今までたくさんの友達を見送ってき
さみ

と三つの約束をしました。大きくなったら

た寂しさから、もう友達はいらないと思っ
ていた。そんなゾウガメのために、ヒワが
わた

長生きする仲間を探しに海を渡 ろうとす
るが…。身近にいる大切な存在に気付かせ
てくれる作品。
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得ています。
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●うちどくをはじめるなら、まずは絵本がおすすめ！●
ねんれい

絵本は短い時間で読める上に、文章や絵、読む年齢 に
「うちどく(家読)」とは、家族 で同じ本を読み、
その本について話し合うことです。
「うちどく」で家族のきずなを深めましょう！

はば

いっしょ

よっても様々な感想を持てるので、幅 広い年代が一緒 に
読む「うちどくの本」として最適で す。そこで、図書館司書が
家族で読んでほしい絵本をおすすめします。

ふたごのかがみ ピカルとヒカラ

あなたが おとなになったとき

ふたご

双子の鏡の兄・ピカルが今の暮らしに満足

あなたがおとなになったとき、あなたは

している一方で、妹のヒカラは見たことの

何を見たり聞いたりしているのだろうか。

ない外の世界が気になります。ある日つい

そしてあなたは何を感じ、どんな選択 を

せんたく

高山 なおみ／作
つよし ゆうこ／絵
あかね書房
2020 年 ￥1800

に家を飛び出したヒカラを、心配なピカル
が追いかけて…ふたりの たどり着く風景
が切なく美しい物語です。

湯本 香樹実／文
はた こうしろう／絵
講談社
2019 年 ￥1400

しながら人生を歩んでいくの だろうか。
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思春期入り口のこの時期に、親子で一緒に
読んで話してほしい。
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かなしきデブ猫ちゃん

へいわとせんそう
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かのうさんがタッグを組んだ『愛媛新聞』
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土曜日版に連載されている作品の書籍化。
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気鋭 のイラストレーター Noritakeさんに
よる平和絵本。後半にかけての平和と戦争
ちが

の「違い」を考えてみてください。
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てつがく

しんしん

絵本を手掛 けた谷川俊太郎さんと、新進
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哲学的だけど、ふと考えてしまう身近な疑

怪談 のエキスパート・東雅夫編集「怪談

かいしゃく
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問について、ヨシタケ流に 解 釈 していく。

えほん」シリーズの一冊。風もなく地震で

同じ問いに対して自分はどう考え、また他

もないのに、かたかたかた…と鳴り続ける

ちが

の人とはどう違っているのだろうか。話し
合えば、きっと自分一人では思いもよらな
い考えに出合えるかもしれないね。
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窓。なにともなく淡々と進むお話と、どこ
さしえ

かきたてられます。

もし地球に植物がなかったら？

はぐれくん、おおきなマルにであう

植物の進化の歴史を書いています。植物
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リアが酸素をつくり、そ してオゾン層に
変化して…。長い時の中で 植物と動物が
お互いに作用しながら進化していきます。
植物すごいです。
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せかいいちの いちご

絵本眠れなくなる宇宙のはなし
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ある日シロクマの元に届いた一粒 のいち

宇宙はどこまで続くのだろう、どうやって

ご。生まれて初めての いちごに大興奮！

できたのだろう…。謎が多く魅力的な“宇
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でもいちごは毎年届くようになり、しかも
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宙”という存在。 古代エジプトから現代
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忘れかけていたものに 気付いてドキリと
します。

まで、天文学の歴史がわかりやすく描かれ
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リヤカーマンって知ってるかい？

おじいちゃんとパン
ぬ

食パンに甘いものを塗 って食べるのが大

リヤカーを引きながら歩いて世界を旅

好きなおじいちゃんと、そんなおじいちゃ

する永瀬忠志さんの本です。アフリカ大陸
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。おじいちゃ
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徒歩横断といった、途方もないことに挑戦
しています。歩いて旅をするからこそ「一
ふ

歩」踏み出すことの重み、大切さが伝わり
ます。

わたしのせいじゃない

きみへの おくりもの

せきにんについて
大好きな人に喜んでもらいたいという
学校の教室で泣いている男の子がいます。

気持ち。大好きな人にそう思ってもらって

みんなは「みてるだけ」だったり「みんな
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ても、その気持ちだけで温かくうれしくな
ります。ロマンチックな 絵が話にぴった
り。
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