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本のなかの「ワールド」

図 書 館 長
吉尾 信子

私は、九州大分県大分市で育ちました。私が子供であった昭和 30 年代のその頃は、まだ『テレビ

ジョン』のある家庭は少なくて、1960 年（昭和 35 年）に開催されたローマオリンピックは、テレビ

を持っているお隣のうちの縁側に近所の人たちが集まって、みんなで日本の体操選手の活躍を応援し

た、まさに「オールウェイズ三丁目の夕日」の世界そのものでした。公務員であった父の月給を遣り

繰りして、私を筆頭に 3 人の小うるさい娘たちを育ててくれた母の苦労は、どれ程のものであったろ

う、と近頃よく思います。

幼稚園の頃は、毎月配本される「ひかりのくに」という絵本が大好きでした。毎号の美しい油絵の表

紙が印象的でしたが、ある号に、大きな風車と赤、黄、ピンク、白等色とりどりのチューリップの咲

くお花畑が描かれていて、母が「これはオランダという国の絵よ」と教えてくれたところ、いっしょ

に見ていた当時 2 歳の妹が、突然「れこたん（礼子という名前です）オランダ行きたい！！」と大き

な声で熱心に語り始め、びっくりしたことを今も覚えています。

小学校に入学した頃から、今度は毎月一冊ずつ講談社の「少年少女世界文学全集」という本が届く

ようになりました。厚さ 3 センチくらいあるその本は、赤い表紙の真ん中に、その回の物語の小さな

カラーの挿絵がついていました。第 1 回目配本は「レ・ミゼラブル（ああ無情）」という小説でした。

ひらがなが多く、こども向けに書き改められていたと思いますが、ところどころにある小さな挿絵は

モノクロで、初めのうちは、「わからんよー」とあまり興味が湧く物ではありませんでした。しかし、

若かった母は、夜眠る前に３人のチビ娘を集め、１日１ページずつ説明しながら読んでくれました。
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ジャン・バルジャンというおじさんがなぜ教会で銀の燭台を盗もうとしたのか、かわいそうなコゼッ

トという小さい女の子が、やがて美しく成長し、すべてがフランス革命の渦の中に巻き込まれていく

という物語の壮大さが、初めて出会う「世界」の扉を開けてくれました。それ以降、中学生になる頃

まで、イタリアの作家アミーチスの「クオレ（愛の学校）」、ドイツのケストナーの「飛ぶ教室」「エミ

ールと探偵たち」「点子ちゃんとアントン」「ふたりのロッテ」、ロシアのマルシャークの「森は生きて

いる」、フランスの作家ルナールの「にんじん」、ジュール＝ベルヌの「十五少年漂流記」などの物語

に夢中になりました。中でもアメリカの作家オルコットの「若草物語」は大好きで、四人姉妹が喧嘩

したり、助け合ったりしながら成長していく姿を想像しつつ何度も読み返しました。全く異次元の、

「ギリシャ神話」「ローマ神話」も「ほんとに神様たちなの？」と思いつつ、人と争ったり、恋愛した

りする、ゼウスをはじめ人間くさい神様たちのエピソードを興味深く読みました。また中国の「三国

志」も、漢字が多くて難しかったけれど、興味津々で、わからないところは飛ばして、劉備、曹操、

関羽、諸葛亮孔明等々の聡明な軍師、狡猾な支配者、勇猛な武将らが大活躍する物語に引き込まれま

した。 

 その後、成長して５０年近く経ちましたが、未だに私は国際線の飛行機に乗ったことがありません。

妹たちは、結構気軽に海外に出かけていて、「のんちゃんも勇気出して行ってみれば？」と誘ってくれ

るのですが、今のところ、国内を何度も往復しているのが現実です。でも、子どもの頃に本の中で培

われ、拡がっていった「人間の喜びや悲しみ、怒りや希望といった心の動きは、世界中のどの国の、

どの時代の人々も同じなんだな」という手応えは、今でも変わっていません。いつか、時間を自分自

身のために使えるようになったら、本の中で出会った「世界」と実際に出会ってみたいと思っていま

す。拙い文章を読んで頂き、ありがとうございました。 

 

 

 

しかけ絵本の紹介 
 

   
   
今号の図書館だよりでは、本学学生が、本館で所蔵する「しかけ絵本」を写真付きでご紹介します。

しかけ絵本は、飛び出す絵本やめくり絵本など、楽しい驚きがありますね。12 月から 1 月まで館内で

しかけ絵本の展示を行いました。絵がきれいで内容も面白い本がたくさんあり、学生たちは美しいペ

ーパークラフトが組み込まれた飛び出す絵本や、ホログラムの写真が生き生きと動く絵本に歓声をあ

げていました。幼稚園や保育園で子供たちによみ聞かせしたいという感想も多かったです。貸出もで

きますので、実習などに活用してください。どうぞ丁寧に扱って下さいね。 
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「さわってあそぼう ふわふわあひる」 マシュー・ヴァン・フリート作  

1998 年 あかね書房 

  

「おいしい根っこ」中野明正 編著 2016 年 大月書店 

 

 

  

「地球の形を哲学する」 ギヨーム･デュプラ 文・絵 博多かおる 訳 2010 年 西村書店  

この絵本は、動物の絵本です。ペー

ジごとに様々なさわり心地の素材が

あり、そのさわり心地をもとに、ど

んな動物か想像して当てるように

なっています。「見る」だけでなく、

「さわる」ことでも楽しめる作品です。 

（保育専攻長期 1 年生 山川百華） 

野菜について親しむことができ

る素敵な絵本です。土の部分の絵

をめくると、土の中をのぞいてい

るような感覚で、野菜が土の中で

育っている所を見ることができ

ます。ふだんはスーパーマーケッ

トなどで見ている野菜について、

新しい発見ができます。食育にも

つながるので、親子で楽しんで読

んでください。 

（栄養専攻 1 年生 櫛部ほのか) 

昔の人たちは地球がどんな形をしていると思っていた

のか、そして地球の中は何があると思っていたのかをイ

ラストとめくり絵本の仕掛けでわかりやすく説明して

あります。コロンブスのような有名な人たちがどう思っ

ていたのかも出てきます。時代を経るにしたがって、も

のの見方の視野がどんどん広がっていくのがわかって

面白かったです。（保育専攻 1 年生 西溜ありさ） 
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「仕掛絵本図鑑 動物の見ている世界」 ギヨーム･デュプラ 著  

渡辺滋人 訳 2014 年 創元社 

 

   
「光の旅 かげの旅」 アン・ジョナス 作 内海 まお 訳  

1984 年 評論社 

 

    
「きょうのおやつは」わたなべちなつ作  2014 年 福音館 

哺乳類、鳥類、爬虫類や昆虫な

ど約２０種類の生き物の目の部

分をめくるとその生き物に見え

ている世界を絵で見ることがで

きる絵本です。各々の生き物に

見えている範囲や色が分かりや

すく解説されているので、楽し

んで読むことができます。普段

私たちに見えている世界とは全

く違うのでとても面白いです。 

（栄養専攻 1 年生 兼松充季） 

ある一日が白（光）と黒（影）で

描かれています。家から出発し

て、家に帰ってくる物語が絵本の

中で展開していくのです。まず、

最初のページから終わりのペー

ジまで読み、本を逆さにします。

すると同じ本の中にまた別の景

色が見えてきます。同じ絵が上下

を逆さまに見ただけで異なる絵

になる様子はもう一回絵本を開

きたくなると思います。 

(保育専攻 1 年生  松田舞) 

こんな絵本は初めて見ました。ペ

ージが鏡のようになっていて、さ

し絵が立体的に見えるのがとて

も面白かったです。子供に読んで

あげたら、まるで本当にホットケ

ーキを作っているように見える

と思います。私は出来上がったホ

ットケーキにシロップをかけて

いるページが一番好きです。絶対

「すごい！」と思いますのでぜひ

読んでもらいたいです。 

(保育専攻長期1年生  遠藤明日香) 
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「しろくまのパンツ」 ツペラ ツペラ作 

2012 年 ブロンズ新社 

 

  

「ふねくんのたび」  石川浩二作 2008 年 ポプラ社 

 

 

 

 

 

 

  
「くだものいろいろかくれんぼ」 石川浩二作 2008 年 ポプラ社  

なくしたパンツを、しろくま君がねず

み君といっしょに探す絵本です。色々

な柄のパンツが出てきます。そしてペ

ージをめくると、そのパンツをはいて

動物が現れます。このパンツはどの動

物のものだろうと考えていたらとて

もワクワクしました。その動物が好き

なものがパンツの柄として描かれて

いるので、子供にもわかりやすいと思

います。かわいらしくて心があたたま

るような気がしました。 

(保育専攻長期 1 年生 虻川実結) 

ページをめくると、切り抜かれた

形の中に色鮮やかな果物が現れ

ます。びっくり！！ 

それぞれの果物を説明している

言葉のひびきが楽しいです。1 才

～２才の子供でも楽しめる絵本で

す。読み聞かせにおすすめです。 

（保育専攻長期１年生 酒井敦菜） 

小さな船の旅のお話です。ふねくんは男の子から頼まれた手紙を遠くの町に届けます。 

この絵本は、青い空や海、虹や夕暮れ時のページの色使いがとてもすてきです。波の音などの

擬音がたくさん入っていて子供が喜ぶ楽しい絵本です。ふねくんが目的地の港町に着くところ

がしかけ絵本になっていて、のびのびとして雄大です。 （保育専攻長期 1 年生 高野香華） 
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   キャロル・カウフマン文 ダン・ケイネン作 きた なおこ訳 

「サファリ 動く写真で見る野生動物の世界」 2013 年 大日本絵画  

 

  
「ポーラー  動く写真で見る南極・北極の世界」 2016 年 大日本絵画 

キャロル・カウフマン 文 ダン・ケイネン 作 きた なおこ 訳  

   

 

 

 

 

   

「眠れる森の美女」 ロッテ・ライニガー 影絵 いより ゆうこ 訳  2016 年 大日本絵画 

 

 

本を開くと野生の動物達が走り出したり動き出したりする大迫

力の仕掛け絵本です。まるでハリー・ポッターの中に出てくる

動く新聞のようでページをめくるたびにわくわくします。それ

ぞれの動物達の生態についても詳しく書かれています。 

ホログラム立体写真の動物が、ページをめくるときにリアルな

動きを見せてくれます。   (保育専攻長期 3 年生 中村加奈) 

ページを開くと、黒い紙に刻まれた繊細で美しい「眠り姫」の物語の切り絵が立体的に立ち上

がる仕掛けになっています。そして暗い場所で絵に懐中電灯で光をあてて見ると、切り絵とそ

の影による幻想的な舞台が現れます。 (栄養専攻 1 年生 杉浦里奈) 

みなさんは南極・北極にどんな動物が暮らしているか知っていますか？この本を開くと氷

の世界が動きだし、たくさんの動物達と出会うことができます。きっと子供たちも興味津々

で見るでしょう。また、この本に紹介されている動物がていねいに紹介された本文を読む

とさらに理解と関心が深まると思います。     （保育専攻長期 2 年生 柴垣友里） 
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「きのこのおうち」  ベンジー・デイビス絵 上野和子訳   2009 年 大日本絵画 

 

 

 

 

 

 

  「フラワー・フェアリーズ 魔法のとびら」 2010 年 大日本絵画 

シシリー・メアリー・パーカー作 みましょうこ訳 

 

お話は主人公のイビーが家で小さな扉を見つけたことから始

まります。扉を開けると、きれいでかわいらしい何かが、すっ

と現れて隠れてしまいます。そのうちにいろいろな場所で次々

と魔法の扉から妖精たちが姿を見せるようになります。イビー

とその友達のグレースの視点から語られる、夢に出てきそうな

妖精たち。繊細で鮮やかな絵。扉を開くたびにわくわくする丁

寧なしかけです。   （栄養専攻 1 年生 川澄瑠花） 

きのこの町に暮らすアリやテントウムシの家族を描いた絵本です。キノコのおうちの中にあ

るたくさんの「めくり」をめくると、様々な虫が現れ、虫たちの可愛い生活の様子を楽しめ

ます。最後のページはキノコのおうちが立体的に立ち上がります。みなさんも、ぜひめくっ

て可愛い虫たちを見つけてみてください。 （保育専攻長期 2 年生  藤本采女） 
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「ほっきょくのクリスマス」 ジャネット･ローラー 作 みた かよこ 訳 2016 年 大日本絵画 

 

 

 

 

 

  
「とびだす!おにわ」 ﾌｨｵﾅ・ﾜｯﾄ 文 ｱﾚｯｻﾝﾄﾞﾗ・ｻｶﾛﾌﾟﾛ絵 みた かよこ 訳 2016 年 大日本絵画 

  

「ふしぎの国のアリス」ﾙｲｽ・ｷｬﾛﾙ原作 ﾘﾁｬｰﾄﾞ・ｼﾞｮﾝｿﾝ絵 はやかわ ゆか訳 2011 年 大日本絵画 

 

絵のタッチがやわらかくて飛び出してく

るお花や動物たちがとてもかわいかった

です。立体的なおうちが立ったり、スイ

レンの花のリアルな出来栄えに驚かされ

ました。見ていて心がほっこりするよう

なしかけ絵本です。 

（保育専攻 1 年生 矢野裕美華） 

クリスマスの季節にぴったりの絵本です。北極の動物たちのクリスマスが心あたたまる可愛い絵

でしかけ絵本になっています。ユニコーンのようなツノがあるイッカククジラが星を投げて、ク

リスマスツリーに飾るところがとてもロマンチックでした。  （保育専攻 2 年生 野村綾華） 

不思議の国のアリスの飛び出す絵本です。アリスが大きくなるシーンはアリスが大きく飛び出し

てきてとても迫力があります。飛び出す仕掛けだけでなく、絵本の中の５つの場面ではそのシー

ンに合った音も流れます。まるで映像を見ているようにそのシーンの様子が伝わってきます。絵

もきれいで、大きくて見やすい絵本でした。ぜひ見てください。（保育専攻長期１年生 影山奈月） 
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「びっくりかずあそび」 チャック・マーフィー絵 きたむら まさお 訳 1996 年 大日本絵画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
「びっくりいろあそび」 チャック・マーフィー絵 きたむら まさお 訳 1997 年 大日本絵画 

 

 

  

いろいろな色から様々な生き物が飛び出してきて驚きました。飛び出し方も様々です。 

色の名前が英語と日本語で書いてあるので、楽しく英語を覚えられる絵本です。 

最後のページ、All Colors で出てくる生き物の絵がきれいでした。ぜひ見てください。 

（栄養専攻 1 年生 則竹奈穂） 

１から 10 までの数字を開いていくといろいろな動物たちが飛び出してきます。 

「すごい！」とおもわず口から出てしまいました。とてもきれいな色鮮やかな絵で、飛び出

し方のしかけが全部違うので、次はどうやって飛び出してくるのだろうと楽しんで読めまし

た。また、子どもには楽しく数が数えられるので早く数字が覚えられると思います。 

最後のページで、９の次が０になっています。なぜだろうと思って開けてみたらびっくりし

ました。そしてちょっと感動しました。気になる方はぜひ読んでみてください。 

（栄養専攻 1 年生 高橋怜実） 
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「どうぶつはんたいことばあそび」マーティン・ケリー 文 フランチェスカ・ダイアス 絵 

おがわ わすこ 訳 2012 年 大日本絵画（重版未定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

本館で所蔵するこの他の仕掛け絵本 
 
くだものさん              ツペラ ツペラ作  2010 年 学研マーケティング 

ぼうしとったら             ツペラ ツペラ作  2012 年 学研マーケティング 

はっけんずかん たべもの             さこ ももみ絵   2015 年 学研プラス 

どうぶついろいろかくれんぼ            石川浩二作         2008 年 ポプラ社 

やさいいろいろかくれんぼ             石川浩二作         2011 年 ポプラ社 

メガロポリス         クレア・デュドネ 作 ドリアン助川 訳   2016 年 ＮＨＫ出版 

はみがきしましょ ﾚｽﾘｰ・ﾏｸｶﾞｲｱ作 ｼﾞｰﾝ・ﾋﾟｼﾞｮﾝ絵 きたむら まさお訳 1993 年 大日本絵画 

恐竜時代  マシュー・ラインハート、ロバート・サブタ作 わくはじめ訳  2008 年 大日本絵画 

天地創造         ブライアン・ワイルドスミス作 上野和子訳 2000 年 大日本絵画 (重版未定) 

ノアのはこぶね ブライアン・ワイルドスミス作 さんべりつこ訳 2000 年 大日本絵画 (重版未定) 

       

私たち大人は「はんたいことば＝対義語」を普段の生活の中から獲得してきました。しかし

子供たちの中にはそれを理解することを難しく思う子も少なくはありません。この絵本は、

動物たちのイラストと色々な仕掛けで、「はんたいことば」を楽しく紹介しています。この絵

本を使ってクイズをしてみたり、はんたい言葉をさがす色々な遊びをしてみたりするとさら

に楽しみながら「はんたいことば」を学べると思います。 （保育専攻長期3年生 大城優花） 
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貸出統計   学生一人当たりの貸出冊数 （冊） 平成 25 年度～28 年度 

専攻 学年 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 

栄養専攻     １年 1.9 5.0 4.0 5.7 

栄養専攻     ２年 0.4 1.9 2.5 4.4 

保育専攻     １年 9.0 7.4 9.7 9.1 

保育専攻     ２年 5.4 6.4 7.8 5.0 

保育専攻 長期 １年 1.8 5.3 5.7 4.9 

保育専攻 長期 ２年 8.8 3.6 6.0 4.6 

保育専攻 長期 ３年 5.4 9.5 3.5 4.6 

   合   計   5.1 5.8 6.0 5.5 

電子書籍と印刷の本 本館司書 山形容子

私が私費出版で 2014 年に発行した絵本は、印刷による本と電子出版でした。その絵本は挿絵

をスイス人とアメリカ人とオーストラリア人の友人とともに作り、アメリカ人の友人が私の書い

た英語を整えてくれました。2016 年にはその絵本をAmazon の電子書籍でも刊行してみました。

電子書籍は本を外国に郵送しなくても、インターネット環境が整った場所なら世界中の方に読ん

でいただくことができてとても便利です。けれども私は液晶の光に浮かぶ文字を追って電子書籍

を読むより、紙の質感や印刷のレイアウトや色合いなどを楽しみながらページをめくる時に幸せ

を感じるようです。Amazon の電子書籍の絵本を見て印刷の本で読みたいから送ってほしいと連

絡をくれた友人もいました。手に取って楽しむことができる実物のある本には、電子媒体の本以

上の何かがあります。今号の図書館だよりで特集しました「しかけ絵本」も、印刷の本ならでは

の驚きと楽しさにあふれています。これからは電子書籍と印刷の本、それぞれの特質を生かして

読書をする時代がやってくるでしょう。  

https://www.amazon.co.jp/English-Kleiner-Stern-German-Chisana-hoshi-Japanese-ebook/dp/
B01MRQD0M9    Amazon 電子書籍 絵本・小さな星 （英語・ドイツ語・日本語版） 

https://www.amazon.co.jp/Sweet-Scented-Name-illustrations-English-Japanese-ebook/dp/B0
1LIUJQH8 Amazon 電子書籍 絵本・いいかおりのする名前 （英語・日本語版） 

2016 年 12 月 3 日のジャンルランキングです。 

ハリー・ポッターの新作を超えて有料の本で 1 位に。 

2016 年 1 月 24 日のジャンルランキングです。無料

にした本が 2 位、有料の本が 1 位になっています。 

たくさんの人がダウンロードして読んで下さった

ようです。利益はとても少ないのですが（笑）。

お知らせ

図書館所蔵のＤＶＤを

３Ｄの映像で見る設備

を用意しました。３Ｄ

の画像を体験したい学

生はカウンターで申込

んで下さい。

－12－

https://www.amazon.co.jp/English-Kleiner-Stern-German-Chisana-hoshi-Japanese-ebook/dp/B01MRQD0M9
https://www.amazon.co.jp/Sweet-Scented-Name-illustrations-English-Japanese-ebook/dp/B01LIUJQH8
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