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絵　本
『さくらの谷』
（富安陽子・文、松成真理子・絵、偕成社）
　季節はまだ肌寒い
3月、林の中の尾根
道を歩いていた「わ
たし」の前に、ふい
に深い谷が姿を現し
ます。そして谷をの
ぞいたわたしの目の
下に、そこだけ満開の桜が広がっていま
す。何やら聞こえてくる歌声に魅かれる
ように谷に降りていったわたしが見たの
は、車座になって花見をしている鬼たち
でした。いつのまにかわたしも鬼たちに
まざり、やがて鬼ごっこが始まるのです
が、鬼になって追いかけるわたしの中で、
なぜか鬼たちが亡くなったおばあちゃん
やお父さんの面影と重なってくるので
す。桜や鬼といったイメージを駆使しな
がら、読者の心の奥に訴えてくる見事な
絵本です。（中学年から、1300円＋税）

『ふゆとみずのまほう こおり』
（片平孝・写真・文、ポプラ社）
　著者は以前
に『おかしな
ゆき　ふしぎ
なこおり』と
いう写真絵本
を出されてい
て、僕はそこ
から何枚かをピックアップして、大学の
創作の授業でその写真を使って絵本を作
るという授業をしていました。冬の景色
は本当に幻想的な世界に誘ってくれま
す。ただ考えてみると「雪景色」という
言葉はあっても「氷景色」という言葉は
ありません。今回のこの絵本ではその氷
の様々な姿が、アップやロングを効果的
に使ったアングルで映し出されます。氷
は温度によって刻々と姿を変えるわけ

で、「瞬間の芸術」という言葉を思い出
しました。（低学年から、1500 円＋税）

『「てへか へねかめ」おふろでね』
（宮川ひろ・作、ましませつこ・絵、童

心社）
　『先生のつうし
んぼ』などで親し
まれた宮川ひろさ
んが亡くなられて
一年余り、その宮
川さんの新作絵本です。お風呂で温まる
時の唱え言葉というのは色々で、中には
家族のオリジナルもあると思いますが、
宮川さんは「てへか へねかめ」で始ま
る唱え言葉を信州出身の方から聞き、い
つか絵本にしたいと考えていました。そ
して病床のベッドで原稿を書かれていた
ということです。おじいちゃんと孫が三
回繰り返す暗号のような楽しい唱え言葉
から、宮川さんが子どもたちに注いでき
た限りない愛情を感じ取ることができま
す。（低学年以上向き、1300 円＋税）

低・中学年向け
『にんげんクラッシャーさんじょう！』
（最上一平・作、有田奈央・絵、新日本出

版社）
　1年生のいがらし
君は登校の途中で何
か を 見 て い る り ゅ
うせい君に気づきま
す。彼が見ていたの
は工事現場のクラッ
シャーで、まるで人の腕のような動きで
建物を壊しています。離婚したりゅうせ
い君のお父さんはクラッシャーのオペ
レーターをしているようなのです。放課
後もクラッシャーを見にきた二人でした
が、次の日に工事は終わってしまいまし
た。ここから二人が考えた「人間クラッ
シャー」遊びの世界が繰り広げられます。

子どもの日常の中のできごとをドラマに
していくのはこの作者の独壇場ですが、
読者には二人がいつのまにか友だちのよ
うに思えてくるに違いありません。（低
学年向き、1300円＋税）

『災害救助犬じゃがいも 11 回の挑戦』
（山口常夫・文、岩崎書店）
　災害救助犬は土砂や
がれきに埋もれた人を
発見する大切な役目を
負っていますが、合格
率 2 ～ 3 割 と い う 厳
しい試験をクリアーし
なければなりません。
東日本大震災の直後に福島で生まれたじ
ゃがいもは、岐阜の訓練施設に引き取ら
れ、災害救助犬を目指すことになります。
一歳半から始めて、1 年に 2 回の試験に
挑み続け、被災地生まれということで注
目されたじゃがいもでしたが、10 回続
けて不合格。ところがラストチャンスと
もいえた 11 回目についに合格。このニ
ュースは、出身地の飯館村を始め、福島
の人たちを大いに励ましました。じゃが
いもを引き取り、育ててきた著者による
ノンフィクションです。（中学年以上向
き、1300 円＋税）

高学年・中学生向け
『希望の図書館』
（リサ・クライン・ランサム作、松浦直美・

訳、ポプラ社）
　舞台は1940年代後
半のシカゴ。この前後
多くの黒人が差別か
ら逃れ、仕事を求めて
南部から北部に移り
住みました。ラングス
トン少年もその一人
で、母の死を契機にアラバマから父と二
人でシカゴにやってきたのです。しかし、

中学校のクラスでは「南部のいなかもん」
と言われ、アパートでは父の帰宅を待つ
だけの日々。そんなラングストンが、学
校帰りに図書館を見つけます。アラバマ
でも図書館はありましたが、それは白人
専用。しかしここでは多くの黒人が利用
しています。元々本が好きなラングスト
ンは、ここで自分と同じ名前の詩人の詩
集に出会います。詩の一編一編がラング
ストンの心をどんなふうに目覚めさせて
いくのかを通して、社会と文化の、時代
と人間との関係性について考えずにはい
られない物語でした。（高学年以上向き、
1500円＋税）

『戦場の秘密図書館～シリアに残された
希望～』

（マイク・トムソン作、小国綾子・訳、文
溪堂）
　シリアでは 2011 年
にアサド政権への抗議
活動が広がり、その拠
点の一つがダラヤでし
た。しかし、翌年、ダ
ラヤは政府軍に包囲さ
れます。そうした中で、
爆撃を受けた地区の地下室を利用して、
がれきの中から集めた本を収集し、図書
館を作った若者たちがいました。ここの

「司書長」を名乗るのは、14 歳のアムジ
ャドで、1 万 4 千冊という蔵書数からも
わかるように、決してただ本を並べてい
るだけでなく、図書館としてのシステム
を備えており、爆撃から救った本も、最
大限持ち主と連絡をとって、後で返せる
ようにしていたのです。著者はイギリス
BBC 放送のジャーナリストで、現実に
は 2016 年にこの図書館は政府軍に発見
され、略奪されてしまいますが、これこ
そまさに現代の「希望の図書館」だと思
わされました。（高学年・中学生以上向き、
1500 円＋税）
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〈震災寄贈〉　12 月 21 日～ 1 月 20 日
▼北海道　白田基子▼岩手県　伊藤さおり▼宮城
県　高橋ゆみ　チバ▼茨城県　木村あゆみ　豊島
敏子▼群馬県　荒木洋子▼埼玉県　田原純子　梅
田直美　林優子　匿名希望▼千葉県　井上太稀　
植松　久間里見　江頭由紀美　平川深悠　植田順
子　川口玲子　菱木文子▼東京都　荒川区役所　
井上直子　岡崎ゆかり　清水有紀　調布市役所　
長谷川徳子　パナソニックシステムソリューショ
ンズジャパン㈱ J － MOT　水上奈緒美　東京海
上ビジネスサポート㈱　野村麻理子　吉田みどり
　近藤淳子　日本基督教団小金井緑町教会　山田
こずえ　麻績楓　カトリック成城教会有志　川上
洋一　J&J 愛をささやく　温品心晴　キヤノン IT
ソリューションズ㈱大阪事務所　福本郷子　水
ing ㈱　全日本ロータス同友会㈱ロートピア　匿
名希望▼神奈川県　カーブス栢山＆井細田　牧田
知与　小澤弘子　緑の郷　円蔵中学校　佐野沙織
　牧田知子　匿名希望▼新潟県　長谷川文子▼山
梨県　里垣小学校児童会▼岐阜県　岐阜県 JA ビ
ジネスサポート㈱▼静岡県　島彩子▼愛知県　㈱
ホットスタッフグループ　NTT ビジネスソリュ
ーションズ㈱東海支店ビジネス営業部　加藤純子
　日恵野かおり　三菱電機㈱中部支社　佐々木清
子▼滋賀県　大窪よしみ　川﨑久江▼京都府　ブ
ーランジュリーエトルタ　京都府立嵯峨野高等学
校ボランティア委員会▼大阪府　川村早苗　稊和

代　奥田亜弥子▼兵庫県　原田菜穂子　匿名希望
▼奈良県　宮崎新嗣　乾憲子▼広島県　森光菜美
　江野一志▼香川県　岩川実智代　四国労働金庫
労働組合　中外製薬㈱香川・徳島支店▼福岡県　
八津田小読みきかせグループ〈どっこいしょ〉　
ことぶき整骨院　匿名希望▼大分県　嶋﨑光平▼
無記名＝ 28 件

〈一般寄贈〉　12 月 21 日～ 1 月 20 日
▼北海道　高田雪江　美唄消費者協会　弓場洋子
　中野幸恵　山下雅宏▼青森県　深澤香織▼岩手
県　川端香子　鈴木建設㈱　瀬川康子▼秋田県　
長谷川紅美子　伊藤ひろみ　大関博子　戸嶋祐子
▼福島県　アイスター商事代理店金澤和子▼茨城
県　森貞和仁　シティーナ神立　近藤由香▼栃木
県　菊地一枝　野村美雅▼群馬県　宇敷みゆき　
須田節子▼埼玉県　福田和代　細川美津枝　杉本
栞　雛田谷明子　斉藤昭雄　田口飛翔▼千葉県　
黒田晴代　藍場英光　井上太稀　住吉直紀　飛田
サチ子　明治牛乳長生販売所▼東京都　飯村茂子
　塩野公認会計士事務所　清水裕子　徳持小学校
PTA　平野美穂　貝原富士子　田中美紀　明治安
田生命保険相互会社運用サービス部　葛西美沙子
　米谷彩杜　斉藤啓子　ジェコス㈱社員一同　女
子パウロ会　白取知子　関根久子　田中文子　東
京新聞編集局読者部　西尾祐飛　沼尻暢俊　平野
美穂　市川佳世子　田中真裕美　メルテック・ビ

ジネス㈱　㈱協和ライフサービス　工藤美智子　
柴田晴美　タナカダテヒデノリ　東京冷機工業㈱
　鳥居薬品㈱　新島村国民健康保険診療所　野口
晴代　長谷部玲子　匿名希望▼神奈川県　大縄み
どり　臼井英子　東芝エレベータ㈱神奈川支社　
井村典明　㈱湘建　白川乃里子　田中宏　東芝プ
ラントシステム㈱経理部・IFRS・J-SOX 対応推進
部　吉田真奈美▼新潟県　㈱コンピュータシステ
ム研究所信越営業所　ひまわりクラブ松原義一　
五十嵐ヒサ子　地域密着型複合施設わしま　田中
美津恵　中島秋子▼福井県　四折直紀　貝吹敦子
▼山梨県　鶴間さつき　角南康子▼長野県　笹岡
由香　伴恵美子▼岐阜県　渡辺虹太▼静岡県　曽
我小学校学童保育所　畠中将也　小笠原留美子　
ヤマハ発動機ビズパートナー㈱　西岡玲子▼愛知
県　奥井久恵　牧真理　㈱中外有志一同　梶原和
美　粕谷千枝子　岩村孝子　中園きよみ　匿名希
望▼滋賀県　近藤仁美▼京都府　松川紀子　㈲時
代工房㈱スタジオニクロム　石垣裕明　大原常晴
▼大阪府　稲垣美智代　上塲慶一　大和ハウス工
業㈱ CS 推進部関西地区お客さまセンター　松本
由美子　島本町立第一幼稚園▼兵庫県　今西正樹
　谷左官店　福田登三枝　和住良昭　木村君枝▼
奈良県　坂本　下山大輔　山中肇　野迫川小学校
▼和歌山県　芝﨑　西山賀子▼鳥取県　永原千恵
　田中英夫▼岡山県　佐野仁美　大塚泰弘▼山口
県　木船一宝　福島ゆかり▼香川県　匿名希望▼

愛媛県　河原洋子　東芝ライテック㈱▼福岡県　
医療法人南島整形外科　白石多恵子　宮本貞信▼
熊本県　森田絹子▼大分県　石堂泰史　上坂美智
代　井上義雄　石道泰史▼鹿児島県　関いづみ　
山口聡子▼　ゆきえ chan ▼無記名＝ 57 件

〈友愛援助申し込み〉1 月 1 日～ 1 月 31 日
◆岩手県　大野小（洋野町）◆福島県　福島西高

（福島市）◆茨城県　二の宮小（つくば市）◆栃
木県　旭小（小山市）◆埼玉県　栄和小（さいた
ま市桜区）　潮止小（八潮市）◆千葉県　須和田
の丘支援学校（市川市）◆東京都　旭が丘小（日
野市）◆神奈川県　子安小（横浜市神奈川区）　
清泉女学院中高（鎌倉市）　本町中（秦野市）◆
富山県　若葉幼稚園（富山市）　西田地方小（富
山市）◆石川県　松任高（白山市）◆長野県　永
明小（茅野市）　白馬中（白馬村）　吉田中（長野
市）◆静岡県　中野学園オイスカ高（浜松市西区
）◆愛知県　南小（日進市）◆三重県　美杉中（
津市）　上野高（伊賀市）◆京都府　京都女子中

（京都市東山区）◆兵庫県　有野北中（神戸市北
区）　大社中（西宮市）　榎列小（南あわじ市）　
◆山口県　萩光塩学院（萩市）◆香川県　大野小

（高松市）◆福岡県　花尾小（北九州市八幡東区）
　柏陵高（福岡市南区）◆長崎県　大野木場小（
南島原市）◆大分県　豊府小（大分市）

児童文学評論家・藤田のぼる

ベルマーク寄贈者・友愛援助リスト（敬称略）


