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こちらはもう説明不要の名作ですね。

この本を初めて手にしたのは小学校6年生に
上がる前でした。転校が決まり、担任の先生が
「モモ」を贈ってくださいました。

当時そのクラスは一部の生徒が先生に反抗
し、授業中手を挙げない、返事をしない、先生
が生徒との隙間を埋めようと「心のノート」と題し
用意されたノートはいつも白紙。ひどいもので
した。
きちんとお礼もお別れも言わぬまま時が過

ぎ、私も大人になり先生の事を考え反省する日
々。その事を当時からの親友に話をすると、彼
女の計らいで15年後先生と再会する事が出来
ました。

すっかり色褪せてしまいしたが引っ越す度に
カバンに詰めて大切にしていたモモと共にお詫
びを伝え、先生の胸の内も知り、涙の時間とな
りました。
私はこの本を手にすると

「小学生の自分とモモ」の思い出の時間を取り
戻すことが出来るような気がします。
また先生にお会いできる日が来たら、息子を

連れて母になった事を伝えたいです。
その時もまたモモを持って…。 (夏輝）

「モモ」
ミヒャエル・エンデ 作
大島かおり 訳
岩波書店 1,870円

おはなし会
1日(火) 11：00～
12日(土) 中止します
15日(火) 11：00～
26日(土) 14：00～

大人のための絵本の時間
8日(火) 10：00～

紙芝居ピッポの会ミニ講座
3月は中止します

大人コースの本！
「みやがわ書店ブッククラブ」には大人の

ための「大人コース」があります。読者様か
ら「声」をいただいております。

「子どもや大人へのおはなし会ボランティアを
しています。例会では、内容豊富な本としてメ
ンバーに紹介できます。自分では選ばない本も
あったり、楽しみにしています」（北村さん）

「小学校のおはなし会で、『大人コース』の本
が役立っています。長い間とっており、過去の
本からも読んであげます。子どもたちの反応が
いいと嬉しく、助かります」（中瀬さん）

子どもも大人も一緒に楽しめる絵本、季節の
本、話題の本、心が緊張したり、ほぐれたり。私
たちもグッと惹きつけられた本を選んでお届け
しています！経験を積まれた大人の方の感性
で様々に楽しんでもらえたらと思います。
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営業します

定期購読の申込み・継続のご案内

◎福音館の月間絵本・定期購読2022年度版

のパンフレットが入りました。関心のある方は
当店までお申しつけください。購読中の方は
次年度分についてご連絡をお願いします。

◎「みやがわブッククラブ」は自動的に継続
されます。変更希望の方は当店までご連絡
ください。

当店6５周年記念講演会を開催します

●講演「あっと驚くショーだぞ－傑作絵本

の生まれるまで－」アーサー・ビナード

●対談「MITAMAに出会った２日間」

橋村孝子×アーサー・ビナード

●５月１５日(日) 14:00開演

●シンフォニアテクノロジー響ホール伊勢

（伊勢市観光文化会館）大会議室

●チケット（前売り制）1,500円

アーサー・ビナードさんは、エリック・カールさ
んの絵本の邦訳を多数手がけてみえる方です。
コロナ禍を考慮して、広い会場をご用意いたしま
した。詳しくは当店ホームページ、チラシにて。

是非、ご来場ください。

「エリック・カールが
のこしてくれたもの」

定休日



新刊紙芝居

「ここがわたしのねるところ
－せかいのおやすみなさい－」
レベッカ・ボンド 文
サリー・メイバー 作画
まつむら ゆりこ 訳
福音館書店 1,430円

「ずーっと ともだち」
脚本 かわしま えつこ
絵 福田 岩緒
童心社 2,090円 12場面

タイトル
二見正直

ねずみのネネとりすのリツは卒園したらはなればな
れに。そこで2人は思い出の公園に行こうと、あお
ぞら園を抜け出して…。

「ほじょりん工場の
すまこちゃん」

安井寿磨子 さく
福音館書店 1,210円

「出動せよ！
世界の緊急車両図鑑」

サイモン・タイラー 作
宮坂宏美 訳
あすなろ書房 1,980円

道路で、海で、空で緊急事
態が発生。ピンチの時に頼り
になる世界の乗り物たちがカ
ッコよく並んでいます。その
働きぶりも解説。

※金額はすべて税込です
大人コース

柔らかで美しい銅版画の作
品で知られる作者の、かわ
いい自伝。
「のんびりがええねん。
がんばるなんて、むりやねん」

足先が冷えてなかなか眠れ
ないので、この冬から湯たんぽ
を使っています。いちいち面倒
というイメージがありましたが、
使ってみると手放せません。お
布団に入った瞬間からあったか
く、足が喜んでいるうちに眠り
につくことができます。私はお
湯で、夫は電気であたためて
います。
さて、世界の国々では気候

も様々。快眠のためにどんな工
夫があるのでしょう。心のこもっ
た刺繍作品で教えてくれます。
一針一針とっても細やか。カラ
フルな色や、伝統的な小物が
お国柄を表現します。みんなの
気持ちよさそうな表情。心地よ
く眠るって、幸せなことですね。

（さつき）

「いちと いちで」
ぶん もぎ あきこ
え 森あさ子
やく 前田まゆみ
世界文化社 990円

てあそびうたの本、第三弾。
「10人のインディアン」の
歌で楽しもう！
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地球は色であふれているという
のに、動物たちに色がない。
「えかきさん」に自分にふさわし
い色を与えてもらいました。

「ナイチンゲールのうた」
ターニャ・ランドマン 作
ローラ・カーリン 絵
広松由希子 訳
BL出版 1,870円

「カメレオンくん
きみのいろにへ～んしん！」
文・絵 アニータ・ビスタボシュ
訳 おおはま ちひろ
パイ インターナショナル
1,350円

白と黒しか知らなかった
カメレオンくん。
一つ一つ色を発見してい
きます。

「色」の力を感じる

「トゲトゲくんはね、」
ぶん クォン・ジャギョン
え ハワン
やく いくたみほ
パイ インターナショナル
1,485円

「怒り」はやっかいなもの。で
も笑ったり泣いたりすることと
同じ、自然な感情。自分の中
にある「怒り」を冷静に眺めて
みると…それは何のため？

「きみのことが だいすき」
さく・え いぬい さえこ
パイ インターナショナル
1,320円

森に住む動物たち。
悲しんでいる子や
立ち止まっている子に
どんなお話をしているのか
ちょっとのぞいてみましょう…。


