
5 号館

●大きな反響を呼び、
　長く読まれつづけてきた本の普及版。

●巻末資料改訂、　「その後のクシュラ」掲載。

●定価（本体 1,600 円＋税）

● 19×14cm　270p　
　  ISBN978-4-931129-09-2

クシュラの奇跡
──140冊の絵本との日々

〈普及版〉

1925年ニュージーランド、オークランド

市生まれ。児童文学者として、また幼児期

から生涯にわたる読書教育の第一人者とし

て活躍。四十歳まで専業主婦として八人の

子どもを育て、のちに開いたドロシー・バ

トラー・ブックショップでは、読書障害児

と未就学児の読書教育のためのセンターを

設け、本の読み聞かせと母親の指導にあた

った。長年にわたるこれらの活動と『クシ

ュラの奇跡─140冊の絵本との日々』に

より、1980年エリナー・ファージョン賞

を受賞。2015年逝去。

親子で一緒に楽しめて、絆を深めるのにお

すすめの絵本 630 冊を紹介。

赤ちゃんに本が必要であることを伝えたい

という、著者の強い願いが込められた、ブ

ックスタートの原点の本です。

｢赤ちゃんの本棚 ｣とともに、ブックスタ

ートと集中読書をうながした一冊。読書力

を身につけるのに最も大切な時期の子ども

たちにすすめたい 350 冊を紹介。

日本の母親たちに向けて書き下ろしたエッ

セイ集。子どもの人生を豊かにする読書に

ついて ､女性 ･母親の生き方について、成

人したクシュラについて語ります。

●定価 （本体 2,200 円＋税） 

●22×16cm　318P　ISBN978-4-931129-81-8

●定価 （本体 1,000 円＋税 )

●19×14cm　100P　ISBN978-4-931129-82-5

●定価 （本体 2,600 円＋税）

●22×16cm　438P　ISBN978-4-931129-05-4

赤ちゃんの本棚
── 0歳から6歳まで

5歳から8歳まで
── 子どもたちと本の世界

子ども ･本 ･家族

著者・ドロシー・バトラー

東京に生まれる。東京女子大学英米文学科卒。

テキサス大学、イースト・アングリア大学に

学ぶ。神奈川大学、日本女子大学教授を歴任。

訳書には、ドロシー・バトラー氏の著書のほ

か、NZ、豪、英米の児童文学書・絵本が多

数ある。

訳者・百々佑利子

ドロシー・バトラーの本
ドロシー・バトラー  著◆百々佑利子  訳

ドロシー・バトラー  著●百々佑利子  訳

定価（本体3,000円＋税）

のら書店〒102-0071　東京都千代田区富士見2-3-27　ハーモニ別館102号

Tel.03-3261-2604　Fax.03-3261-6112　振替00110-4-128671

ホームページ：http://www.norashoten.co.jp/

E メール . info@norashoten.co.jp

クシュラの奇跡
──140冊の絵本と絵本の日々

●朝日新聞「天声人語」氏評　　  （1984年 6月18日）

　『クシュラの奇跡』という本を読んで心を打たれた。幼

い時にいい本に出あうことの大切さを、この本は説く。

　少女は何回もの入院と手術に耐え、絵本によって、自分

をとりまく世界のことを吸収してゆく。そして三歳八か月

の時には、知力が「標準以上」と判定されるまでに成長する。

一冊一冊の本に少女がどう反応したかを驚くべき細密さで

つづったのが本書である。
　絶望的な日々も、めげずに本の仲だちを続けてくれた両

親をもったことは、クシュラの幸せだった。少女が読んだ

絵本の一覧表が巻末にある。この本は、巧まずして、世界

名作絵本のすばらしい手引書にもなっている。（抜粋）

今だからこそ伝えたい
子どもの人生を豊かにする本の力ーー

'80 年度エリナー・ファージョン賞受賞

'84年度 日本翻訳出版文化賞受賞
1984年発行　カラー口絵多数

25cm× 19cm　193P　ISBN978-4-931129-01-6のら書店

          学校図書館実践講座＜特別企画＞

学校図書館年記念 絵本 ・読書セミナー
期日　2016 年 11月 5日（土）・ 26 日（土）
午前の部　10：30 ～ 12：00（受付 10：00）　　午後の部　13：30 ～ 15：00（受付 13：00）

会場　専修大学　5号館 571 号室 〒101-8425
東京都千代田区神田神保町 3-8

定員　各 150 名　　　事前申込制
参加費　午前　1,000 円　午後　1,000 円
※当日、会場にてお支払いください。
※高校生以下無料。ただし小学生以下は保護者同伴のこと。
※1日のみ、午前・午後どちらかのみの参加も可。
参加申込方法　全国学校図書館協議会 Web ページ

（http://www.j-sla.or.jp/）より申込書をダウンロードし
て必要事項を記入の上、FAX またはメールにてお申し込み
ください。

主催 /問い合わせ先 (公社 ) 全国学校図書館協議会
〒112-0003　東京都文京区春日 2-2-7
TEL．03-3814-4317　FAX．03-5804-7546
MAIL．ito@j-sla.or.jp　　担当：井藤（いとう）

専修大学へ
のアクセス

＊水道橋駅
（JR）西口より
徒歩 7分
＊九段下駅（東
西線、都営新
宿線、半蔵門
線）出口 5よ
り徒歩 3分
＊神保町駅（都
営三田線、都
営新宿線、半
蔵門線）出口
A2 より徒歩 3
分

11 月 5 日　午前の部

絵本の力
～ちひろ美術館の魅力

　　竹迫　祐子　氏

安曇野ちひろ美術館副館長
（公財）いわさきちひろ記念事業団事務局長

11 月 5 日　午後の部

想像 ・ 創造を広げる絵本
の世界
～日本絵本賞大賞受賞
『30000 このすいか』

　　あき　びんご　氏

絵本作家
日本画家 ・幼児教育研究者

11 月 26 日　午後の部

特別支援教育における
絵本の力
～ 『クシュラの奇跡』 を
読む

　　恵良　恭子　氏
　　　　  ×

　　小林　功　氏

11 月 26 日　午前の部
＜テーマトーク＞
YA 世代に読書の楽しさ、
喜びを！

　　森　絵都　氏
　　　　　×

　　岡垣　重男　氏
　　　　　×

　　斎藤　純　氏

作家

㈱河出書房新社常務取締役
ヤングアダルト出版会会長

川崎市立南加瀬中学校教諭
全国 SLA参事

のら書店顧問

埼玉県立大宮中央高等学校司書教諭
全国 SLA参事 ・絵本委員会委員長



（申込み用FAX番号） 

ＦＡＸ ０３－５８０４－７５４６ 
Ｅメールでの返信をご希望の方は、メールに各項目をお書きの上 
ito@j-sla.or.jp までお申し込みください。 

※携帯電話のメールをご利用の方は @j-sla.or.jp からのメールが届くようにあらか
じめ受信設定してください。 

 

●お問い合わせ 

公益社団法人全国学校図書館協議会 研究部：竹村・井藤・米谷 
電話 03-3814-4317  FAX 03-5804-7546  e-mail：ito@j-sla.or.jp 

学校図書館実践講座 参加申込書＜11月＞ 
参加費は、当日お支払いいたします。 

一括申込
みでも、 
1回ごと
の申込み
いずれで
も可 

 

※→持参文
房具有 

開催日 午前の部 午後の部 

11月5日 
□ 絵本の力～ちひろ美術館の

魅力 

□ 想像・創造を広げる絵本の世
界～日本絵本賞大賞受賞
『30000このすいか』 

11月26日 
□ <テーマトーク> 
YA世代に読書の楽しさ、喜び
を！ 

□ 特別支援教育における絵本の
力～『クシュラの奇跡』を読む 

ふりがな 

お名前 

 職名又は

ご職業 

 

※同伴者（小学生以下）はこちらにお名前、年齢をご記入ください 例：読書太郎（10歳） 

勤務先 
又は 

お住まい 

 

連絡先 

電 話          ―         ― 

ＦＡＸ          ―         ― 

※ＦＡＸで受付の返信ご希望の方は、必ずご記入ください。 

この講習会の開催は、何で知りましたか。 

 （ ）全国ＳＬＡ機関誌    （ ）全国ＳＬＡホームページ 

（ ）全国ＳＬＡメールマガジン（ ）都道府県ＳＬＡからの情報  （ ）チラシ  

（ ）知人の紹介       （ ）その他［                 ］ 

連絡欄 
※メールで受付の返信ご希望の方は、必ず下記にアドレスをご記入ください。 

この申込書に記入された個人情
報は、次の目的に使用する場合
があります。 

①当会の発行する機関誌への原稿執筆依頼 

②当会の主催する研究会・研修会等の発表・講義依頼及び募集要項等の送付 


