
会場／サウンドハウスホール24日 会場／サウンドハウスホール25日

入場
無料

2022年12月24日（土）・25日（日）  10:00～16:00
こまつしま

小松島市サウンドハウスホール周辺

お問い合わせ
「絵本ワールドin とくしま実行委員会」事務局（徳島新聞社事業部）

徳島県小松島市小松島町字新港9-10ところ
展示

平日9:30～17:30
※土・日・祝日は除く
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羽尻利門 さん

なばたとしたか さん 有田奈央 さん

CAN さん

くすのきしげのり さん 真珠まりこ さん

弓削田健介 さん

1980年　兵庫生まれ、京都育ち。現在、阿南市在住。
立命館大学国際関係学部卒。
代表作に、『夏がきた』（あすなろ書房）、
『やめろ、スカタン！』（作・くすのきしげのり/小学館）、
『ごめんなさい』（作・サトシン／ポプラ社）など多数。
日本児童出版美術家連盟会員

1977年、石川県生まれ。イラストレーター。2006年に初の絵
本「こびとづかん」を発表し、話題となる。主な作品に「みんな
のこびと」、「こびと桃がたり」、「こびと大百科」、「こびと観察入門1」、「新種発見! 
こびと大研究」、「こびと大図鑑」、「日本のこびと大全」シリーズがある。また、その
他の創作絵本に「いーとんの大冒険」、「犬闘士イヌタウロス」がある。現在、金沢
に在住。本の制作を中心に、映像、キャラクター 制作と幅広く活動している。

合唱作曲家・子どもミュージカル作家。 主に小中学生が歌う合
唱曲を作曲。2020年より音楽の教科書に楽曲が掲載（小学校
４年生・教育芸術社）。 キャンピングカーを拠点に合唱曲が歌
われている日本全国の小中学校、海外日本人学校などで2000回を超えるスクール
コンサートを行い、澄んだ歌声が特徴のピアノ＆ギター弾き語りミュージシャンと
しても活動。 旅から得た気づき、出会いと感動を元に作曲するスタイルで、4冊の
楽譜集と絵本を出版。 NHK全国放送（おはよう日本）、国際ニュースNHKワールド、
朝日系列テレメンタリー、TOYOTAコレカラプロジェクトなど、多数のテレビ出演を
きっかけに、メディア登場時は「放浪の合唱作曲家」と呼ばれる。 福岡県出身。 

恐竜画家・絵本作家でありカフェオーナー。恐竜研究家
を目指し信州大学理学部を卒業したが諦め、方向転換して2017
年にカフェ『創作空間caféアトリエ』を開業。現在は恐竜オタクの
知識を活かしてユニークな恐竜の絵を描いている。勝浦町「町ふ
るさと恐竜大使」創設　第1号として恐竜をPRしている。
恐竜絵本『6600万年前・・・・・・ぼくは恐竜だったのかもしれない』
発売中！

1979年福岡県生まれ
「おっぱいちゃん」で絵本作家デビュー。文を担当した作品に「おならひめ」「パ
ンでんしゃ」「すき」「おいで・・・」「帰り道」「じごくバス」など。「山のちょうじょうの
木のてっぺん」（作・最上一平   絵・有田奈央  新日本出版社）で第66回青少年読
書感想文全国コンクール課題図書低学年の部に選ばれる。

1961年徳島県生まれ、鳴門市在住。児童文学作家。
小学校教諭、鳴門市立図書館副館長などを経て、現在は児童文学を中心とする
創作活動と講演活動を続けている。全国青少年読書感想文コンクール課題図書
『おこだでませんように』『メガネをかけたら』（ともに小学館）、教科書掲載作品
『ともだちやもんな、ぼくら』(えほんの杜)『ええところ』（学研）等をはじめ、『おか
あしゃん。はぁい。』(佼成出版)『Lifeライフ』(瑞雲舎)など140タイトルを超える作
品は、日本および海外において広く読まれている。

神戸生まれ。大阪とニューヨークのデザイン学校で、絵本制作を学ぶ。 はじめて
の絵本「A Pumpkin Story」は、1998年アメリカで出版された (GreeneBark 
Press,USA)。 2004年出版の絵本「もったいないばあさん」（講談社）でけんぶち
絵本の里大賞、ようちえん絵本大賞を受賞。
もったいないばあさんはキャラクターが人気となり、毎日新聞、朝日小学生新聞
などでも連載され、2020年アニメとなって６カ国語で公開されている。他の作
品に『おべんとうバス』『なないろどうわ』など。

撮影／中村紀世志

13:00～
パンでんしゃとちょっと
怖い（こわい）絵本

開催
イベント

12:00～
おはなしと絵本づくりに
込める想い

開催
イベント

14:30～
もったいないばあさんの
おはなし会

開催
イベント

14:30～
子どもも大人も絵本の
世界を楽しみましょう！

開催
イベント

10:30～
CANさんとLaQハカセの
恐竜コラボショー

開催
イベント

13:00～
「こびとづかん」トークショー

10:30～
いのちの夢のコンサート

開催
イベント

開催
イベント

【主催】 小松島市 ・ 絵本ワールドinとくしま実行委員会　【共催】 徳島新聞社　【後援】 子どもの読書推進会議 ・ 日本児童図書出版協会

TEL.088-655-7331
※新型コロナウイルス感染症の状況によりイベントを中止または内容を変更する場合がございます。国のガイドライン等に基づき、イベント開催時における必要な感染症対策の徹底を行います。

24日

10:00～　オープニングセレモニー

小松島市立図書館30周年記念イベント

LaQハカセ

神社って、何のためにあるの？
鳥居って？手水を取るって？
拝礼の作法は？
どうして神輿をかつぐの？
巫女は何をする人？
神社にあるものは、
一つ一つ意味がある。
日本の伝統文化を知る絵本。

神社のえほん 原画展
開催場所／小松島市立図書館3F

駐車場台数には限りがございます。
公共交通機関をご利用ください。
駐車場台数には限りがございます。
公共交通機関をご利用ください。

小松島市子育て応援プロジェクト小松島市子育て応援プロジェクト小松島市子育て応援プロジェクト

10,000冊の絵本がずらりと大集合!!10,000冊の絵本がずらりと大集合!!10,000冊の絵本がずらりと大集合!!

コンサート

トークショー

読み聞かせ

恐竜トークショー

読み聞かせ

読み聞かせ

●小松島市立図書館小松島市立図書館



あぐり工房美
郷

駐車場
イベント会場

図書館30周年記念イベント

キッチンカー&はたらくのりもの

絵本ワールドメイン会場

小松島新港小松島市立図書館

たぬき広場

24日 25日

24日

24日 25日

24日 25日

24日

25日
「はしご消防車」が登場！
はたらくのりものを見て、
乗って、体験して、
子供たちはもちろん大人も
大興奮。

※こびとづかんサイン会は、両日10時より整理券を配布します。

出演作家
サイン会開催

キッチンカー大集合!! & はたらくのりもの

会場：サウンドハウスホール

弓削田健介 さん
羽尻利門 さん

くすのきしげのり さん
CAN さん

有田奈央 さん
真珠まりこ さん

会場周辺マップ

絵本作家さんが多数来場され、そ
れぞれの作家さんのブースを展示
しております。ご出演のお時間以外
にも、遊びに来てくれるかも！？

24日・25日の2日間

サイン会へのご参加
お待ちしております。

赤ちゃん絵本をお試し読み放
題できるスペースをご用意。
親子でくつろぎながら、思う
存分絵本に触れられます。「こ
ども」と「本」の出会いを応援
する体験の部屋で、とっておき
の一冊と出会いませんか？

のびのび読み

絵本フォトスポット
真珠まりこ先生の大人気
『もったいないばあさん』『おべんとうバス』の
絵本フォトスポットを会場内に設置しています。
絵本ワールドinこまつしまへのご参加の記念に、ぜひご
一緒に映える写真を撮影してくださいね。

好きなコビトを描いてもらえる！
なばたとしたかさんサイン会開催

会場にかくれているコビトたちをさがして、
プレゼントをもらおう！

サイン会開催時間
●10:30～12:00　●14:30～16:00
(各時定員25名ずつ)
両日10時より整理券を配布します。

交通新聞社鉄道クイズコーナー

鉄道クイズ挑戦者を募集！
参加してくれたお子さんに
もれなくオリジナルグッズ
をプレゼント♪
楽しいクイズで、でんしゃは
かせをめざそう！

大人気LaQの体験コーナー！
ハカセレッドもやってくる！
LaQで立体モデルを作ろう! ハカセのおまけモデル製
作は必見！
作り方通りに作れた作品はプレゼント！（お子様のみ）
※保護者同伴でご参加ください。無くなり次第終了と
なります。

体験

展示

体験

体験

体験

体験 体験

LaQフェスティバル

LaQハカセ

サウンドハウスホールに、たくさんの絵本がずらりと大集合!
お子さんとご一緒に、たくさんの絵本に触れ合ってくださいね。サウンドハウスホール会場

可愛い（カワイイ）
本づくりワークショップ

手のひらサイズのミニブックが誰でも簡単に作れます！

つくろう！
みんなのパンでんしゃ

自分だけの「パンでんしゃ」を作って、大き
な紙にペタペタ貼ろう！
みんなが作った「パンでんしゃ」で、大きな
絵を完成させるワークショップ。

TOKUSHİMA
REİS KEBAB

SANTAI FOO
D

TRUCK 

サニファモービ
ル

トニーズバー
ガー 

ハラルケバブ 黄色たこ焼き
屋台

美すとろNISH
IOKA

円生デコポン
園

OREGA26

SWEETS WAG
EN ゆずや

Link Point
SAIRAI

はしご消防車も
やってくる！

サウンドハウスホール

南風


