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鈴木のりたけ 絵本講演会

新幹線運転士経由、
絵本作家行き。







『しごとば』（ブロンズ新社）より



ブロンズ新社



『かわ』（幻冬舎）より



『ぼくのおふろ』（PHP研究所）より



『ぼくのトイレ』（PHP研究所）より2011年７月末刊行予定!! 
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『しごとば』
が

できるまで



『続々しごとば』（ブロンズ新社）より



『続々しごとば』（ブロンズ新社）より



① まず、取材!!

② プロの道具

③ 工夫・細部・発見

④ しごと人の情熱

「しごとば」シリーズ ４つのポイント

























『AERA with Baby』（朝日新聞出版）より



『AERA with Baby』（朝日新聞出版）より















① まず、取材!!

「しごとば」シリーズ ４つのポイント

欲しいのは、情報＋ライブ感

一期一会を楽しむ



多方面からの情報
予習 先入観 既存イメージ

↓
内容の平均化

つまらない



現場の第一印象
エピソード ハプニング

↓
本が生き生き！

子どもたちの
目線に近づける





















絵本ナビより ©Noritake Suzuki



絵本ナビより ©Noritake Suzuki



絵本ナビより ©Noritake Suzuki



絵本ナビより ©Noritake Suzuki



② プロの道具

見たことのないものが見たい

スタートはいつも興味本位

「しごとば」シリーズ ４つのポイント



教科書型

×



しごとに対してもそれで OK!

興味本位型























③ 工夫・細部・発見

ふとしたところの人間味

垣間見える仕事のすごみ

「しごとば」シリーズ ４つのポイント



しごと
人がやっているもの

おとながやっているもの
↓

同じ人間がやっているもの
自分がやっているところを

イメージできるもの



しごと
社会人の義務

↓
自由に、工夫をこらして
おとなが楽しんでいるもの





































④ しごと人の情熱

しごとの説明に終わらない

人間の熱さ、誇り、楽しみを

「しごとば」シリーズ ４つのポイント



子ども向けの本なら
このへんで...

↓ 
そこまで知りたいなら、

あれも、これも



よくわらからないけど
感じる迫力

これを伝えたい!

































































絵本で
つたわること



① まず、取材！

② プロの道具

③ 工夫・細部・発見

④ しごと人の情熱

「しごとば」シリーズ ４つのポイント



しごとするおとなって
なにやら楽しそう

しごとって、おとなが
本気でやってるな
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鈴木のりたけ 絵本講演会

新幹線運転士経由、
絵本作家行き。

ありがとうございました
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