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yoshiko
ノート注釈
yoshiko : Accepted

yoshiko
ノート注釈
サイズ：150×150mm　頁数：24p※子ども用グローブとセット販売のため小さいダンボールに入るミニサイズとなっています。

yoshiko
ノート注釈
野球グローブを作っているベンチャー企業様企画の絵本。グローブや野球用品を作るだけでなく、親子のキャッチボールなど日常の何気ない思い出を絵本にして届けたいとの想いから生まれました。作者は企業の代表です。



あるあさ  ぼくが  めを  さますと  プレゼントが…

あけてみると  グローブが  はいって  いました。

「おはよう。」  パパと  ママが  にこにこ  しています。

ぼくは  うれしくなって  とびおきました。



きょうは  キャッチボールを  するのです。

おべんとうを  もって  パパと  ママと

いっしょに  こうえんに  でかけました。

よねざわや ともひろ
きたに よしこ

さく
え



さっそく  グローブを  つけて  ぼくは  いいました。

「ママー！  ここに  なげて  なげて！」

「したから  ゆっくり  なげるよー。」

ポーン…ポトンッ

ママの  なげた  ボールは  すぐそばの

じめんに  おちて  コロ コロ コロ…。

「ママ！ もういっかい！」



「こんどこそ！  はーい！」

ママが  やさしく  なげた  ボールは

ゆーっくり  とんできて

グローブの  はじっこに

パシンと  あたって  おちました。

パパが  わらって  いいました。

「よし！  つぎは  パパとだ。

こっちに  なげてごらん。」



「よーし！」

ぼくは  いきを  いっぱいに  すって

おもいきり  なげました。

ちからいっぱい  なげた  ボールは  じめんに  あたって

パパは  そのボールを  とったかと  おもうと

ぼくの  あしもとに  コロコローッと

ころがして  きました。

「パパ  ちゃんと  なげてよぅ。」

「こうやって  ころがした  ボールを  とってると

じょうずに  なるんだよー。」と  パパ。



ころがってきた  ボールを  とって

ぼくは  また「えいっ」  と  なげました。

ボールは  ちがうところに  いきおいよく  とんでいきました。

それを  パパは  からだのむきをかえて  すばやく  キャッチ。

「パパ  じょうず！」

パパは  すぐに  こっちを  むいて  こんどは  

ゆっくり  たかめに  ボールを  なげてくれました。



グローブで  しっかり  キャッチ…と  おもったら

また  はじっこに  あたって  おちてしまいました。

「おしい。おしい！」

とれるかな？

とれるかな！？



それから  なんども  パパが  なげてくれて…

ママも  なげてくれて…



「とれたぁ！」
　
ぼくは  うれしくなって

グローブを  ぎゅーっと

だきしめました。

だんだん  しろい  ボールの

うごきが  よく  みえるように  なってきて

「とれる！」 

そう  おもった  しゅんかん

ズシンッと  ボールが

ぼくの  グローブに

はいりました。



うれしくて  うれしくて

また  おもいきり  パパに  ボールを  なげかえしました。

ボールは  やっぱり  へんなところに  とんでいったけれど　

パパは  ジャンプして  キャッチ。

「パパ  すごい  すごい！」

「さあ  おひるごはんに  しましょう。」

ママが  にこにこして  いいました。



そのひの  おべんとうは

すごく  おいしかった。

「ぼくも  いつか  パパみたいに

じょうずに  なれるかなぁ。」

「なれるさぁ。  パパも  こどもの  ときは  とれたり 

とれなかったり  したけど  おじいちゃんと  いっしょに

キャッチボールして  うまく  なったんだ。

こんど  おじいちゃんに  あいに  いこう。」

ぼくは  おじいちゃんと  やきゅうを  している

すがたを  おもいうかべました。



すこし  おおきくなった  ぼくは  パパみたいに

はしって  ジャンプして  みごとに

おじいちゃんが  なげた

ボールを  キャッチ。

おじいちゃんの  おどろいた  かお。

パパと  ママは  ニコニコ  ハイタッチ。

おばあちゃんは  おおきな  こえで  おうえんしてくれて…。

おともだちの  みんなや  きんじょの  ひとたちも

びっくり  しているんだ。



あしたも  キャッチボール  したいな。

ママと  いっぱい  れんしゅうして

パパと  おじいちゃんを  びっくり  させるんだ。

ぼくのグローブで
とれるかな？ とれるかな！？
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