
わたし はだれ？

さく・え  ノーブスミー

Who am I? 



わたしは だれ？

あなたは さわやかな かぜ

Who am I?

You are the refreshing breeze.



Who am I?

あなたは きよらかな もりあなたは きよらかな もり

You are the pure forest.You are the pure forest.

わたしは だれ？



Who am I?

あなたは ふしぎな みず

You are the mysterious water.

わたしは だれ？



Who am I?

あなたは まばゆい ひかり

You are the dazzling light.

わたしは だれ？



Who am I?

あなたは しずかな ゆき

You are the silent snow.

わたしは だれ？



Who am I?

あなたは やさしい だいち

You are the soft soil.

わたしは だれ？



Who am I?

あなたは はげしい ほのお

You are the fiery flame.
わたしは だれ？



Who am I?

あなたは じゆうの すな

You are the free-flowing sand.

わたしは だれ？



Who am I?

あなたは かなしみの まち

You are a sorrowful town.

わたしは だれ？



Who am I?

あなたは なげきの うみ

You are the sad sea.

わたしは だれ？



Who am I?

あなたは きぼうの うみ

You are the hopeful sea.

わたしは だれ？



Who am I?

あなたは うつくしい うみ

You are the beautiful sea.

わたしは だれ？



Who am I?

あなたは はてしない そら

You are the endless sky.You are the endless sky.

あなたは はてしない そら

わたしは だれ？



Who am I?

あなたは かけがえのない かぞく

You are irreplaceable family.

わたしは だれ？



わたしは だれ？

Who am I?

あなたは  ちきゅう
わたしたちの

たいせつな  ほし

You are the Earth, 
our precious planet.



地球の声に耳をかたむけ、
地球の耳に言葉を投げかけ、
地球の想いに心を寄せる。

「かけがえのない瑠
る

璃
り

色
いろ

の星」
に生まれたすべての子どもたちに、
愛を込めてこの絵本を贈ります。

ノーブスミー

Listen to the voice of the Earth.
Speak to the Earth.

Pay attention to the feelings of the Earth.

Nobe and Summy dedicate this picture book with love 
to all children born on our irreplaceable blue planet.

Nobesummy
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落丁・乱丁本はお取り替えいたします。

本書のコピー、スキャン、デジタル化等の無断複製は
著作権法上での例外を除き禁じられています。
本書を代行業者等の第三者に依頼してスキャンやデジタル化することは、
いかなる場合も著作権法違反となります。

ノーブスミー
ライターのノーブとイラストレーターのスミーからなるメルヘン

創作ユニット。

代表作に『たるとたたんのたいこまつり』『たるとたたんのく

んくんぼうし』『森のゲオルグ』（出版ワークス）、『クンクンと

プッチ/キンダーメルヘン冊子付録』（フレーベル館）、『おやゆ

びひめ/ぐりこえほん』（江崎グリコ）、『チキンリキン』『三匹

のこぶた』（ECCジュニア）など。ファンタジー絵本や幼児向け

しかけ絵本の創作を中心に活動。

「未来を生きる子どもたちのために」

"For the sake of the children of the future"

　ロイヤルブルーの表紙の絵を見た瞬間に、この絵本の虜になってしまいました。
　作者のノーブスミーさんが「かけがえのない瑠

る

璃
り

色
いろ

の星」と表現する地球での物語。
　美しい色彩と個性的なタッチで描かれる自然と生きもの、ちょっと不思議なひとりの登
場人物。「わたしは　だれ？」の問いかけに「あなたは　さわやかな　かぜ、きよらかな
　もり、ふしぎな　みず…」。そこから、突如として現れる「あなたは　かなしみの　まち」

「あなたは　なげきの　うみ」。それは、私たちの生命の根源である自然が発している悲鳴。
そして、地球存亡の危機への警告。
　今まさに私たちは、この警告を真剣に受け止めなければなりません。大人としての責任
を果たすべく「誰ひとり取り残さない」をスローガンに、ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）
の達成に向け、世界中の人々が立ち上がろうとしています。
　未来を生きる子どもたちのために、人類と自然の調和のために、そして地球上のすべて
のために、愛に満ちた正義と真実が叶えられますことを願い、私たちの宝物である子ども
たちにこの物語をお届けします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　2020 年 10 月　　　　　　　　　  　　　堤 晶子

From the moment I saw this book's royal blue cover picture, I was hooked.
It is a tale on Earth, which its authors Nobe and Summy describe as "our irreplaceable lapis 
lazuli planet."
　Nature and creatures are depicted with beautiful colors and original touches, along with 
a slightly mysterious character whose "Who am I?" queries are answered by "You are the 
refreshing breeze", "You are the pure forest", "You are the mysterious water"...
And then, suddenly, "You are a sorrowful town", "You are the sad sea."
These are the screams of nature, the source of our lives. And a warning about the crisis of 
Earth's survival.
　Now is the time for us to take this warning seriously. People all around the world are rising to 
the challenge of achieving the SDGs (Sustainable Development Goals) under the slogan of "No one 
left behind" to fulfill their responsibility as adults.
　For the sake of the children of the future, for the sake of harmony between humankind and 
nature, for the sake of everything on Earth, we bring this story to children, our treasures, in the 
hope that loving justice and truth will come to pass.

　　　　　　October 2020　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　          Akiko Tsutsumi
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