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「てづくりレターコンクール」は、地域の特色ある素材や風物・人物をモチーフとした手づくりのオリジナル郵便物や、
送り手の自由な発想による手づくりのオリジナル郵便物を創造する楽しさを通じて、人と人の交流の推進を図ると
ともに、自分の想いを相手に伝える喜びやそれを受け取る喜び、それに向き合う時間によって生まれる豊かな生活を
再発見していただき、コミュニケーションの促進や手紙文化の振興を図ることを目的として開催し、今回で2回目になり
ます。

また、今回は「てづくりレター部門」「絵はがき部門」に加え、若手クリエーターの応援とともに、クリエーターの参加
による新たな手紙文化やコミュニケーションのスタイルの発見など、さらなるコミュニケーション文化の振興発展を
目指して、新たに「クリエーター部門」を設けました。

本コンクールには、全国から心のこもった優秀な作品が多数寄せられ、平成22年11月30日の第1次審査会、同年12月
17日の第2次審査会を経て、92作品が入賞・入選いたしました。

入 及び入

ンク ル 査

主催：財団法人逓信協会 協賛：郵便事業株式会社・財団法人日本郵趣協会 協力：日本郵政株式会社・郵便局株式会社

後援：公益社団法人日本青年会議所・全国都道府県教育委員会連合会（こどもの部・学生の部の後援）

づくりレタ 門 絵はがき 門

（幼児・小学生）

（中学生・高校生）

（高校生を除く18歳以上）

こどもの部
学生の部
おとなの部

（幼児・小学生）

（中学生・高校生）

（高校生を除く18歳以上）

こどもの部
学生の部
おとなの部

賞の種類 逓信協会賞
審査員奨励賞

日本郵便賞
佳作

日本郵趣協会賞
入選

賞の種類 銀賞
入選

グランプリ
銅賞

金賞
審査員奨励賞

ク タ 門

谷山 雅計（コピーライター）

畦地 教子（株式会社日本ホールマーク 代表取締役社長）
鴫 剛（画家）
中谷 直子（女子美術大学付属高等学校・中学校 元副校長）
松田 素子（絵本編集者・作家）

審査員長

審査員 栗田 明美（デザイナー）
染川 亜紀子（デザイナー）
松尾 謙一（財団法人日本郵趣協会 事務局長）
山下 健一郎（郵便事業株式会社 国内営業統括本部 切手・葉書部 担当部長）
天野 定功（財団法人逓信協会 理事長）

グランプリ
夏目 綾子

銀賞
枝 愛実
榎本 早耶香

金賞
見角 映奈

銅賞
坂林 幸枝
森貞 和子
和田 浩志郎

審査員奨励賞
日下 綾希
松田 さやか
夕島 ひとみ

入選
帖佐 未来
中島 直子
本田 真貴

ク ー ー

※敬称略、順不同

絵はが 部門

逓信協会賞
こどもの部
学生の部
おとなの部

廣川 萌郁
新地 亜里沙
山田 恵子

日本郵趣協会賞
こどもの部
学生の部
おとなの部

山賀 萌和
大沼 忍
松澤 光聡

審査員奨励賞
こどもの部
学生の部
おとなの部

土佐林 里帆
上原 早織
神田 昭子

日本郵便賞
こどもの部
学生の部
おとなの部

安間 隼斗
満田 晶帆
堀 記子

入選
こどもの部 秋本 恭佳

祝原 悠里
永田 大哉
松澤 つづみ
松本 梨愛
山内 栞

学生の部 小畑 汐織
鈴木 琢斗
瀬川 紗代
田中 麻瑚
山田 広海
岡 美優紀

おとなの部 植村 豊子
斉藤 雅子
鈴木 惠子
角田 洋子
東山 トヨミ
松島 きみ子

佳作
こどもの部

学生の部

おとなの部

風間 つぐみ
佐藤 千朋
嶋﨑 結友
佐々木 英臣
竹田 美羽
玉城 光
高木 麻衣
名越 鈴枝
三浦 美保

づく タ

逓信協会賞
こどもの部
学生の部
おとなの部

寺崎 雄一
河野 桃子
福島 むつみ

日本郵趣協会賞
こどもの部
学生の部
おとなの部

花形 知咲
山本 舞
小林 良江

審査員奨励賞
こどもの部
学生の部
おとなの部

森田 笙子
小関 里歩
本田 優子

日本郵便賞
こどもの部
学生の部
おとなの部

飯島 菜月
高屋 美紀
小南 千恵子

入選
こどもの部 清河 友華

宮腰 弥音
山内 あや
山田 佳奈
鷲尾 優実

学生の部 伊藤 ありさ
宇佐美 里奈
城戸 彩里
佐久本 美南海
柴田 深由希
中川 千春
古澤 由佳梨
干場 京香
宮嶋 ゆりあ

おとなの部 一栁 佳奈枝
菊地 由利
菅原 勇
高橋 裕佳
永井 浩美
中川 沙希

佳作
こどもの部

学生の部

おとなの部

伊藤 佑夏
永井 佑季
平岡 未羽
黒木 若菜
宮村 明日香
田 裕湖

五條 彰久
田端 みつ子
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入賞作品の紹介（てづくりレター部門）

※こどもの部、学生の部の学年（幼児は年齢）は応募時のものです。

こどもの部 寺崎 雄一（小2）
実にストレートな思いとアイデアにあふれた手紙でした。
手紙やカードは四角いものだという既成概念にとらわれず、裏
にはちゃんと面を締める紐を描いてぬかりなく、竹刀の裏には
紙製のバネを貼付け、ひっぱって離すと竹刀同士がぶつかって
戦いの気分も演出！思い・形・言葉・アイデアすべてがマッチし
た、まさに金メダルレター！

〔審査員：松田 素子〕

学生の部 河野 桃子（中1）
「イセエビ」が郵便で送られてくる！というインパクトの強い意外
性に魅かれました。もらった人にとって、きっと「心のごちそう」
になるのでしょうね。

〔審査員：谷山 雅計〕

おとなの部 福島 むつみ
すいかを開くとおいしそうな赤い中身！一緒に暮らすおばあ様
に宛てたメッセージが心あたたまります。吊るして飾れる機構
になっている所も凝っています。ずっと飾っておきたくなる作品
だと思います。

〔審査員：染川 亜紀子〕

こどもの部 飯島 菜月（小5）
“おにぎりパーティーしょうたいじょう”と
いう名前につられて手前から開くと、おい
しそうなおにぎりの絵（なんと両面に）、
パーティーの開催日時、当日のプログラム、
田植えから稲刈りまでのお米の様子など
が書かれてあり、思わず「参加します！」と
言いたくなるすてきなお手紙（しょうたい
じょう）です。

〔審査員：山下 健一郎〕

学生の部 高屋 美紀（高3）
「広高で過ごした私の3年間はキラキラと
輝く一生の宝物」ということばのとおりの
お手紙です。校舎の屋根に書かれた3年間
の高校生活物語、校旗、非常階段、時計、
校歌、校訓などが組み合わされた素敵な
校舎。お手紙が届いた瞬間に、美紀さんと
たくさんの広高友達との3年間が浮かんで
きます。

〔審査員：山下 健一郎〕

おとなの部 小南 千恵子
感動です！開いたときにすべてが伝わり
ます。
二十歳を迎えるお嬢さんへの思いに、思わ
ず目頭が熱くなりました。
お嬢さんの好きな品種の桜を封筒に使う
あたりにも、母の愛を感じました。

〔審査員：栗田 明美〕

日本郵趣協会賞

こどもの部 花形 知咲（小4）
暑い夏の時期は、お父さんはビールとえだ
豆をおいしそうに食べながら、知咲さんと
楽しいおしゃべりをするのでしょう。仕事で
がんばっている大好きなお父さんへのあり
がとうの気持ちがとてもよく伝わってきま
した。

〔審査員：松尾 謙一〕

学生の部 山本 舞（高1）
いつも一緒に生活しているので、あらため
て感謝の気持ちを口にするのは恥ずかし
いけれども、いつも心の中で感謝していま
す、というご両親への思いが暖かそうな
フェルト生地と、丁寧なひと針、ひと針から
感じられました。

〔審査員：松尾 謙一〕

おとなの部 小林 良江
ミニサイズのランドセル、なんて可愛いので
しょう！赤い皮地に黄色の水玉模様の裏
地、それにカラフルなボタンたち、一針一針
に娘の入学を祝う母の想いと願いが感じら
れます。

〔審査員：鴫 剛〕

逓信協会賞

日本郵便賞
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こどもの部 森田 笙子（小4）
手紙を開いたとたんに、音楽と喝采がきこ
えてきそうなにぎやかな作品。「お祝いし
たい」という気もちが、ここちよく弾けてい
ます。

〔審査員：谷山 雅計〕

学生の部 小関 里歩（中2）
蝶のダイカットに毛糸やボタン、モールなど
の異素材がふんだんに使われた力作。今流
行りの“デコ”ですね。裏側の封筒の中に
入っているカードも蝶のダイカットになっ
ていたり、さらに小さなカードが付いてい
たりと、工夫も満載。ストーリー性もあって
夢のある作品です。

〔審査員：畦地 教子〕

おとなの部 本田 優子
表裏一体の一筆描きの赤いカーネーション
の花束、優しさに溢れています。花の色で
母が健在であることがわかります。花束の
中には、母への思いやりの心と感謝の気持
ちを伝える4本の花、もう一面には、口に出
して言えない娘の想いが素直に表現されて
います。こんな“Happy Mother's Day”カー
ドを受け取れる母は幸せです。

〔審査員：中谷 直子〕

佳 作

こどもの部
平岡 未羽
（小4）

学生の部
宮村 明日香
（高2）

おとなの部
田端 みつ子 

おとなの部
五條 彰久

審査員奨励賞 入賞作 の紹介（絵はがき部門）

こどもの部 廣川 萌郁（小6）
ランドセルでもなく、校舎でもなく、黄色の「このぼうし」。
小学校6年生の作者が1年生になった時のうれしさだったので
しょうか。
入学するいとこへのやさしさと親しみを感じる言葉とイラスト、
秀逸です！

〔審査員：栗田 明美〕

学生の部 新地 亜里沙（高2）
言葉は英語で“Thank you・・・”と表現されているのみですが、
空を彷彿とさせるマーブリング葉書で世界へ向けての絵葉書
であることがわかります。フェルト・毛糸・和紙・ペンを使った
コラージュの手法が巧みの技です。優しい気持ちが描かれ、感
謝の思いが色とりどりの風船に込められ世界中へ届くことで
しょう。

〔審査員：中谷 直子〕

おとなの部 山田 恵子
文章も文字もハガキの紙質も温かなメッセージになっていま
す。色々な屋根の写真コピーのコラージュによる技法がその効
果を高めていますね。

〔審査員：鴫 剛〕

逓信協会賞

学生の部
田 裕湖

（高3）

こどもの部
伊藤 佑夏
（小4）

こどもの部
永井 佑季
（小2）

学生の部
黒木 若菜
（中1）
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こどもの部 土佐林 里帆（小4）
「お母さんが作るごはん・・・じつはすごく楽
しみ。」と面と向かって言えない言葉を素直
に表現できる手紙っていいですね。オムラ
イスの上のケチャップの赤が利いていて
「大好き」という思いがグーンと伝わります。
その上にメッセージが黒字でしっかりと書
かれているので心に響く絵葉書です。母の
笑顔が浮かびます。

〔審査員：中谷 直子〕

学生の部 上原 早織（高2）
布やコルクといったいろんな素材を使っ
て、うまくまとまっています。
仲の良い母子の様子が伝わってくる、カラ
フルで楽しい作品です。

〔審査員：染川 亜紀子〕

おとなの部 神田 昭子
お魚が押し花で出来ています。水草の表
現も、本物の草が貼ってあり、全体のバラ
ンスがとても良い作品になっています。
お魚の表情がとぼけててとてもかわいい
です。

〔審査員：染川 亜紀子〕

佳 作

こどもの部
佐藤 千朋
（小2）

学生の部
佐々木 英臣
（高1）

おとなの部
高木 麻衣 

こどもの部
風間 つぐみ
（小6）

学生の部
竹田 美羽
（中2）

おとなの部
三浦 美保

おとなの部
名越 鈴枝

こどもの部
嶋﨑 結友
（小4）

学生の部
玉城 光
（中1）

審査員奨励賞

こどもの部 安間 隼斗（4才）
いもほりで、おおきいおいもとちいさいお
いもがたくさんとれたようすがいきいきと
かいてあります。
おてがみのかたちがおいものかたちで、り
めんもおいものいろ。
おもわず、“おいもをたべたいな～”とお
もってしまうおてがみです。

〔審査員：山下 健一郎〕

学生の部 満田 晶帆（中2）
「沖縄＝ハイビスカス」と題材はシンプル
だけれど、生命力にあふれる筆致はとても
いい。ハガキをもらった人は、カラッと明
るい元気も、いっしょにもらえるんじゃな
いかな。

〔審査員：谷山 雅計〕

おとなの部 堀 記子
実際のティーバックが貼ってあり、ほのかな
紅茶の香りが漂ってくるお手紙です。友人
との再会で、思いっきりのおしゃべり。
再会のひとときがより楽しくなったのはこ
の紅茶のせい？この紅茶の味は、ずっと忘
れない味になることと思われます。

〔審査員：山下 健一郎〕

日本郵趣協会賞

こどもの部 山賀 萌和（小1）
おじいちゃんのそだてているやさいは、
きゅうりも、とまとも、なすも、とてもあまく
ておいしいのですね。どれもたいへんおい
しそうにかけています。まいにち、おいしく
たべていること、おじいちゃんがだいすき
なことがよくわかりました。

〔審査員：松尾 謙一〕

学生の部 大沼 忍（中3）
志望の高校に必ず合格できる！という友人
へのメッセージでしょうか。地元仙台の雄・
伊達政宗公の意志の強い堂々とした姿がよ
く表現できています。こんな激励の手紙を
もらえれば、勇気百倍ですね。

〔審査員：松尾 謙一〕

おとなの部 松澤 光聡
応募者は十代。これは未来の夢の手紙です
ね。ここにある、妻への感謝と愛にみちた
呼びかけが本当に現実になることを祈って
います。いまはまだ簡単なフォルムで描か
れた人物や家、そして子供が、いずれ具体
的な顔や姿に変わっていくのでしょうね。
同じ家に住む人に手紙を送ることってなか
なかしないからこそ温かく感じました。

〔審査員：松田 素子〕

日本郵便賞
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入賞 品の紹介（クリエーター部門

夏目 綾子
【作品の用途】
フリーメッセージ、ジョーク、引っ越し、暑中お見舞いカード

【工夫・PR】
封を切る動作に着目。キリトリ線の形を工夫したことで、手紙
を開くときの楽しみを増やしました。

【講評】
折りたたんだ状態で表に見えているイラストと文字にクスっと
笑えて、何だろう？と思って開くと、違うイラストとメッセージが
出てくる意外性に脱帽！
シンプルでわかりやすくて、開く時のワクワク感もあって、メッ
セージもきちんと書ける。カードに必用な要素がいっぱい詰
まった楽しい作品です。

〔審査員：畦地 教子〕

グランプリ

見角 映奈
【作品の用途】
すぐに返事がかきたくなるような封筒・便箋

【工夫・PR】
封筒の鳥は鳥かごに入っていますが、かごから出してやり、ポス
トカードとともに空にはなしてあげる、というストーリー。

【講評】
カードの一部を切り取ると返信用のハガキになる。鳥かごのよ
うにデザインされた封筒の窓から見える鳥がシールになってい
たり、往復ハガキのアレンジバージョンとでもいいましょうか。
こんなに可愛いハガキ付きのカードをもらったら必ず返事を書
きたくなるでしょう。郵便事業の活性化にも貢献しますね。

〔審査員：畦地 教子〕

金 賞

枝 愛実（町田・デザイン専門学校2年）
【作品の用途】

【工夫・PR】

【講評】

クリスマスカード。仲の良いお母さん同士が日ごろの感謝の気持
ちを込めて送り、子供と楽しめる。

トナカイとサンタに指を入れて動かすことができる。写真やメッ
セージを入れることができ、飾ることもできる。素材を生かすシ
ンプルなデザイン。

ギフト感の高いトータルパッケージのクリスマスカード。さらに
遊べるんです！指をはめて思わずニッコリ。メッセージを読むとき
にうれしい仕掛けです。絵本のように夢があって、あたたかい気
持ちになれる、手作りの温もりあふれたクリスマスカードです。

〔審査員：栗田 明美〕

榎本 早耶香（日本工学院八王子専門学校1年）
【作品の用途】

【工夫・PR】

【講評】

暑中見舞い

外からはうちわに見える穴を、中から見たら金魚すくいのポイ
の穴になるようにした所。

きれいなうちわの柄の朝顔。実は・・・。
開いたときに驚きのある凝った作品です。波紋が2010になっ
ていたり、涼しげな音が鳴る工夫など、見れば見るほど発見が
あり、こだわりを感じます。若い感覚の和洋折衷に今後も期待
です。

〔審査員：栗田 明美〕

銀 賞

銅 賞

森貞 和子
【作品の用途】
「年賀状」とか「バースデーカード」のように区切り
を迎え新鮮な気持ちで新たな一年に向かうとき

【工夫・PR】
カードと簡易手帳がミックスしたようなグリー
ティングカード。特に「新年」と「誕生日」などに
は、具体的にスケジュール表付きのカードが喜ば
れるのではと考えました。「花」や「蝶」の切手は
花のイラストの上に貼るよう考えました。普通の
切手は空いているところに。

【講評】
簡易手帳とカードのミックスが楽しいアイデアに
なっていますね。紙の折り目でうさぎ達の表情を
変える工夫もそのイラストも手慣れたものです。
また、花束を描いた封筒も華やかなバースデー
カードにしています。

〔審査員：鴫 剛〕

坂林 幸枝（富山建築・デザイン専門学校2年）
【作品の用途】
世界平和実現のため

【工夫・PR】
各国の人と「エア・メール・フレンド」になること
で、大人になった時に世界を動かせるのではな
いか。お菓子を通念理解として、世界平和のため
に何かしたい。

【講評】
お菓子のダイカットカードを包み紙にくるんで封
筒に入れる、凝った仕様になっています。洗練さ
れたデザインが目を引きます。細部にこだわっ
た、とてもおしゃれな作品に仕上がっています。

〔審査員：染川 亜紀子〕

和田 浩志郎（中央工学校OSAKA1年）
【作品の用途】
高校時代の友人への手紙兼同窓会のご案内セット

【工夫・PR】
高校時代の同級生に向けた手紙と、同級生と再会す
るための案内状の２つの意味を持っている。穴のあい
た紙をあわせることでメッセージが浮かんでくる。

【講評】
とても手の込んだ秀作でした！通常の手紙の上
に、同封されていた穴あきのシートをかぶせると、
そこにもう一つの文章が！今回はそれが同窓会の
お誘いという趣向。「なるほど！」でしたが、今回の
応募作はちょっとだけ文面が長過ぎて、わかるま
でにやや時間を要したのが惜しかったという感じ
がします。このアイデアはすごく面白いだけに、も
う少しシンプルな文面にするなどして、同窓会だ
けでなく他のシーンにも発展させていくと、もっと
アイデアがひきつたつし、受取手の笑顔と驚きを
誘うのではないかと思いました。

〔審査員：松田 素子〕
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中島 直子

日下 綾希

本田 真貴帖佐 未来（九州デザイナー学院2年）

【作品の用途】
バースデーカード

【工夫・PR】
切り絵を組み合わせたカード。ささやかなサプラ
イズを重ねて受け取った人が楽しめるよう工夫。
たくさんのプレゼントは相手への「おめでとう」
「ありがとう」を表現。裏面にメッセージスペース。

【講評】
とても洗練された美しいカード。中のカードを引
き抜いていくと、たくさんのプレゼントの箱が現
れ、と同時に切り抜かれた「HAPPY BIRTHDAY！」
の文字が、下を通る色にそってとりどりに変わっ
て、まるで音楽のよう。オルゴールを巻き戻すよう
に何度でも繰り返し楽しみたくなりました。最後
に現れるお花を渡す子供たちも愛らしく、行き届
いた趣向だと思います。ただし、これまでにないア
イデアかという点で、少し惜しい。とはいえ、この
センスと丁寧な仕事は、まさにクリエーターです。

〔審査員：松田 素子〕

【作品の用途】
応援メッセージ、サンクスカードなど

【工夫・PR】
今はイモムシだけどいつかは蝶に！という応援
メッセージを込めて。指人形が動かせます。

【作品の用途】
小学校の入学祝。給食セット＆ティッシュ・ハンカ
チケース（女の子用）

【工夫・PR】
学校に持ち運びの便利なポーチ型にしました。女
の子心をくすぐります。ハンガーにかかっている
服も着せることができます。

【作品の用途】
親から子供へ送る誕生日カード

【工夫・PR】
身長計として使い終わった後、子どもが大きく
なった時（成人式や結婚式）に再度送るのも良い
かもしれません。月日をかけて送るカードです。

夕島 ひとみ
【作品の用途】
出産祝い

【工夫・PR】
赤ちゃんの柔らかさ、温かさをフェルトで表現。

【講評】
温かさいっぱい、優しさいっぱい、夢いっぱい、そ
んな想いを乗せたレターになっています。フェル
トのような柔らかな素材の使用もトレーシング
ペーパーを用いた封筒も、そんな意図を良く伝え
ていますね。

〔審査員：鴫 剛〕

松田 さやか
【作品の用途】
梅雨や秋雨の時期

【工夫・PR】
雨で気分が落ち込んだときに、カラフルなカードを。

【講評】
カラフルな色使いとモチーフがパッと目に飛び込
んできました。塩ビと紙の分量、レイアウト、配色
など全体のバランスも良く、クオリティの高い作
品です。
こんなカードを貰ったら、雨の日でも心は晴れや
か、元気になれそうです。

〔審査員：畦地 教子〕

審査員奨励賞

こどもの部 鷲尾 優実（小4）

学生の部 中川 千春（高2）

学生の部 柴田 深由希（高3）

おとなの部 菅原 勇 

こどもの部 山田 佳奈（小4）

学生の部 宮嶋 ゆりあ（高2）

学生の部 宇佐美 里奈（高3）

おとなの部 菊地 由利

こどもの部 宮腰 弥音（小5）

学生の部 干場 京香（高2）

学生の部 佐久本 美南海（高2）

おとなの部 一栁 佳奈枝

こどもの部 清河 友華（小6）

学生の部 城戸 彩里（高2）

学生の部 古澤 由佳梨（中2）

おとなの部 高橋 裕佳

こどもの部 山内 あや（小4）

学生の部 伊藤 ありさ（高3）

おとなの部 中川 沙希おとなの部 永井 浩美 

てづくりレター部門

こどもの部 永田 大哉（5才）こどもの部 祝原 悠里（小5）

おとなの部 東山 トヨミ 

こどもの部 松本 梨愛（小4）

おとなの部 植村 豊子

こどもの部 山内 栞（小4）

おとなの部 角田 洋子 おとなの部 松島 きみ子

こどもの部 松澤 つづみ（3才）

学生の部 田中 麻瑚（中2）

おとなの部 斉藤 雅子 おとなの部 鈴木 惠子

こどもの部 秋本 恭佳（小1）

学生の部 山田 広海（中1）

絵はがき部門

学生の部 岡 美優紀（高1）

学生の部 瀬川 紗代（中3）学生の部 鈴木 琢斗（中1）学生の部 小畑 汐織（中1）

※こどもの部、学生の部の学年（幼児は年齢）は応募時のものです。

入 選

クリエーター部門

入 選
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愛 こめて ハンドメイ タ
第2 てづくりレターコンクール 入賞 品

逓信総合博物館 2階企画展示場において、
てづくりレターコンクールの入賞作品展を開催し、

入賞・入選作品を紹介しました。

会 場
逓信総合博物館 2階企画展示場（東京都千代田区大手町2-3-1）

展示期間
平成23年2月5日（土）～2月20日（日）／休館日 2月7日・2月14日

連イベント
おはなしと朗読 あしながおじさん

日 時
平成23年2月5日（土） 14時開演

会 場
逓信総合博物館 地下2階ホール

原 作
J.ウェブスター

出 演
 広瀬 修子、好本 惠（LLP ことばの杜）

協 力
LLP ことばの杜

左：好本 惠さん 右：広瀬 修子さん

『あしながおじさん』（J.ウェブスター作）は、冒頭章以外すべて手紙で構成されている書簡小説です。
匿名のお金持ちからの援助で、大学に進学させてもらえることになった孤児ジェルーシャ（ジュディー）・

アボット。援助者に対し、大学生活などについて手紙を書くことを義務づけられました。かくて、本名も顔も知ら
ない「あしながおじさん」へ宛てたジュディーの手紙が始まります。
はたして「あしながおじさん」はどんな人なのでしょうか－。
手紙には、大学の寄宿舎生活や友人との交流の模様、孤児院から新しい世界に飛び込んだ少女の

驚きと喜びが瑞 し々い感性で描かれ、そのまま作品の魅力になっています。

世界中の人々に愛され読み継がれているジュディーの手紙を、元ＮＨＫアナウンサーの広瀬修子さん
と好本惠さんの美しい日本語による朗読で楽しんでいただきました。


