ながさき し り つ と し ょ か ん

がついつ か

長崎市立図書館は 1月 5 日で 10 さいに なりました！
ねん

2008年からこれまでを ふりかえってみよう!!
と し ょ か ん

これまで かりられた

これまで 図書館に
ひと

ほん

かず

かず

本の数は？

きた人の数は？
にん

※2

やく 14,000,000 さつ

※1

やく 9,050,000人

ほん

かい

本は ぜんぶで

おはなし会は
かい

なんさつ あるの？

なん回 あったの？
かい

やく 670,000 さつ※３

※6

768回

かい

え ほ ん

おはなし会に

絵本は ぜんぶで

かず

さんかしたひとの数は？

なんさつ あるの？

にん

こども 12,235 人

※4

にん

やく 35,000 さつ
※5

おとな 9,821 人

※1～4 は 2008 年 1 月 5 日から
2017 年 3 月 31 日までの数値です
参考：長崎市立図書館年報
※5・6 は 2017 年 12 月までの
数値です

たんじょうび おめでとう 🎂
たんじょうびには、すてきなことが おこりそう！
たのしい たんじょうびの おはなしを あつめたよ♪♪

きょうは ブレアの たんじょうび。
ブレアの うちでは、たんじょうびは なんでも
すきなことを していいんです。
まずは ベッドで アイスクリームのあさごはん！

なんでもできる日
ジェニファ・ベック／さく ロビン・ベルトン／え
たかはし えいこ／やく すぐ書房 (外国絵本ベ)

「ミスター・バースデー・ドッグ とでも、よんでもらおうか」
ぼくのいえに とどけられた たんじょうびプレゼントは
そういった。へんてこで すてきなおはなし。

バースデー・ドッグ
斉藤 洋／作 高畠 那生／絵
フレーベル館 (日本絵本タ)

コブタくんは、とおいまちにすんでいる おばあちゃんに
「ぎゅっ」のプレゼントを とどけたいと おもいました。
そこで、ゆうびんきょくへ いくと…。

ゆうびんやさんおねがいね
サンドラ･ホーニング／文 バレリー･ゴルバチョフ／絵
なかがわ ちひろ／訳 徳間書店 (外国絵本ゴ)

たんじょうびに ほんものの ゴリラがほしいって
いったのに、おとうさんが くれたのは ちっぽけなおもちゃ。
でも まよなかになると とってもふしぎなことが !！

すきですゴリラ
アントニー・ブラウン／作 絵 山下 明生／訳
あかね書房 (外国絵本ブ)

たんじょうびの まえのひ、チムは
まくらのしたに おかしなきごうが かいてある
てがみがあるのを みつけました。

たんじょうびのふしぎなてがみ
エリック カール／さく・え もり ひさし／やく 偕成社 (外国絵本カ)

9 さいになった ベンジャミンは ともだちをよんで
とてもたのしい パーティーを ひらきました。
けれども そのあと、ベンジャミンは なきだしてしまったのです。

1 ねんに 365 のたんじょう日プレゼントを
もらったベンジャミンのおはなし
ジュディ バレット／さく ロン バレット／え まつおか きょうこ／やく 偕成社 (外国絵本バ)

きょうは おばあちゃんの 76 さいのたんじょうび。
いえの どうぶつたちは、ケーキをつくろうと
おもいつきます。

たんじょうび
ハンス・フィッシャー／ぶん え おおつか ゆうぞう／やく
福音館書店 (外国絵本フ)

としょかんにおいでよ！
おはなし会

ほん

🍏あかちゃん
ひにち

て ん じ

本の展示

(おはなしのへやにきてね)

１/5 ～ １/31

1/11(木)、2/1(木)、３/1(木)

「1・2・3・4・5・6・7・8・9・10

じかん 10:30～10:50、11:00～11:20、15:00～15:20

～としょかん 10 さいおめでとう～」

🍏小さい子むけ (2・３さいくらい～)
ひにち

1/18(木)、1/25(木)、2/8(木)、2/22(木)
2/１ ～ 2/28

じかん 11:00～11:30

「おしごとずかん」

🍏大きい子むけ (4 さいくらい～)
ひにち

1/14(日)、1/28(日)、2/4(日)、2/18(日)

ダンサー、しょうぼうし、パティシエ…。
いろいろな おしごとの 本をあつめているよ!

じかん 15:00～15:30

としょかんねこ
ランガくんとナタンちゃん

世界のたべもの
かんこく

韓国：トックク
ちょうじゅ

い

長 寿 をねがう おもち入りのスープ

がつ

かんこく

1月のおわりから 2 月のはじめごろ、韓国では
しょうがつ

「ソルラル」とよばれる お 正 月 をむかえます。
かぞく

あつ

あたら

ねん

家族やしんせきが おおぜい集まり、 新 しい 1年の
いわ

はじまりを みんなで お祝いします。
しょうがつ

りょうり

にく

お 正 月 の料理で とくにかかせないのが、肉や
やさい

に

い

野菜を煮て おもちを入れたスープ「トックク」。
なが い

長生きをあらわす えんぎのいい「トックク」を
た

とし

食べて、またひとつ 年をとるのです。
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