やま

ばくはつした 山 から
カレーが ながれてきた！
た

カレーライスを 食べていると
で

カレーのたねが 出てきた。
にわ

かえるとカレーライス
長 新太／さく

み

庭 にうめたら カレーの実と
み

ライスの実が できちゃった。

福音館書店

（日本絵本チ)

ひみつのカレーライス
井上 荒野／作 田中 清代／絵
アリス館(日本絵本タ)

カレーライスをつくるのに いる
こめ

やさい

にく

お米 、野菜、肉 、スパイス…。
ぜーんぶ イチから つくってみたよ♪
おんぷ♪

手で食べる？
森枝 卓士／文・写真
福音館書店(596 モ)
て

た

ごはんを 手で食べるのは
わる

おぎょうぎが 悪 い？ほんとかな？

イチからつくるカレーライス
関野 吉晴／編 中川 洋典／絵
農山漁村文化協会（610 イ)

ムシしないで！

む

の

し

な

は

し

むし の むかしばなし
えんかいのとちゅうで はらいたを おこした
ばったのために、むかでの たへえさんが
おいしゃさんを むかえにいくことに なりました。
むかでのいしゃむかえ
飯野 和好／さく 福音館書店 (日本絵本イ)

くものアナンシには、それぞれとくぎがある
６ぴきのむすこが いました。あるとき たびに でた
だい

アナンシは みちに まよって 大ピンチ！
アナンシと 6 ぴきのむすこ
ジェラルド・マクダーモット／さく
ほるぷ出版 (外国絵本マ)

アフリカ民話より
しろた のぼる／やく

あさ

ある朝、カが イグアナに はなしかけると
みみ

イグアナは 耳に せんをして いってしまいました。
そのイグアナに こんどは ニシキヘビが はなしかけると…？
●

どうして カは 耳のそばで ぶんぶんいうの？
西アフリカの民話より
ヴェルナ･アールデマ／ぶん レオ･ディロン／え
ダイアン･ディロン／え さがの やよい／やく
童話館出版 (外国絵本デ)
へいあん

よ

むかしむかし、平安の世に
むし

だい

ひめ

なによりも 虫が大すきな お姫さまがいました。
虫めづる姫ぎみ
森山 京／文 村上 豊／絵

ポプラ社 (日本絵本ム)

わたしたち きらわれもの？
おきてを まもって ひっそりと くらす
かわいい

こ

ゴキブリの

おんなの子 メイベルのところに

かぜで においが わからなくなった アリのバーニスが
まよいこんできました。
かわいいゴキブリのおんなの子メイベルとゆめのケーキ
ケイティ･スペック／作 おびか ゆうこ／訳 大野 八生／画
福音館書店 (933 ス)

くいしんぼうの アストリッド。
か

まっ赤なサラミを たべていたら
れいぞうこに とじこめられちゃった‼
ハエのアストリッド
マリア・ヨンソン／さく ひだに れいこ／やく
評論社 (外国絵本ヨ)
せんせい

おしえて！ファーブル先生 ！
こんちゅうがくしゃ

い

こんちゅう

かんさつ

けんきゅう

ひと

フランスの 昆 虫 学者ファーブルは、生きた 昆 虫 を くわしく観察して 研 究 した人です。

ようちゅう

たましゅうり

たま

幼 虫 の玉修理、スカラベのふん玉どろぼう、

オトシブミがつくるロールキャベツ…。
こんちゅう

せかい

せんせい

昆 虫 の世界のふしぎを、ファーブル先生と
こちらも

さぐってみよう！

ファーブル先生の昆虫教室 [1]

おすすめ！

本能のかしこさとおろかさ

奥本 大三郎／文 やました こうへい／絵

ポプラ社 (486 オ)

ファーブルの昆虫記 [上・下]
ファーブル／ 著 大岡 信／編訳
岩波書店 (486 フ)

としょかんにおいでよ！
おはなし会

(おはなしのへやにきてね)

🍑あかちゃん

としょかんでパパと（おじいちゃんも）

5/3(木)、6/7(木)、7/5(木)

あそぼう！

じかん 10:30～、11:00～、15:00～

6/24(日)

🍑小さい子むけ (2・３さいくらい～)

～親子で楽しむ絵本の時間～
15:00～15:30

こどもとしょかん

5/10(木)、5/24(木)、6/14(木)、6/28(木)

おはなしのへや

0 歳～小学生までのお子さんとそのご家族が対象です。

じかん 11:00～11:30

ぜひ 親子(おじいちゃんも大歓迎！) で ご参加ください。

🍑大きい子むけ (4 さいくらい～)
5/6(日)、5/20(日)、6/3(日)、6/17(日)

としょかんねこ
ランガくんとナタンちゃん

じかん 15:00～15:30

世界のことば
くにぐに

あいさつ ①アジアの国々

こんにちは

ちゅうごく

中国
ニイハオ

かんこく

你好

韓国
アンニョンハセヨ

안녕하세요

タイ
サワッディー

สวัสดี

クラップ

คร้
บ
カー
ค่ะ

おとこ

・・・ 男 のひとが はなすとき
おんな

・・・ 女 のひとが はなすとき

かいわ

会話のはじまりは まず、「こんにちは」。
せかい

くにぐに

に ほ ん ご

ひ

世界の国々では、そのまま日本語にすると “よい日”
い み

”やすらかですか” という意味のことばが あいさつに
つか

いちにち

よく使われています。あいてが よい一日をすごせる
ことを ねがうことばです。”ごはんをたべましたか”
という あいさつもあるんですよ。

ラ
ン
ガ

〈参考資料〉
『世界のあいさつことば学』 今人舎 2016
『はじめての外国語(アジア編) タイのことば』 文研出版 2007
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