としょかん

きょうりゅう

図書館で 恐竜 みつけた！
せ か い

きょうりゅう

世界のどこで、どんな恐竜 や

きょうりゅう

か せ き

恐竜の化石から、つぎつぎと
う も う

こせいぶつ

古生物が はっけんされて いるのかな。

羽毛(とりのはね)が はっけん されている。
きょうりゅう

イラストいっぱい！クイズありの
きょうりゅう ち

ず

ほん

たのしい恐竜 地図の本。

恐竜 と とりって、なかまなの？

きょうりゅう

ほん

恐竜 の ふしぎに せまる本。

クイズつき。

世界の恐竜 MAP
きょうい

こせいぶつ

驚異の古生物をさがせ!
土屋 健／文

恐竜は今も生きている

ActoW／絵

阿部 伸二／絵

富田 京一／著

芝原 暁彦／監修

下田 昌克／絵

ポプラ社（457 ト)

エクスナレッジ（457 ツ)

別冊太陽

太陽の地図帖

ずかん

なぜ?の図鑑 恐竜
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真鍋 真／監修
学研教育出版（457 ナ)

平凡社（457 タ)

きょうりゅう

ほん

よ

恐竜 の本を たくさん 読んで

きょうりゅう

恐竜は なにを たべていたの？
きょうりゅう

恐竜 を「しったつもり」に なっていない？
にほんじゅう

はくぶつかん

げ ん ば

日本中の博物館や はっくつ現場で
で

きょうりゅう

あ

出会える「おもしろい！」「すごい！」を
おしえちゃうよ。

いちばん つよい恐竜って？？
きょうりゅう

恐竜のなぜ？が いっぱいの ずかん。

きょうりゅう

恐 竜 のほねを みつけたら…!？
きょうりゅう

ほね

恐 竜 の骨を はっけんしたら、たいせつに ほりおこして、
はくぶつかん

しらべて、博物館に はこんで、くみたてるんだよ。
きょうりゅう

はくぶつかん

恐 竜 が 博物館に やってくるまでを、のぞいてみよう！
ほね、ほね、きょうりゅうのほね
バイロン･バートン／さく

かけがわ やすこ／やく

ポプラ社（外国絵本バ)

スミソニアンに恐竜がやってきた!
ジェシー･ハートランド／さく

志多田 静／やく

六耀社（ちしき絵本 40 ハ)

きょうりゅう

もしも 恐 竜 と くらせたら･･･！？
きょうりゅう

かいやすい 恐竜のしゅるいは？
かうときに じゅんびするものは？
きょうりゅう

恐竜の くらしかたや とくちょうを
べんきょうして、もしものときに
そなえよう。
きょうりゅう

恐竜 を かうのは

とっても たいへん！
おお

恐竜の飼い方 ｢もしも?｣の図鑑
土屋 健／著

群馬県立自然史博物館／監修

実業之日本社（457 ツ)

大きないえを つくって、

くさを たくさんあつめて、
それからそれから… 。

きょうりゅうのかいかた
くさの だいすけ／ぶん

やぶうち まさゆき／え
岩波書店（日本絵本ヤ)

恐竜の おはなし いろいろ
「はい もしもし。こちら きょうりゅうかぶしきがいしゃ です」
きょうりゅう

恐竜 が じぶんの とくぎを いかして

にんげんの せかいで だいかつやく！

きょうりゅうかぶしきがいしゃ
富田 京一／作

古沢 博司／絵

山本 聖士／絵

ほるぷ出版（ちしき絵本 45 フ)

あるひ、11 ぴきのねこは
どろだらけの きょうりゅうのこに
であいました。

11 ぴきのねこどろんこ
馬場 のぼる／著
こぐま社（日本絵本バ）

げきだんの あたらしい だんいんを
きめるオーディション。ごうかくするのは だれ？

きょうりゅうオーディション
たしろ ちさと／作

小学館（日本絵本タ）

あるあさ、パパがまどから
そとを のぞくと きょうりゅうが

すわっていました。

きょうりゅうがすわっていた
市川 宣子／作

矢吹 申彦／絵

福音館書店（日本絵本ヤ)
がっこう

学校に とつぜん あらわれた きょうりゅう。
はくぶつかん

ど う ぶ つえん

しょうぼう し ょ

ひと

博物館、動物園、消防署から 人が
かけつけたけれど どうすることも できません。

きょうりゅうは どうなっちゃうの？

きょうりゅうが学校にやってきた
アン フォーサイス／作
むかい ながまさ／絵

熊谷 鉱司／訳

金の星社（933 フ)
恐竜イラスト／長崎市教育委員会 恐竜博物館準備室 中谷大輔氏

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)

🍑かがくとあそぶおはなし会(4 さいくらい～)

🍑あかちゃん

8/12(日) 15:00～15:30

7/5(木)、8/2(木)、9/6(木)
10:30～、11:00～、15:00～

講演会

🍑小さい子むけ (2・３さいくらい～)

「おしえて！恐竜のひみつ ～図書館に恐竜はかせがやってきた～」

7/12(木)、7/26(木)、8/16(木)、8/30(木)

●8/5（日）13:00～15:00 多目的ホール

11:00～11:30

●講師 中谷 大輔 さん (長崎市教育委員会・恐竜博物館準備室)

🍑大きい子むけ (4 さいくらい～)

●申込 電話

または

こどもとしょかんカウンター（先着順）

7/1(日)、7/22(日)、8/19(日)
15:00～15:30

としょかんねこ
ランガくんとナタンちゃん

世界のことば
くにぐに

ありがとう

①ヨーロッパの国々

ドイツ
ダンケ

フランス

Danke.

メルスィ

Merci.
ポルトガル
オブリガード

Obrigado.

おとこ

→ 男 のひとが はなすとき

オブリガーダ

Obrigada.

おんな

→ 女 のひとが はなすとき

「ありがとう」は、（めったにないこと）をあらわす
「ありがたい」という ことばから できたといわれて
かみ

います。スペインやロシアでは「神さまの めぐみ」と
い

み

いう意味の ことばを つかいます。すこしずつ
い

み

意味は ちがいますが、かんしゃの きもちを だいじに
くに

するのは、どの国も おなじですね。
〈参考資料〉
『世界のあいさつことば学』 今人舎 2016
『世界のことばあそび④ ④いろんなことばであいさつしよう!』
旺文社 2008

こどもとしょかんだより ちいさないす 51 号 発行：長崎市立図書館 電話：095-829-4946

