せかい

せかい

となりの世界はふしぎの世界
やっきょく

ち か し つ

くろ

チィおばさんの 薬 局 の地下室に、とつぜん黒マントの
おとこ

おとこ

ち か し つ

へんな 男 が あらわれた！ 男 にかかえられて 地下室のかべを
せかい

くぐりぬけると、そこはふしぎな となりの世界で…。
えいが

ものがたり

映画「バースデー・ワンダーランド」のもとになった 物 語 。

地下室からのふしぎな旅
柏葉 幸子／作 杉田 比呂美／絵
講談社(913 カ)

ねんせい

なつやす

ふか

きり

め

まえ

6年生の夏休み。深い霧をぬけたリナの目の前に
がいこく

まち

あったのは、まるで外国のような町だった。
く

食いぶちをかせぐために、リナは
どお

「めちゃくちゃ通り」で はたらきはじめる。
えいが

せん

ちひろ

かみかく

ものがたり

映画「千と千尋の神隠し」のアイデアとなった 物 語 。

霧のむこうのふしぎな町
柏葉 幸子／作

杉田 比呂美／絵
講談社(913 カ)

ひ

むら

す

べに

りょう

日だまり村に住むことになった 紅と 了 。
ひとり べ

や

て

い

あこがれの一人部屋を 手に入れたはずだったのに、
きんぱつ

はなげ

金髪のふとったおばさんと 鼻毛ばかりぬいているおじさん、
いろ

それから しゃべるアホウドリに、オレンジ色のクラゲが
す

かってに 住みだしたから、もうたいへん！

天井うらのふしぎな友だち
柏葉 幸子／作 杉田 比呂美／絵
講談社(913 カ)

あ な

あな

だ い し ゅ う ご う

穴 大集合！
おとしあな、はなのあな、マンホール…。
いろんな「あな」を みつけたよ♪

どうなってるの⁉

ふしぎな「あな」
おじいさんが おむすびを たべようとしたら、
あな

ころころ ころがって、穴へ おちて しまいました。
そこで おじいさんは…。

おむすびまてまて
おざわ としお／ぶん

まつむら まさこ／ぶん

せきや としたか／え

くもん出版(日本絵本セ)

にわで ちいさな あなを みつけた。
なかには なにが いるんだろう？
ヘビ？ モグラ？ かいぶつ かも？

あなのなかには…
レベッカ･コッブ／作･絵

長友 恵子／訳

フレーベル館(外国絵本コ)

ちきゅう

地球を ほって ほって
たどりついたのは？

地球をほる
川端 誠／作

BL 出版(日本絵本カ)

おつかいの かえりみち、おかしな マンホールが あった。
で

マンホールからは きりんや マンモスが 出てきて、
ぼくは「こんにちは」と あいさつした。

マンホールからこんにちは
いとう ひろし／さく
徳間書店(913 イ)

きになる「あな」

🍩

あなのおくの りんごが とりたい！
けれど、ぶたも さるも きつねも みーんな、
もう ちょっとだけ、とどかない。

もうちょっともうちょっと
きむら ゆういち／文 高畠 純／絵
福音館書店(日本絵本タ)

これ、なんの あな？
マヨネーズに おかしに ボタン。
わたしたちの まわりにある
いろーんな、あな。

デザインあ あなのほん
小学館(757 デ)

あるとき、
やまは あなに、あなは やまに
なってみたく なりました。

やまとあな
カイル･ミューバーン／文
おおさく みちこ／訳

ヴァサンティ･アンカ／絵

ワールドライブラリー(外国絵本ア)

はなの「あな」
どうして はなには
あなが あいているのかな？

おとこのこの はなのあなに
すんでいる ハーナンは
ひとりぼっちが さみしくて

はなのあなのはなし
やぎゅう げんいちろう／さく
福音館書店(ちしき絵本 49 ヤ)

ともだちを さがしに いきました。

ハーナンとクーソン
山西 ゲンイチ／文･絵
大日本図書(日本絵本ヤ)

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

🍑大きい子むけ (4 さいくらい～)

5/2(木)、6/6(木)、7/4(木)

5/5(日)、6/2(日)

10:30～、11:00～、15:00～

15:00～15:30

🍑小さい子むけ (2・３さいくらい～)

としょかんでパパとあそぼう(おはなし会)

5/9(木)、5/23(木)、6/13(木)、6/27(木)

5/19(日)、6/16(日) 15:00～15:30
★2 歳～小学生までのお子さんと、そのご家族が対象です。

11:00～11:30

ながさきのことば

としょかんねこ
ランガくんとナタンちゃん

しっとる？

【いっちょん】
い

み

(意味) ちっとも。ぜんぜん。
つか

かた

しゅくだい

(使い方) 「この宿題、いっちょん わからん。」

【やぐらしか】
い

み

(意味) うるさい。わずらわしい。
つか

かた

むし

(使い方) 「この虫、やぐらしか～！」

おおむら

さ

せ

ぼ

ご と う

おな

ながさき

ち い き

大村や佐世保、五島など、同じ長崎でも地域によってことばが
とも

ひ と

ながさき

ちがうこともあるよ。友だちやおうちの人と、長崎のことばに
はな

ついて、話してみよう！
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