さかな

魚のまち 🐠 ながさき
ながさき

さかな

さかなりょうり

⾧崎には、おいしい 魚 や 魚 料理が たくさん あるよ！

さかな

しゅるい

ん

にほんいち

魚 の種類は 「日本一」おおいと いわれているんだって～★
さかなりょく

さあ、きみのお 魚 力 をためそう！クイズにチャレンジ!!!

クイズ<゜)))彡１
にほんいち

ながさき

さかな

日本一たくさん ⾧崎でとれる 魚 は？
①あじ ②はも ③ひらめ

クイズ<゜)))彡２

あじ

ヒント：どんな味がするのかな～？

イクラは、なんのたまごでしょう？
①うに ②さけ ③さば

クイズ<゜)))彡３
くち

なか

かわ

ヒント：川でうまれるよ

さかな

口の中がまっくろの 魚 は？
①こはだ ②いわし ③のどぐろ
からだ

あか

クイズ<゜)))彡４

いろ

ヒント： 体 は赤い色をしているよ

「秋刀魚」なんとよむでしょう？
①かつお ②まぐろ
〈参考資料〉
・『なるほど!魚の漢字』学研プラス 2019
・『回転寿司になれる魚図鑑 お寿司屋さんでイバれる!』
松浦 啓一／監修 水野 ぷりん／画 主婦の友社／編
主婦の友社 2018
・魚の美味しいまち長崎 ホームページ(2019.6.1 アクセス)

③さんま
さかな

ヒント：ほそながい 魚 だよ

クイズ１のこたえ ①あじ クイズ２のこたえ②さけ クイズ３のこたえ③のどぐろ

クイズ４のこたえ③さんま

ながさきの おいしい おさかなを
おまがりネコのニャコと パパと ママが
おしえてくれるよ！

おさかなすきなこだあれ?
発行：⾧崎市
協力：魚のまち⾧崎応援女子会
(ちしき絵本 59 オ)

だいす

みんな大好き、てまきずし！
サーモン、まぐろ、えび、ホタテ…。
こんやは なにを まこうかな～？

こんやはてまきずし
五味 ヒロミ／作 石井 聖岳／絵
岩崎書店(日本絵本イ)

🐠
おなかが ぺこぺこの 11 ぴきのねこは
あるひ、みずうみに いる かいぶつ
みたいに おおきなさかなを つかまえに
でかけました。

11 ぴきのねこ
馬場 のぼる／著

こぐま社(日本絵本バ)

かぜにふかれて およぐ。
トンネルのなかを およぐ。
あじのひらきは どこへいく。

あじのひらき
井上 洋介／えとぶん
福音館書店(日本絵本イ)

🐠

やきざかなは ほねがあって たべにくいし
にがいから きら～い。そんな ぼくの ところに
しゃべるやきざかなが やってきた。

やきざかなののろい
塚本 やすし／作 ポプラ社(日本絵本ツ)

さかな ず か ん

魚 図鑑のはずなのに

しおや

たい

に

さんまは塩焼き、鯛は煮つけ、イカはイカめしって
なんだか とっても おいしそう！

クレヨンで描いたおいしい魚図鑑
加藤 休ミ／著 晶文社 (664 カ)

さかな

魚 を しると
す

し

や

すいぞくかん

たの

「お寿司屋さんでイバれる」「水族館がもっと楽しくなる」
かお

さかな

「顔が 魚 に にてくる」らしい⁉

回転寿司になれる魚図鑑
お寿司屋さんでイバれる!
松浦 啓一／監修

水野 ぷりん／画 主婦の友社／編

主婦の友社(487 カ)

しょうめん

よこがお

うえ

正 面 、横顔、ちょっと上から。

あなたのすきな かくどは どれ？

顔がわかるさかな図鑑
知来 要／著 宝島社(487 チ)

からだ

こ

ほね

みんなの 体 は、およそ 200個の骨で
できているよ。
さかな

ざいりょう

ぶた

うし

魚 にも、ハンバーグの 材 料 の 豚や牛にも

ほね

骨がある。
み

ほね

たんけん

さあ、見えない骨の 探検に でかけよう。

食べて始まる食卓のホネ探検
ゲッチョ先生のホネコレクション
盛口 満／文･絵

少年写真新聞社(481 モ)

🐠

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～)

7/4(木)、8/1(木)、9/5(木)

7/14(日)、7/21(日)、8/4(日)

10:30～、11:00～、15:00～

15:00～15:30

🍑かがくとあそぶ おはなし会

🍑小さい子むけ (2・３さいくらい～)
7/11(木)、7/25(木)、8/8(木)、8/22(木)

8/18(日) 15:00～15:30

11:00～11:30

としょかんねこ
ランガくんとナタンちゃん

ながさきのことば
しっとる？

「こまんか」→

ちい

小さい

「おっちゃかす」→

おっことす・おちる

けしごむの こまかけん
おっちゃかしたばい

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！
〈参考資料〉
『新長崎じげ辞典』新長崎じげ辞典編集委員会/[編集]
ザ･ながさき 1994
『長崎方言便覧 長崎ことば』 重枝 武雄／編著 長崎人文社 1992
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