やなぎむらの なかまたちは
さむーい ふゆの まえに
あたたかい おふとんを さがす
たびに でます。

「ヨホレイホー」と いいながら
こびとが スキーで おふとんの
やまを おりてきた。

おふとんのくにのこびとたち
おち のりこ／さく でくね いく／え
偕成社(日本絵本デ)

ふわふわふとん
カズコ G.ストーン／さく
福音館書店(日本絵本ス)

ふたごが ずっと いっしょに
つかっていた もうふ。5 さいに
なって、ちいさく

ふたごのもうふ

なっちゃった。

ヘウォン・ユン／さく せな あいこ／やく
トランスビュー(外国絵本ユ)

しきぶとんさん
かけぶとんさん まくらさん
あさまで ひとつ
おたのみします。

かけぶとんの かけさんと
しきぶとんの しきさんは
まくらのせんにんさまと
さむくて こまっているひとを
あたためる！

まくらのせんにん さんぽみちの巻
かがくい ひろし／著 佼成出版社(日本絵本カ)

しきぶとんさん
かけぶとんさん
まくらさん
高野 文子／作･絵 福音館書店(日本絵本タ)

とも

かぜをひくと、友だちとあそべないし、からだもくるしい。
どうして ねつが でるのかな？
かぜを ひかないためには、どうすれば いいのかな？

ふゆ

ひと

まいとし 冬になると たくさんの人が
インフルエンザに かかっちゃう。
なぜ こんなに うつりやすいの？

感染症キャラクターえほん

インフルエンザ

みんなでからだを守ろう! 1

おかだ はるえ／文 日本図書センター(ちしき絵本 49 カ)

おなかのびょうきに なると、
た

食べたものを はいたり、
ゲリをしたり、すっごくくるしい。
どうして？

ゲーゲーピーピー おなかのびょうき
細谷 亮太／文

早川 純子／絵

童心社(ちしき絵本 49 ハ)

びょうき

わたしたちを 病気からまもって
めんえき

くれる「免疫」。どんな はたらきを
しているのかな？

からだの免疫 キャラクター図鑑
岡田 晴恵／監修 いとう みつる／イラスト
日本図書センター(491 カ)

はなで いきをする はないきおばけと
くちで いきをする くちいきおばけ。
やま

山の てっぺんまで きょうそうしたよ。
か

勝ったのは どっち？

はないきおばけとくちいきおばけ
いまい かずあき／さく おおの こうへい／え
PHP 研究所(ちしき絵本 49 オ)

ほおずききょうじゅうろうせんせい

せかい

鬼灯 京 十 郎 先生は、世界でたった
か

いしゃ

ひとりの オバケ科の お医者さん。
せんせい

先生のもとへ いろんなオバケが
やってきます。
はーくしょい！

オバケだって､カゼをひく!

かぜをひいたら セーターをきて、

富安 陽子／作 小松 良佳／絵
ポプラ社(913 ト)

マスクをして。それでもなおらない
ときは おいしゃさまへ いきましょう。

はーくしょい

せな けいこ／作･絵 ポプラ社
(ちしき絵本 49 セ)

かぜをひいた かのこちゃん。
ねているばかりじゃ つまらない。
ぬいぐるみの らのこちゃんと
しりとりを はじめます。

ごっほんえっへん
たごもり のりこ／作･絵
岩崎書店(日本絵本タ)

かぜをひいた わたしのために
おくすりを かいにいった おかあさん。
でも なかなか かえってこなくて…。

おかあさんおかあさんおかあさん…
大島 妙子／著 佼成出版社(日本絵本オ)

だ

こ

ねつを出した にんげんの子どもが、
どろろんびょういんに やってきました。
じつ

しかし このびょういん、実は
おばけのびょういん だったのです。

あした

たの

明日は 楽しみにしていた さかなつり。
だけど ねつを だしてしまった
ケンのところに くまの おいしゃさんが
やってきて…。

ぼくびょうきじゃないよ
角野 栄子／さく 垂石 真子／え
福音館書店(日本絵本タ)

どろろんびょういん
どっきりどきどき

苅田 澄子／作 かとう まふみ／絵
金の星社(日本絵本カ)

としょかんにおいでよ!
お は な し 会
大きい子むけ

小さい子むけ

(4 歳くらい～)

(2・3 歳くらい～)

1/12(日)・1/26(日)・2/2(日)・2/16(日)

1/16(木)・1/30(木)・2/13(木)・2/27(木)

15:00～15:30

11:00～11:30

あかちゃん
1/9(木)・2/6(木)
10:30～10:50、11:00～11:20、15:00～15:20

ながさきのことば
しっとる？
「おごっそう」→ ごちそう
おおごえ

「おめく」→ 大声を出すこと
わー!おごっそう!

そがん おめかんと!

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
とも

ひ と

ことばがちがうこともあるよ。友だちやおうちの人と
ながさき

はな

長崎のことばについて、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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