だい

かい

ながさきし

第8回 長崎市
としょかん

つか

しら

がくしゅう

じゅしょうしゃはっぴょう

「図書館を使った調べる学 習 コンクール」受賞者 発 表 ！
き

きょうみ

き

しら

気になっていることや、興味のあることから テーマを決めて 調べて まとめて、
ひと

つた

しら

がくしゅう

こんかい

ねんせい

てん

ねんせい

てん

人に伝えるのが 「調べる 学 習 」です。今回は、1・2年生43点、3・4年生71点、
ねんせい

てん

ちゅうがくせい

てん

こうこうせい

てん

いっぱん

がくしゅう

ちょうせん

てん

おうぼ

5・6年生40点、中 学 生 12点、高校生1点、一般1点の応募がありました。
しら

みなさんも、調べる 学 習 に 挑 戦 してみませんか？

⾧崎市⾧賞
「おいしいトマトはどんなトマト？」福島 花乃さん 南⾧崎小学校 3 年

⾧崎市教育⾧賞
「箱根駅伝

たすきのおもみってなあに？」岡田 雄志さん 滑石小学校 2 年

優秀賞
「そらはどうしてあおいのか？」上利 晴子さん 滑石小学校１年
「にじいろ大すき

にじけんきゅう」上戸 穂乃香さん ⾧崎大学教育学部附属小学校 2 年

「せみの大へんしん」内田 結花さん 高尾小学校 3 年
「神の島のなぞにせまる」松尾 颯太さん 小榊小学校 3 年
「被爆クスノキが見てきた⾧崎」西村 逢之介さん 高尾小学校 5 年
「オルゴールの音色に恋して」田浦 心陽さん 小島小学校 6 年
「平和のまち⾧崎 犬や猫にも平和ですか？～よりよいセンターを目指して～」
鎌田 響笛さん 活水中学校 1 年
「「命と向き合う」ということ～猫を取り巻く環境と命を守る対策～」小林 香さん 一般

(2020 年 2 月 14 日

表彰式のようす 長崎市役所にて)

たま
たま
たまご

たまごは ふしぎ
ぷるぷる やわらか～いのに
おりょうりすると
ゆでたまごに たまごやき、めだまやき、オムレツ、
ちゃわんむしや カステラなんかに へんしんする
どんなしくみ なのかな？

タマゴとニワトリ、
どっちがさきに うまれたの？
タマゴは どうやって できるの？

ほん

タマゴと ニワトリの ひみつが わかる本。

ニワトリの絵本

やまがみ よしひさ／へん きくち ひでお／え
農山漁村文化協会(646 ニ)

つか

オムレツに使われるタマゴ、バター、
ぎゅうにゅう

牛 乳 、ケチャップが

どうやって できるか しっている？

とうもろこしからそだてるオムレツ
真木 文絵／文

石倉 ヒロユキ／写真･絵 偕成社(596 マ)

たまごは みんな「しゃべり」やねん。
あれに なりたい。これに なりたい。
あ～っ、はよへんしんしたいなぁ！

あれこれたまご

とりやま みゆき／文 中の 滋／絵
福音館書店(ちしき絵本 59 ナ)

う

たまごに 生まれたからには オムライスに なりたい！
ゆめ

そう夢みる タマキは、ゆうきをもって
たび

オムライスになる 旅にでました。

オムライスのたまご
森 絵都／作 陣崎 草子／絵
講談社(913 モ)

おう

王さまが にわとりに おいかけられた！
けらいたちは、とりごやの かぎをあけた
はんにんを ひっしに さがしますが……。

おしゃべりなたまごやき
寺村 輝夫／作 ⾧ 新太／画
福音館書店(日本絵本チ)

おう

たまごやきが だいすきな 王さまは
あまくってふーわりした おおきなたまごやきを
つくるために、けらいたちへ とんでもないことを
いいつけました。

ぞうのたまごのたまごやき
寺村 輝夫／作 ⾧ 新太／画
福音館書店(日本絵本チ)

きつねのコンコンは めだまやきが だいすき♡
でも あるとき、たまごを わったら
ひよこが でてきて、さあたいへん！

きつねのすきなめだまやき
塩田 守男／さく 教育画劇(日本絵本シ)

ナナのパパは カステラやさん。
でも きゅうに びょうきに なって にゅういん
しちゃった。おみせは どうすれば いいの？

おかのうえのカステラやさん
堀 直子／作 神山 ますみ／絵 小峰書店(913 ホ)

あばれだした トンカツザウルスを
たおすため、タマゴたちが だい・へん・しん！
タマゴレンジャーの さんじょうだ！！

かえうた戦隊タマゴレンジャー
林 木林／作

おかべ りか／絵 ひかりのくに(日本絵本オ)

としょかんにおいでよ!
ホームページ

あかちゃんおはなし会

大きい子むけおはなし会

3 月 5 日(木)※・4 月 2 日(木)

3 月 1 日(日)

①10:30～10:50 ②11:00～11:20 ③15:00～15:20

15:00～15:30

小さい子むけおはなし会
3 月 12 日(木) ※・26 日(木)

(2・3 歳くらい～)

※

Facebook

Twitter

(4 歳くらい～)

4 月 5 日(日)・19 日(日)

かがくとあそぶおはなし会
３月 22 日(日)

15:00～15:30※

子ども読書の日おはなし会

4 月 9 日(木)・30 日(木)

※・

11:00～11:30

4 月 23 日(木) 11:00～11:30

※⾧崎市の「新型コロナウイルス感染拡大防止のための市主催イベント等の開催可否の判断基準」に基づき、開催を中止します
今後新たに中止を決定する場合もありますので、事前に図書館ホームページやお電話でご確認ください

ながさきのことば
つかってみらんね

「たいて」→ ものすごく
「つんつらかす」→ちらかす
こん さかなの
たいて おいしか～!
そがん つんつらかして!

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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