あめ

そら

雨あがりに 空をみあげたら、きれいな にじに であえるかも！

そらにかかる にじのはし。
じぶんでも つくれるんだって！

にじ
さくらい じゅんじ／文 いせ ひでこ／絵
福音館書店(ちしき絵本 45 イ)★4 歳位～

ぼくは にじを つかまえようと おいかけた。
すると、にじのほうから ひゅるるると
おいかけてきたんだ。

みつけたぞぼくのにじ
ドン フリーマン／文・絵 大岡 信／訳
岩波書店(外国絵本フ)★4 歳位～

あめ

雨あがり、にじをみつけた くんちゃんは
にじのねもとに うまっているという
きんのつぼを さがしにでかけます。

くんちゃんとにじ
ドロシー マリノ／さく まさき るりこ／やく
ペンギン社(外国絵本マ) ★4 歳位～

とも

かみなりのこども、ちびたと 友だちになった
うえ

ひろしは、くもの上へ やってきました。

かみなりのちびた
にじを かがみにあてると
あら、ふしぎ、いろんな かたちに
だいへんしん！

ふしぎなにじ かがみのえほん
わたなべ ちなつ／さく 福音館書店(日本絵本ワ)
★5 歳位～

松野 正子／さく ⾧ 新太／え
理論社(913 マ) ★小学校低学年～

つくろう！あそぼう！やってみよう！
おうちでできる たのしいこと あつめたよ♪♪♪

おいしいもの つくろう
つるんとあまい かんざらし
●みつをつくる

【ざいりょう】

みず

ひ

①さとうと水を なべにいれ、火にかける

●しらたま

②こがさないように ときどき まぜながら

しらたま こ

・白玉粉

さんぶん

いち

三分の一くらいになるまで につめる

みず

・水

③みつが できたら、れいぞうこで ひやす
●しらたまをつくる

●みつ

しらたま こ

④白玉粉の ふくろの うらの レシピを

・さとう…40 グラム

しらたま

さんこうにして 白玉だんごを つくる

とう

(ザラメ糖でもおいしい)

おお

いちえんだま

※大きさは 一円玉くらい

みず

・水…200 ミリリットル

みず

⑤だんごを ゆでたら こおり水に つけて ひやす
⑥ガラスのうつわなどに だんごをいれて
ひやしたみつを かけて できあがり！

ユーフォ―

ちっちゃくてカワイイ！UFO ピザ
【ざいりょう】

①ぎょうざのかわに

・ぎょうざのかわ

よう

よう

ピザ用ソースを うすくぬる

よう

(チョコやフルーツを のせるときは、

・ピザ用ソース(またはケチャップ)
・ピザ用チーズ(またはとろけるチーズ)

ソースは ぬらない)
ぐ

②すきな具を のせる

ぐ

・すきな具

③チーズを のせる

かん

コーン、ツナ缶、
プチトマト※、ウインナー※、
ぎ

たまねぎ※、※うす切りにする
チョコレート、マシュマロ、
バナナ、いちご

など

④アルミホイルを しいた トースターで
チーズが こんがりおいしそうに
なるまで やく
⑤できたてを たべる！

こえにだして、すらすら いえるまで

ことばで あそぼう！
↓ できたら

れんしゅう してみよう

をつけよう

きっと きって かってきて きっと きって かって はってきて
たんぼに とぶ とんぼは ほとんど あかとんぼ
くつ いくつ つくる くつ いつつ つくる
こがめも こがもも こがもめも かごのなか
となりの きゃくは よくかきくう きゃくだ
み

む

かえる ぴょこぴょこ 三ぴょこぴょこ あわせて ぴょこぴょこ 六ぴょこぴょこ
ほん

この本に のっているよ
『生麦生米生卵』
⾧谷川 義史／作 齋藤 孝／編 ほるぷ出版

『きっときってかってきて』
ことばあそびの会／文 金川 禎子／絵 さ･え･ら書房

て

きんぎょ

えかきあそび「キラキラ金魚」

手や ゆびで あそぼう！

やま

①山があって
さと

かず

②里があって

ぼん

ゆびの数 なん本だ あそび

だいこん

③大根ばたけに
むぎ

④麦ばたけ

①ゆびを ハンカチで かくします。

いし

ほん

⑤石があって

②のばしているゆびが なん本か

いけ

⑥池があって

あいてに あててもらうゲームです。

きんぎょ

⑦金魚になっちゃった

ほん

この本に のっているよ
ほん

2本！

『だるまちゃんと楽しむ日本の子どものあそび読本』
加古 里子／著

福音館書店

ながさきのことば

ひと

ほかに どんなことばが あるかな？おうちの人に きいてみよう♪
きょうは ぬっかねぇ

い

ひざしの まばゆか～!

み

「ぬっか」意味・あたたかい

い

み

「まばゆか」意味・まぶしい
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