あしたへ つなごう
へいわの バトン
ねこが わらう。おなかが いっぱい。
けんかしても すぐ なかなおり。
へいわって いいね。へいわって うれしいね。

へいわってすてきだね
安里 有生／詩 長谷川 義史／画
ブロンズ新社(平和絵本ハ) ※5 さいくらい～

ちょうちょも きんぎょも くじらも
せんそうしない。
せんそうするのは にんげんのおとなだけ。

せんそうしない
たにかわ しゅんたろう／ぶん
えがしら みちこ／え 講談社(平和絵本エ)
※5 さいくらい～
せんそうちゅう

戦 争 中 、ひとりの へいたいが

つち

つく

土のふえを 作りました。ふくと、
おと

なつかしい ふるさとの音がしました。
おと

くに

き

その音は、てきの国の へいたいにも 聞こえ、
おも

だ

みんな ふるさとを 思い出したのです。

土のふえ
今西 祐行／作 沢田 としき／絵
岩崎書店(日本絵本サ) ※小学校低学年～

だんしゃく

そらいろ男 爵 は、ばくだんの かわりに
そら

な

空から あるものを 投げて
せんそう

お

戦争を 終わらせました。

そらいろ男爵
中島 さおり／訳

ジル･ボム／文 ティエリー･デデュー／絵
主婦の友社(外国絵本デ) ※小学校低学年～

いろんなかたちの
おいしそうなパン。
なかには なにが はいっているのかな？

このパンなにパン?
ふじもと のりこ／作･絵
※2 さいくらい～

鈴木出版(ちしき絵本 59 フ)

キャベツ、おにぎり、うでどけい。
「すっぱりめがね」をかけると ふしぎ！
なかみが みえるんだ。

すっぱりめがね
藤村 賢志／作

教育画劇(日本絵本フ)
※4 さいくらい～

くるみのなかには なにがある？
たからもの？ちいさなちいさな おうちかな？

くるみのなかには
たかお ゆうこ／作

講談社(日本絵本タ) ※4 さいくらい～

き

ものを切った たいらな きりくちが「だんめん」、
え

だんめんの 絵は「だんめんず」とよぶよ！

だいこんだんめん れんこんざんねん
加古 里子／さく

ちきゅう

地球 のなかは どうなっているの？

地球 その中をさぐろう
加古 里子／ぶん え
※小学校低学年～

福音館書店(450 カ)

福音館書店(ちしき絵本 50 カ)
※4 さいくらい～

しろ

じ ど う し ゃ こうじょう

ヘリコプター、お城 、自動車 工 場 ……。
たてもの

の

もの

わ ぎ

建物 や乗り物 を 輪切りに しちゃおう！

クロスセクション 輪切り図鑑
有名な 18 の建物や乗物の内部を見る
スティーヴン ビースティー／画 リチャード プラット／文
北森 俊行／訳 岩波書店(520 ビ) ※小学校高学年～

「じつは、あなたは キウイです」
という てがみをもらった さといもの サトモちゃん。
じぶんが キウイか たしかめるには
かわを むいてみないと わかりません。

かわをむきかけたサトモちゃん
えぐち よしこ／文 織茂 恭子／絵
アリス館(日本絵本オ) ※4 さいくらい～

これは、きゅうり。…じゃない？
じぃっと みても だまされる！
ふしぎな たべものえほん。

じゃない!
チョー ヒカル／作 フレーベル館
(ちしき絵本 71 チ) ※4 さいくらい～

き

き

きかい

そうじ機や せんたく機や いろいろな機械は
どうなって うごいているの？

透視絵図鑑なかみのしくみ 家のなか
こどもくらぶ／編さん
※小学校低学年～

六耀社(500 ト)

だんめん

み

した

み

なか

み

断面 を見る。下 から見る。中 を見る……。
みかた

いつもとちがう 見方をすると
じぶん

自分だけの「ふしぎ」がみつかるよ。

NHK カガクノミカタ １ 観察してみよう
NHK｢カガクノミカタ｣制作班／編 ヨシタケ シンスケ／絵
NHK 出版(407 エ 1) ※小学校低学年～

としょかんにおいでよ！
大きい子むけおはなし会

あかちゃんおはなし会

(2・3 歳くらい～)

(4 歳くらい～)
7 月 2 日(木) 8 月 6 日(木)
①10:30～10:50 ②11:00～11:20
③15:00～15:20

小さい子むけおはなし会

7 月 12 日(日)・19 日（日）

7 月 9 日(木)・23 日(木)

8 月 2 日(日)・16 日(日)

8 月 13 日(木)・27 日(木)

15:00～15:30

11:00～11:30

※要申込・各回 10 名まで
こどもとしょかんカウンターまたは

保護者のみなさまへ
・おはなしのへやではなく、あかちゃん絵本前のオープンスペースが会場です

メールでお申し込みください

・会の前後には、手洗いをお願いします
・スタッフはマスク着用のうえ、アクリル板越しに読み聞かせをします
・個人情報は、本イベントに関することのみに使用し、適切に管理します
必要に応じて保健所等の公的機関へ提供する場合があります
感染症拡大防止のため、ご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします

←メールの方はこちら

ながさきのことば
つかってみらんね

「きびる」→ むすぶ
「きのどっか」→もうしわけない
かみのけ
きびってやろうか？

きのどっかけん よかよ～

わ
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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