さくさく あつあつ ほくほく
おいしい コロッケ つくっちゃおう！

ぴちぱちさくさく
若菜 ひとし／作 若菜 きよこ／作
ひさかたチャイルド(ちしき絵本 59 ワ)
※2 さいくらい～

コロッケやさんをはじめた 11 ぴきのねこ。
コロッケばかり たべていたら
とりのまるやきが たべたくなりました。

うみ

11 ぴきのねことあほうどり

おとこ

馬場 のぼる／著 こぐま社
(日本絵本バ) ※3 さいくらい～

「海の 男 」らしい
カニクリームコロッケに
なりたい コロッケくん。
ふねにのって ぼうけんのたびに
しゅっぱつ！

コロッケくんのぼうけん

ポテトむらの おまつりに

二宮 由紀子／作 あべ 弘士／絵
偕成社(913 ニ) ※小学 3 年生くらい～

むらのみんなが あつまって
せかいいち おおきな コロッケを
つくることに なりました。
きち

こだぬきの ポン吉は、
おおかみが おしえてくれた
「コロッケ」というものを
たべてみたくて たまりません。

こだぬきコロッケ
ななもり さちこ／作 こば ようこ／絵
こぐま社(913 ナ) ※小学 1 年生くらい～

ポテトむらのコロッケまつり
竹下 文子／文 出口 かずみ／絵
教育画劇(日本絵本デ) ※5 さいくらい～

すごいぞ！おいしゃさん
へびのかんごふさんは、さるのせんせいの
ところで はたらいています。おくすりを
つくったり、しんちょうけいになったり、
いろいろなことができるんです。

さるのせんせいとへびのかんごふさん
穂高 順也／ぶん 荒井 良二／え ビリケン出版(日本絵本ア)
※4 さいくらい～

おおゆきのよる、ねずみのおいしゃさまは
ねつをだした りすのぼうやのもとへ
すくーたーで でかけますが…。

ねずみのおいしゃさま
なかがわ まさふみ／さく やまわき ゆりこ／え
福音館書店(日本絵本ヤ) ※4 さいくらい～

どろろんびょういんは おばけのびょういん。
きょうも たくさんのおばけが やってきて
どろろんせんせいは おおいそがし。

どろろんびょういんおおいそがし
苅田 澄子／作 かとう まふみ／絵
金の星社(日本絵本カ) ※5 さいくらい～

た せんせい

ガマガエルのガマ田先生は、
びょうき

どんな病気や けがだって なおしてしまう
いしゃ

すごいお医者さんなんです。

ガマ田先生にまかせなさい
富安 陽子／作 小笠原 まき／絵
学研(913 ト) ※小学 3 年生くらい～

オナラがでなくて くるしいよ～。
そんなときは オナラせんせいに
なおしてもらおう。スッキリ！するよ。

オナラせんせい
古内 ヨシ／作 絵本館
（日本絵本フ) ※4 さいくらい～

おいしゃさんだって、こどものときは
おいしゃさんが だいきらいだったんだ。

おいしゃさんがこどもだったとき
中川 ひろたか／文 丸山 誠司／絵 吉澤 穣治／医学監修
保育社(日本絵本マ) ※5 さいくらい～

おいしゃさんや かんごしさんは
しごと

どんな仕事を しているのかな？
にち

1日をのぞいてみよう。

名人はっけん!まちたんけん 4
まもるひと
鎌田 和宏／監修 学研プラス(366 メ)
※小学 1 年生くらい～
きゅうきゅうしゃ

はや

きゅうびょうにん

びょういん

はこ

救 急 車 よりも早く 急 病 人 を 病 院 へ運べる
ひとり

おお

いのち

すく

ドクターヘリ。一人でも多くの 命 を救うためには
いちだい

おお

ひつよう

一台でも多くの ドクターヘリが必要です。

救命救急フライトドクター
攻めの医療で命を救え!
岩貞 るみこ／著 講談社(498 イ) ※小学 3 年生くらい～

きゅうきゅうしゃは、けがをしたひとや
きゅうびょうにんを たすけるため、いつでも
しゅつどうできるように じゅんびしています。

いそげ!きゅうきゅうしゃ
竹下 文子／作 鈴木 まもる／絵 偕成社(ちしき絵本 53 ス)
※4 さいくらい～

としょかんにおいでよ!
あかちゃんおはなし会
9 月 3 日(木) 10 月 1 日(木)
①10:30～10:50 ②11:00～11:20
③15:00～15:20

大きい子むけおはなし会

小さい子むけおはなし会

(4 歳くらい～)

(2・3 歳くらい～)

9 月 6 日(日)・20 日（日）

9 月 10 日(木)・24 日(木)

10 月 4 日(日)・18 日(日)

10 月 15 日(木)・29 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

「なして」→ なぜ・どうして
「はらかく」→おこる・はらをたてる
なして
はらかいとっと?

おおむら

さ

せ

ぼ

ごとう

もう～!

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
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『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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