こなと しおみずを まぜて こねこね。
うどんだんごに なったら、あしで ふみふみ。
おいしい うどん できるかな？

うどんできた!

きつねうどんが すきな きつねくんと、

加藤 休ミ／さく
福音館書店(ちしき絵本 59 カ)
※3 さいくらい～

たぬきうどんが すきな たぬきくん。
どっちのうどんが おいしいかで
けんかに なっちゃった。

きつねうどんたぬきうどん
古内 ヨシ／さく

うどんの いえに

大日本図書(日本絵本フ)
※3 さいくらい～

ラーメンから てがみが とどいた。
「そろそろ、うどんと ラーメンの どちらが
おいしいのか、きめようでは ありませんか。」
たたかいに かつのは どっち？

うどん対ラーメン
田中 六大／作 講談社(日本絵本タ)
※4 さいくらい～

ツルツルの のどごしや コシは
どうやって できるんだろう。
うどんの おいしさの ひみつに
せまってみよう！

うどんの絵本
おだ もんた／へん あおやま ともみ／え
農山漁村文化協会(596 ウ)
※小学校低学年くらい～

らいねん

え

と

来年の干支「丑(うし)」のおはなし あつめたよ！
じ ゅ う に し

うし

🐄

十二支のなかで、丑は 2 ばんめ！
にほん

日本では、いぬは「ワンワン」
うしは「モ～！」となく。
イギリスやスペイン、フランスでは
どんなふうに なくんだろう？

うしはどこでも｢モ～!｣
エレン・スラスキー・ワインスティーン／作
ケネス・アンダーソン／絵 桂 かい枝／訳
鈴木出版(外国絵本ア)
※4 さいくらい～

わがままで、くいしんぼうの はなこさんは
ひとりで ごちそうを たべすぎて
ぐあいがわるく なってしまいました。

くいしんぼうのはなこさん
いしい ももこ／ぶん なかたに ちよこ／え
福音館書店（日本絵本ナ)
※4 さいくらい～

ふぇるじなんどは、まきばで はなの
においを かぐのが だいすき。
だけど、おおきくなった あるひ
とうぎゅうじょうへ つれていかれてしまいます。

はなのすきなうし
マンロー・リーフ／おはなし ロバート・ローソン／え
光吉 夏弥／やく 岩波書店（外国絵本ロ)
※4 さいくらい～

にん

むかし、3人の うつくしい むすめがいました。
すえ

くろうし

けっこん

末のむすめはノロウェイの黒牛と結婚してもよいと いいます。
くろうし

み

け

かいぶつ

しかし、ノロウェイの黒牛とは身の毛もよだつ怪物。
あさ

くろうし

すえ

ある朝、ノロウェイの黒牛が末のむすめを むかえにきて…。

ノロウェイの黒牛
なかがわ ちひろ／文

さとう ゆうすけ／絵
BL 出版（外国絵本サ)
※小学校低学年くらい～

まきばの ぎゅうにゅうやさんには
ちょっと かわった うしが います。
いちごをあげて おっぱいをしぼると
あらふしぎ、いちごぎゅうにゅうのできあがり！

うしさんおっぱいしぼりましょ
穂高 順也／作 竹内 通雅／絵
ポプラ社（日本絵本タ)
※4 さいくらい～

こうしは うまれてから
ごちそうをたべて、ともだちとあそんで、
だんだん おおきくなっていくんだって。

こうし
ゴードン・クレイトン／写真 メアリー・リング／文
その ひかる／訳 評論社（ちしき絵本 48 ク)
※5 さいくらい～
の

ぎゅうにゅう

わたしたちが 飲む 牛 乳 や
た

食べるヨーグルトは
どうぶつ

つく

動物のミルクから作られているよ。

みらくるミルク
みさき

中西 敏夫／文 米本 久美子／絵
福音館書店（648 ナ)
※小学校低学年くらい～

ふたり

ママをなくした美咲は、パパと二人、
ひと

うし

ほう

おお

むら

人よりも牛の方が多い モーモー村へ やってきました。
こうし

う

子牛が生まれたり、きのこを とったり。
むら

いちねん

モーモー村での一年が はじまります。

モーモー村のおくりもの
堀米 薫／作 岡本 順／絵
※小学校中学年くらい～

文研出版（913 ホ)
へんしん

クリスマスに、変身ベルトを
ねが

しろう

ほしいとお願いしていた四郎。
とど

しかし、プレゼントを届けにやってきたのは
サンタクロースではなく、しゃべるウシだった！

ウシクルナ!
陣崎 草子／著
光村図書出版（913 ジ)
※小学校高学年くらい～

としょかんにおいでよ！
あかちゃんおはなし会

読書週間おはなし会

11 月 5 日(木) 12 月 10 日(木)

11 月 1 日(日) ①11:00～11:30 ②15:00～15:30
①10:30～10:50 ②11:00～11:20
③15:00～15:20 ※要申込

小さい子むけおはなし会 (2・3 歳くらい～)

こどもとしょかんカウンターまたは

11 月 12 日(木)・26 日(木)

メールでお申し込みください

12 月 17 日(木)・24 日(木)

11:00～11:30
←メールの方は

大きい子むけおはなし会 (4 歳くらい～)

こちら

11 月 8 日(日)・22 日（日）12 月 13 日(日)・27 日(日)
としょかん

15:00～15:30

★図書館のお休み★
ぞうしょてんけん

ねんまつ ね ん し

・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

やす

蔵書点検と年末年始のためお休みします。

・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

12 月 3 日（木）～12 月 8 日（火）
12 月 29 日（火）～1 月 5 日（火）

・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

ながさきのことば

としょかんねこ
ランガくんとナタンちゃん

つかってみらんね

「しぃゆっ・しぃきっ」→ できる
「はがいか」→くやしい・はらがたつ
しぃゆっ！
あ～も～はがいか！

しぃきっと？

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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