×
かける

うまは かける

かけに かける

ちゅうを かける

あしを ひっかける

いすに かける…。
かけて かけて、どうなっちゃう？

うまはかける
内田 麟太郎／文 山村 浩二／絵
文溪堂 (日本絵本ヤ)
※5 さいくらい～

なぞ×かける

なぞかけは むかしからある
つき

ことばあそび。

月×かける

ラッパ と かけて、ぞうきん と とく。
その こころは？

なぞかけどうじょう
中川 ひろたか／作 大島 妙子／絵
金の星社(ちしき絵本 80 オ)
※小学校低学年～

つき

月は、かけたり まんまるになったり
みえなくなったりする。
どうして かたちが かわるのかな。

たべもの×かける

月のふしぎ
オムライスに ケチャップ、
かきごおりに シロップ。
かけると、もっと
おいしくなっちゃう。

かける
はらぺこめがね／著
佼成出版社(日本絵本ハ)
※3 さいくらい～

いしがき わたる／え
おおぬま たかし／かんしゅう
マイルスタッフ(ちしき絵本 44 イ)
※小学校低学年～

いっしょに おかいものしよう！
やさいと おにくと おかしと たまご。
カートに いれるの てつだってね。

おかいものおかいもの
ぶたぶたくんは おかあさんに

さいとう しのぶ／作 絵
ひさかたチャイルド (日本絵本サ)
※3 さいくらい～

おかいものを たのまれました。
ぱんやさんに やおやさんに おかしやさん。
ひとりで おかいもの できるかな？

ぶたぶたくんのおかいもの
土方 久功／さく え

福音館書店 (日本絵本ヒ)
※3 さいくらい～

おかあさんに おつかいを たのまれた。
たまごと ケーキと なしと それから…。
なんだっけ？

ベーコンわすれちゃだめよ!
パット ハッチンス／さく わたなべ しげお／やく
偕成社 (外国絵本ハ) ※4 さいくらい～
かね

か

お金で なにが 買えるかな？
か

か

おかしを買うと おいしさが買える。
た

むしば

でも食べすぎると、虫歯と
むしば

か

虫歯のちりょうも 買うことになっちゃう？

買物絵本
五味 太郎／著
ブロンズ新社 (ちしき絵本 33 ゴ)
※小学校低学年～

いっか

あひるの一家は みんなそろって うろおぼえ。
おかいものには いったものの、
なにをかうのか うろおぼえ。
しかくくて おもくて しまる、
つめたくて ひかるものって なんだろう。

うろおぼえ一家のおかいもの
出口 かずみ／作 理論社 (日本絵本デ)
※4 さいくらい～

おとうふじけん はっせい！？
ケンちゃんも、ふたごの いもうとも、
みつごの おとうとも、おとうさんも。
みんなが おとうふを かってきちゃった～。

おとうふ 2 ちょう
くろだ かおる／さく たけがみ たえ／え
ポプラ社 (日本絵本タ) ※4 さいくらい～

おつかいで きた、
このおみせ なんだかへん。
「パン ありますか」ときいたら、
て

手をたたいて「パーン」だって。

おかしなおつかい
ささがわ いさむ／作 萩原 ゆか／絵
学研プラス (日本絵本ハ) ※3 さいくらい～

くまたくんは、おかあさんと
スーパーで おかいもの。
かごに だいすきな おかしを
たくさん いれて レジへいきました。

おかいものだあいすき
渡辺 茂男／作 大友 康夫／絵
あかね書房 (913 ワ) ※小学校低学年～

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

5 月のおはなし会はすべて中止になりました

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～)

③15:00～15:20

6 月 6 日(日)※・20 日(日)

6 月 10 日(木)・24 日(木)

※要申込・各回 20 名まで

15:00～15:30

11:00～11:30

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

メールでお申し込みください

・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
・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

←メールの方はこちら

・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

※臨時休館のため、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

「のうなる」→ なくなる
「つんので」→いっしょに
のうなるけん
つんので

おおむら

さ

せ

ぼ

ごとう

おな

はよ
いこうで

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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