長崎市では、市内にお住まいの赤ちゃんに絵本を１冊
プレゼントしています。
４か月児健診会場でお渡ししている絵本引換券と母子
健康手帳を持って、1 年以内に図書館や公民館などの
図書室に、絵本の受取りに来てください。
裏面の図書室ガイドにある５６館で受取ることができ
ます。
「いないいないばあ」

「くだもの」

文 松谷みよ子
絵 瀬川康男
童心社
21×19ｃｍ

動物たちが１匹ずつ登場して「いな
いいない…ばあ」
。ことばのリズムも
気持ちよく、赤ちゃんと楽しくコミ
ュニケーションできます。長く愛さ
れ続けている１冊です。

「へっこ ぷっと たれた」

作 平山和子
福音館書店
22×21ｃｍ

すいか、りんご、みかんなどリアル
に描かれたおいしそうな果物が「さ
あどうぞ」と次々に出てきます。食
べる真似をしても楽しめます。

「ぶぅさんのブー」

５冊から好きな本を
１冊選べます。
図書館・図書室では
赤ちゃんの貸出券も
作れますよ。

構成・文
こがようこ
絵 降矢なな
童心社
21×19ｃｍ

「おいっちに おいっちに」のかけ声
とともに、きのこやあひる、だるま
が歩いてきます。リズムよく口ずさ
める楽しいわらべうたの絵本です。

「のりものつみき」

さく
100％ORANGE
及川賢治
竹内 繭子
福音館書店
20×20ｃｍ

こぶたのぶぅさんはいつでもブー。
遊んでもブー、食べてもブー、お散
歩してもブーブーブー。あたたかい
色調で描かれた楽しい絵本です。

問い合わせ

作
よねづゆうすけ
講談社
17×17ｃｍ

つみきでのりものなにつくる？積み
上げられたカラフルな積み木が、ペ
ージをめくるとバスや機関車、ロケ
ットなどの乗り物に変わります。色
鮮やかなしかけ絵本です

長崎市立図書館
☎ 095-829-4930
10:00～17:30 （火曜休館）

はじめまして絵本事業
（令和３年８月改訂）

東部地区

住

所

電話番号

休館日

北部地区

住

所

電話番号

休館日

長崎市立図書館

興善町1-1

829-4946 火

北公民館（チトセピア２Ｆ）

千歳町5-1

845-6820 －

東公民館（東部地区にこにこセンター内）

矢上町19-1

838-3732 －

滑石公民館

滑石2丁目1-8

856-3751 日祝

戸石地区公民館

戸石町1740-1

830-2937 土祝

緑が丘地区ふれあいセンター

白鳥町3-9

847-9552 月

日見地区ふれあいセンター

界2丁目1-19

839-8832 月

滑石地区ふれあいセンター

滑石5丁目5-77

857-7333 月

小島地区ふれあいセンター

愛宕3丁目10-2

826-7703 月

三川地区ふれあいセンター

三川町1221-70

848-0029 月

桜馬場地区ふれあいセンター

桜馬場1丁目1-5

828-2044 日

淵地区ふれあいセンター

富士見町6-6

861-1972 日

橘地区ふれあいセンター

かき道2丁目45-20

838-7567 －

横尾地区ふれあいセンター

横尾2丁目15-10

856-6572 日

アマランス（市民会館１Ｆ）

魚の町5-1

826-0018 －

山里地区ふれあいセンター

高尾町4-10

843-0095 月

上長崎地区ふれあいセンター

片淵1丁目13-13

824-9222 月

西北・岩屋ふれあいセンター

西北町13-13

843-7109 月

永井隆記念館

上野町22-6

844-3496 －

南部地区

原爆資料館

平野町7-8

844-1231 月

南公民館

浪の平町7-19

825-0295 日祝

地球市民ひろば（ﾌﾞﾘｯｸﾎｰﾙ２Ｆ）

茂里町2-38

842-3783 －

茂木地区ふれあいセンター

茂木町75-10

836-0200 月

もりまちハートセンター

茂里町2-41

842-2525 第4日曜

大浦地区公民館

下町1-13

827-1987 月祝

銭座地区コミュニティセンター

宝町9-4

844-2854 日

小ケ倉地区ふれあいセンター

小ケ倉町2丁目21-2

878-3796 月

浦上駅前ふれあいセンター

岩川町7-1

843-1050 月

土井首地区ふれあいセンター

柳田町45-3

878-8809 月

深堀地区ふれあいセンター

深堀町5丁目182

871-2387 月

西部地区

戸町地区ふれあいセンター

戸町2丁目4-39

878-3079 日

西公民館

丸尾町5-5

861-5919 日祝

仁田佐古地区ふれあいセンター

稲田町12-14

820-2474 月

木鉢地区ふれあいセンター

木鉢町2丁目228-6

865-4143 月

ダイヤランドふれあいセンター

ﾀﾞｲﾔﾗﾝﾄﾞ4丁目1-1

879-4609 月

福田地区公民館

福田本町10

865-0111 日祝

手熊地区ふれあいセンター

手熊町1291-1

841-1661 月

式見地区ふれあいセンター

式見町357

841-1118 月

香焼・三和・野母崎・伊王島・高島地区
香焼図書館

香焼町1070-32

871-1438 月祝・毎月25日

三重地区公民館

三重町1142-1

850-0142 月祝

三和公民館

布巻町88-1

892-1919 月祝

小江原地区ふれあいセンター

小江原3丁目20-10

843-1529 月

川原地区公民館

川原町234-5

892-2477 月祝

三重地区市民センター

畝刈町28-7

814-1561 月

為石地区公民館

為石町2020-2

892-2637 月祝

蚊焼地区ふれあいセンター

蚊焼町3020-1

892-0051 月

外海・琴海地区

晴海台地区ふれあいセンター

晴海台町41-2

892-2111 月

外海公民館

神浦江川町2

0959 -24-0460 火祝翌日

野母崎文化センター

野母町555

893-2022 ー

黒崎地区公民館

下黒崎町5157-1 0959 -25-0136 火祝翌日

伊王島開発総合センター

伊王島1丁目甲3271

898-2244 月

出津地区ふれあいセンター

西出津町2794-1 0959 -25-0500 月

高島ふれあいセンター

高島町1728-1

896-3110 土日祝

絵本配布場所一覧（図書館・図書室 全56ヶ所）

琴海文化センター

長浦町3777-9

885-2041 －

掲載施設内の図書室でお渡ししています。
※ 休館日以外にも年末年始休館や祝日の関係で振替えて休館する場合、
蔵書点検等で休館する場合がありますので、開館を確認してお越しください。

琴海南部文化センター

琴海村松町703-14

884-0376 －

琴海さざなみ会館

琴海形上町1849-4

886-3813 日
令和4年4月現在

