「つるかめ つるかめ」は、
いやなきもちを ふきとばす おまじない。
ちから

じぶんの 力 で どうすることも できないときは、
おまじないを となえてみよう！

まねきねこ、じんじゃの きつね。
に ほん

日本には むかしから

つるかめつるかめ

よいことを よんでくれる

中脇 初枝／文 あずみ虫／絵
あすなろ書房(日本絵本ア)
※3 さいくらい～

どうぶつが いるんだよ。

えんぎがいい
雨宮 尚子／著 白泉社
(ちしき絵本 38 ア)
※4 さいくらい～

日本の神さま絵図鑑 1
願いをかなえる神さま
松尾 恒一／監修 ミネルヴァ書房
(172 ニ) ※小学校中学年～

たくさんの だるまが
うみを わたって やってきた！
まちの ひとたちは みんな
だるまに むちゅうに なっちゃった。

だるまだ!
高畠 那生／[作] 好学社
(日本絵本タ) ※4 さいくらい～

としがみさま、えびすさま、てんじんさま…。
に ほん

ねが

しゅるい

日本では、願いの 種類ごとに
かみ

み まも

それぞれの 神さまが 見守ってくれています。

だいしゅうごう

ねこ大集合だ！にゃん🐾
がつ

にち

ひ

2月22日はねこの日！
（にゃん・にゃん・にゃん）

ちいさな かめと、こねこが であいました。
はじめて かめをみた こねこは、

🐈

ポン！とかめを たたいてみました。

いたずらこねこ
バーナディン クック／ぶん レミイ チャーリップ／え
まさき るりこ／やく 福音館書店(外国絵本シ)
※3 さいくらい～

いたずらねこの ラルフは、いつも
かぞく

家族を こまらせてばかり。だけど、
セイラは ラルフが だいすきでした。

あくたれラルフ
ジャック ガントス／さく
ニコール ルーベル／え
いしい ももこ／やく
童話館出版(外国絵本ル) ※4 さいくらい～

こねこたちの ところへ
いっぴきの こいぬが やってきて、
いっしょに あそんでいましたが･･･。

きみもこねこなの?
エズラ･ジャック･キーツ／作･絵
徳間書店(外国絵本キ)
※4 さいくらい～

当麻 ゆか／訳

これは モップ？おもち？おまんじゅう？
いいえ、だいたい、ほとんど ねこなんです。

ねこです。
北村 裕花／作 講談社
※4 さいくらい～

(日本絵本キ)

🐈

にんげんが でかけて、
ねこは るすばんの あいだ、
なにを しているか しってる？

ねこはるすばん
町田 尚子／作 ほるぷ出版
(日本絵本マ) ※小学校低学年～

じゅうにし

どし

十二支に「ネコ年」が
ないのは どうしてだろう？

十二支のはじまり
高谷 まちこ／ぶんとえ
ハッピーオウル社
(日本絵本タ)
※4 さいくらい～

ねこのつっきーと カラスのカーコは
あか

赤ちゃんのときから いつもいっしょ。
あるひ、つっきーは カーコの
くさはら

たからものを草原に おとしてしまいました。

つっきーとカーコのたからもの
おくはら ゆめ／作 佼成出版社
(913 オ) ※小学校低学年～

にんげん

か

ネコって いつから人間に 飼われているの？
からだには どんなふしぎが あるの？
ほん

ネコの ひみつが わかる本。
。
なぜ?どうして?
ペットのなぞにせまる 1
ネコのタクシーは、
の

ネコを乗せたり、ケーキをはこんだり、
お

どろぼうを追いかけたり…。
トムのタクシーは だいかつやく！

ネコのタクシー
南部 和也／さく さとう あや／え
福音館書店(913 ナ) ※小学校低学年～

にゃんともいえない!
ネコのふしぎ
小野寺 佑紀／著 今泉 忠明／監修
ミネルヴァ書房(645 オ) ※小学校中学年～

としょかんにおいでよ！
あかちゃんおはなし会

大きい子むけおはなし会

小さい子むけおはなし会

1 月 7 日(木)※ 2 月 4 日(木)※
①10:30～10:50 ②11:00～11:20

(4 歳くらい～)

(2・3 歳くらい～)

1 月 10 日(日) ・24 日(日)

③15:00～15:20

2 月 7 日(日)※・21 日(日)

2 月 11 日(木)・25 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

※

※

1 月 14 日(木)※・28 日(木)※

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

←メールの方はこちら

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

※長崎市の「市主催イベント等の取扱いについて(令和 3 年 1 月 5 日付)」に基づき、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

「つ・つー」→ かさぶた
「だけん」→だから
つ から ち の でた…

おおむら

さ

せ

ぼ

ごとう

だけん さわらんほうが
よかって ゆったとに…

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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