ゆうちゃんは、みきさーしゃの おなかに
はちみつ、たまご、ぎゅうにゅう、
くだもの、ゆきを いれました。

やまからきたぺんぎん
佐々木 マキ／作
フレーベル館 (日本絵本サ)
※4 さいくらい～

ごろごろ まわしながら いくと…。

ゆうちゃんのみきさーしゃ
村上 祐子／さく 片山 健／え
福音館書店(日本絵本カ)
※3 さいくらい～

やまおくに すむ ぺんぎんは、
かきごおりを たべたことが ありません。
そこで、かきごおりを たべに
へんそうして まちへ でかけました。

かき氷 天然氷をつくる
細島 雅代／写真

伊地知 英信／文
岩崎書店(588 ホ)
※小学 3 年生くらい～

あつい ひには、
アイス・パーティを しよう！
ジュースやおかし、くだもの、おはな、
なんでも こおらせてみよう。

ばばばあちゃんのアイス･パーティ
さとう わきこ／作
福音館書店(ちしき絵本 59 サ)
※4 さいくらい～

しぜん

ちから

自然の 力 を かり、
て

ま

てんねんごおり

たくさんの 手間をかけて つくられる 天然 氷 。
てんねんごおり

ごおり

天然 氷 でつくるかき 氷 は つめたいけれど、
た

き

も

食べたら あったかい気持ちになるんだ。

ふねにのって
ふねなのね かわなのね。
すいすいすい。
わにも いっしょに ぼうけんだ。

ふねなのね
中川 ひろたか／ぶん 100%Orange／え
ブロンズ新社(赤ちゃん絵本ヒ)
※1 さいくらい～

ガンピーさんは ふねにのって おでかけです。
すると、こどもたちと どうぶつたちが
「いっしょに つれてって」と
つぎつぎに ふねに のりこんできました。

ガンピーさんのふなあそび
ジョン･バーニンガム／さく

みつよし なつや／やく
ほるぷ出版(外国絵本バ)
※3 さいくらい～

ふなのりに なりたいチムは、
ふねに こっそり のりこんで、
たくさん しごとを てつだいました。
だけど、あらしが やってきて…。

チムとゆうかんなせんちょうさん
エドワード アーディゾーニ／さく
福音館書店(外国絵本ア)
※5 さいくらい～

せた ていじ／やく

ネコナ・デールせんちょうは
ねこを なでる。
その けなみは いろいろなことを

ネコナ･デール船長

おしえてくれます。

おくはら ゆめ／作 絵
イースト･プレス(日本絵本オ)
※4 さいくらい～

ひ

はな

せんちょう

ある日、へびに 話しかけられた 船 長 は、
ふね

あたらしい船を つくり、へびと 12 人の
ふな

みなと

船のりを のせて 港 を でました。

ヘビと船長
フランス･バスクのむかしばなし
ふしみ みさを／文 ポール･コックス／絵
BL 出版(外国絵本コ)
※小学 1 年生くらい～

せんちょう

ごう

ネコが だいすきな ネコ 船 長 は、カルロッタ号に
にし

ふね

だ

たくさんの ネコを のせて 西へ船を出しました。
ちい

じょうおう

すると、小さな 女 王 さまが おさめている
ちい

しま

小さな島に つきました。

ネコがすきな船長のおはなし
インガ･ムーア／作･絵 たが きょうこ／訳
徳間書店(外国絵本ム)
※5 さいくらい～
せんちょう

まけずぎらいな シップ 船 長 は、
おとこ

こ

さかなつりの じょうずな 男 の子と、
とんでもない やくそくを してしまいます。

シップ船長とくじら
かどの えいこ／さく オームラ トモコ／え
偕成社(913 カ)
※小学 1 年生くらい～

ぐんかん

なか

軍艦の中って どうなっているの？
わ

ぎ

ふね

なか

輪切りにして、船の中の
にちじょう

日 常 を のぞいてみよう！

帆船軍艦
スティーブン･ビースティー／画
リチャード･プラット／文 宮坂 宏美／訳
あすなろ書房(556 ビ)
※小学 5 年生くらい～

としょかんにおいでよ！
あかちゃんおはなし会
7 月 1 日(木) 8 月 5 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～)

7 月 4 日(日)・18 日（日）

7 月 8 日(木)・22 日(木)

8 月 1 日(日)・22 日(日)

8 月 12 日(木)・26 日(木)

15:00～15:30

11:00～11:30

※要申込・各回 20 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

「のさん」→ たまらない
「けー」→たべなさい
ほら はよ
アイスば けー！

あつくて のさん…

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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