ｖ

くつくつ あるいた
ぱたぱた とんとん
さんぽに おでかけだ！

おかあさんは かおるに
あたらしいくつを くれました。
でも、くつがよごれそうで、

くつくつあるけ

なかなか はくことが できません。

林 明子／さく
福音館書店(赤ちゃん絵本ハ)
※1 さいくらい～

わたしのくつ
柴田 愛子／文

まるやま あやこ／絵
ポプラ社(日本絵本マ)
※4 さいくらい～

あるまちの くつやが、りっぱな くつを
つくりました。
あんまり みんなが ほめるので、

ずかん世界のくつ･はきもの

くつは うぬぼれやに

見ながら学習調べてなっとく

なってしまいました。

鈴木 絵美留／監修

おうさまのくつ
ヘレン･ビル／文 ルイス･スロボドキン／絵
こみや ゆう／訳
瑞雲舎(外国絵本ス)
※5 さいくらい～

フランスのサボ、モロッコのバブーシュ、
にほん

日本のぞうり…。
と

ち

ひと

く

くつは、その土地の人の暮らしに
あ

合うように いろんなくふうを しているんだよ。

技術評論社(383 ズ)
※小学校中学年～

だるまちゃんと とらのこちゃんは、
どろの えのぐと つちの ペンキを
つくって、とらのまちに きれいな
もようを たくさん かきました。

だるまちゃんととらのこちゃん
加古 里子／さく え
福音館書店(日本絵本カ)
※3 さいくらい～

パパトラは、ママトラとコトラと
はなれてくらし、いつもふたりを
やさしく みまもっています。

パパトラ
平田 昌広／文

きむら ゆういち／絵
アリス館(日本絵本キ)
※4 さいくらい～

とらさんが ねむっています。
おこさないように そーっとそーっと
じゅんびして…。

とらさんおねがいおきないで
ブリッタ･テッケントラップ／作･絵
ひさかたチャイルド(外国絵本テ)
※4 さいくらい～

木坂 涼／訳

ライオンが とこやで たてがみを
きって もらっていました。
しかし、ねむってしまい、
めをさますと？

とこやにいったライオン
サトシン／作 おくはら ゆめ／絵
教育画劇(日本絵本オ)
※4 さいくらい～

むかし、とらは、えものをとるのが
へたで ほかの どうぶつから
からかわれていました。
そこで、ねこに えものの とりかたを
おしえてもらうことにします。

むかしむかしとらとねこは…
中国のむかし話より
大島 英太郎／文 絵
福音館書店(外国絵本オ)
※5 さいくらい～

やまおくから おりてきた
おおきなとらは、ほしがきを
つよくて おそろしいやつだと
かんちがいします。

とらとほしがき
げつ

あかちゃんトラは、うまれて 18 か月が
すぎると、おかあさんと はなれて
い

ひとりで生きていくんだって。

韓国のむかしばなし
パク ジェヒョン／再話 絵
おおたけ きよみ／訳
光村教育図書(外国絵本パ)
※5 さいくらい～

どうぶつのおやこ
パノラマ写真絵本 4
チェ ジェチョン／監修 ユン ヘジョン／訳
小宮 輝之／日本語版監修
岩崎書店(489 ド)
※小学校低学年～

トラちゃんは、おかあさんに
まち

ないしょで 町へ いくことにします。
がっこう

そして、学校に はいると
つくえ

うえ

机 の上でねむってしまいました。

トラの子トラちゃん学校へいく
鄭 淵潔／作

ヒロが、いもうとの アイちゃんの
かお

ベッドに トラの顔をかくと、
なんと トラが とびだしてきた！

トラベッド
角野 栄子／さく スズキ コージ／え
福音館書店(913 カ)
※小学校低学年～

王 敏／訳

はまだ ようこ／絵
金の星社(923 テ)
※小学校低学年～

としょかんにおいでよ！

としょかん

やす

★図書館のお休み★
ぞうしょてんけん

ねんまつ ね ん し

やす

蔵書点検と年末年始のためお休みします。
12 月 9 日（木）～12 月 14 日（火）
12 月 28 日（火）～1 月 4 日（火）

小さい子むけおはなし会
11 月 11 日（木）・25 日（木）

(2・3 歳くらい～)
12 月 16 日（木）・23 日（木）

11：00～11：30

あかちゃんおはなし会
11 月 4 日(木) 12 月 2 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

(4 歳くらい～)

11 月 7 日（日）・21 日（日）

12 月 5 日（日）・26 日（日）

※要申込・各回 20 名まで

15：00～15：30

こどもとしょかんカウンターまたは
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

←メールの方はこちら

・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

ながさきのことば
つかってみらんね

「あた」→ いたずら
「おーじょーする」→こまったことになる
あたばっかして！
おーじょーするばい！

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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