
宇治市中央図書館 　　℡  39-9256
宇治市東宇治図書館 　　℡  39-9182
宇治市西宇治図書館 　　℡  39-9226

ばしょ
ないよう

3月19日(水)

4月6日(日) 4月2日(水) 4月16日(水)

3月22日(土)

4月19日(土) 4月26日(土) 4月5日(土)

おはなしかい

おはなしのへや

東宇治図書館おはなしのへやのみ、１１時～１１時３０分になります

あっぷっぷ
あたらしくはいったこどもの本

２０１４年３月号

３月～４月のおはなしかい・おはなしのへや　　　　　　　　　　３時３０分～４時

中央図書館 東宇治図書館 西宇治図書館



分類 書名 著者名 出版社

E こりすのかくれんぼ 西村　豊　著 あかね書房
E はーい！ みやにし　たつや　著 アリス館
E ぼくのへやのりすくん とりごえ　まり　著 アリス館
E どこにいるかな？ 松橋　利光　著 アリス館
E ペネロペちきゅうがだいすき アン　グットマン　ぶん 岩崎書店
E うぶめ 京極　夏彦　作 岩崎書店
E つくもがみ 京極　夏彦　作 岩崎書店
E うまれたよ！アゲハ 安田　守　写真 岩崎書店
E うまれたよ！カイコ 新開　孝　写真 岩崎書店
E うまれたよ！アリジゴク 安田　守　写真 岩崎書店
E あなたのママはね ケリー　ベネット　ぶん 岩崎書店
E パピプペポーおんがくかい かこ　さとし　作　絵 偕成社
E あかいありのぼうけんえんそく かこ　さとし　作　絵 偕成社
E えをかくかくかく エリック　カール　作 偕成社
E ふわふわパン作り おおで　ゆかこ　絵 河出書房新社
E だあれ？だあれ？ やすい　すえこ　作 金の星社
E さっちゃんのてぶくろ 内田　麟太郎　作 金の星社
E それならいいいえありますよ 澤野　秋文　作 講談社
E ちいさなぬま 井上　コトリ　作 講談社
E 画本風の又三郎 藤城　清治　影絵 講談社
E やまのばんさんかい 井上　洋介　えとぶん 小峰書店
E どーしたどーした 天童　荒太　文 集英社
E つぎのかたどうぞ　しおきちくんのたびにっき 飯野　和好　作 小学館
E いちにちどうぶつ ふくべ　あきひろ　さく ＰＨＰ研究所
E まちにはいろんなかおがいて 佐々木　マキ　文　写真 福音館書店
E ぐるぐるちゃんとふわふわちゃん 長江　青　文　絵 福音館書店
E ぐりとぐら　てんじつきさわるえほん 中川　李枝子　さく 福音館書店
E あみだだだ 谷川　俊太郎　ぶん 福音館書店

《《  えほん　        　　 》》
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E タコラのピアノ やなせ　たかし　作　絵 フレーベル館
E あかいぼうし やなせ　たかし　作　絵 フレーベル館
E ラーメンてんし やなせ　たかし　作　絵 フレーベル館
E あのひのクジラ ベンジー　デイヴィス　作 ブロンズ新社
E いぬくんぼくはいいこだから… きむら　ゆういち　作 ポプラ社
E クリスマスのおばけ せな　けいこ　作　絵 ポプラ社
E しあわせなワニくんかんちがいレストラン 神沢　利子　作 ポプラ社
E はなかっぱおおきくなるぞ～！ あきやま　ただし　著 メディアファクトリー

E はなかっぱアゲルちゃんげんきにな～れ あきやま　ただし　著 メディアファクトリー

E まよなかのかくれんぼ 織茂　恭子　作 リーブル

F-ｱﾏ 忍たま乱太郎　豆をうつすならいの段 尼子　騒兵衛　原作 ポプラ社
F-ｱﾝ ルルとララのクリスマス あんびる　やすこ　作　絵 岩崎書店
F-ｲﾁ 一期一会大好き同士。 マインドウェイブ　キャラクター 学研教育出版
F-ｲﾜ あたらしい子がきて 岩瀬　成子　作 岩崎書店
F-ｵｻﾞ 三びきのたんてい 小沢　正　文 童話館出版
F-ｶﾄﾞ いすおばけぐるぐるんぼー 角野　栄子　作 小峰書店
F-ｺﾊﾞ 泣いてないってば！ 小林　深雪　作 講談社
F-ｻｲ がっこうのおばけずかん 斉藤　洋　作 講談社
F-ｻﾄ 千の種のわたしへ さとう　まきこ　作 偕成社
F-ｿｳ ぼくらのテーマパーク決戦 宗田　理　作 角川書店
F-ｿｳ ふたつのゆびきりげんまん そうま　こうへい　作 小峰書店
F-ﾄﾞｷ ドキドキッズ小学校　１時間目～４時間目 川北　亮司　編 文溪堂
F-ﾄﾖ 電車で行こう！　夢の「スーパーこまち」と雪の寝台特急 豊田　巧　作 集英社
F-ﾆｼ のねずみポップはお天気はかせ 仁科　幸子　作　絵 徳間書店
F-ﾊﾋﾟ ハピネス 小林　深雪　ほか著 講談社
F-ﾌｸ ふたり 福田　隆浩　著 講談社
F-ﾌｼﾞ まじょ子とネコの王子さま 藤　真知子　作 ポプラ社
F-ﾏﾂ パスワード猫耳探偵まどか 松原　秀行　作 講談社
F-ﾏﾊ わからん薬学事始　１ まはら　三桃　著 講談社

《《  日本のおはなし　　 》》
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F-ﾏﾊ ひなまつりのお手紙 まはら　三桃　作 講談社
F-ﾏﾘ たまごっち！　ゆめキラ 〔３〕 万里　アンナ　文 角川書店
F-ﾐﾔ 漢字だいぼうけん 宮下　すずか　さく 偕成社
F-ﾓｶﾞ すすめ！近藤くん 最上　一平　作 ＷＡＶＥ出版
F-ﾜｼ おはなしおおかみブン わしお　としこ　作 リーブル

N-ｶﾞﾄﾞ 透明人間になった男の子のはなし サリー　ガードナー　作 小峰書店
N-ｸﾞﾗ フェリックスとゼルダその後 モーリス　グライツマン　著 あすなろ書房
N-ｸﾞﾘ 少年弁護士セオの事件簿　４ ジョン　グリシャム　作 岩崎書店
N-ｻﾃ サーティーナイン・クルーズ　１５ 小浜　杳　訳 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
N-ｼﾔ ふたつのバレンタインじけん マージョリー　Ｗ．シャーマット　ぶん 大日本図書
N-ｼﾕ 動物と話せる少女リリアーネ　９下巻 タニヤ　シュテーブナー　著 学研教育出版
N-ｽｺ 伝説の双子ソフィー＆ジョシュ マイケル　スコット　著 理論社
N-ﾄﾞｲ さよならのドライブ ロディ　ドイル　作 フレーベル館
N-ﾊﾄﾞ ヒックとドラゴン　１０ ヒック　ホレンダス　ハドック三世　作 小峰書店
N-ﾌﾟﾘ オクサ・ポロック　３ アンヌ　プリショタ　著 西村書店

01 図書館のトリセツ 福本　友美子　著 講談社
03 世界一素朴な質問、宇宙一美しい答え ジェンマ　エルウィン　ハリス　編 河出書房新社
15 社会人になる前に知っておくべき１２カ条 樋口　裕一　著 ＰＨＰ研究所
21 教師と生徒のための日清・日露・太平洋戦争事典 新藤　英晶　著 元就出版社
28 怪盗クイーン公式ファンブック一週間でわかる怪盗の美学 はやみね　かおる　作 講談社
29 どんなところ？小さな国大研究 関　真興　監修 ＰＨＰ研究所
38 大天狗先生の【マルヒ】妖怪学入門 富安　陽子　著 少年写真新聞社
41 さんすうだいすき　３ 遠山　啓　著 日本図書センター
41 読書で身につく！図形のお話 中田　寿幸　監修 実業之日本社
41 読書で身につく！算数のお話 中田　寿幸　監修 実業之日本社
45 これならわかる！クイズ式たのしい恐竜学 福井県立恐竜博物館　編　著 今人舎
45 きょうりゅうが走る たかし　よいち　作 絵本塾出版
45 きょうりゅうも病気になる たかし　よいち　作 絵本塾出版

《《  外国のおはなし　　 》》

《《  ちしきの本    　　   》》
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45 洞くつの世界大探検 庫本　正　著 ＰＨＰ研究所
46 ガラパゴスに木を植える 藤原　幸一　写真　文 岩崎書店
489 ほんとのおおきさ・てがたあしがた図鑑 小宮　輝之　著 学研教育出版
489 ぼくらの街にキリンがやってくる 志茂田　景樹　著 ポプラ社
489 キタキツネのおかあさん 竹田津　実　文　写真 福音館書店
489 キタキツネのおとうさん 竹田津　実　文 福音館書店
489 返そう赤ちゃんゴリラをお母さんに あんず　ゆき　文 文溪堂
53 スーパーワイドブック新幹線・特急 マシマ　レイルウェイ　ピクチャーズ　写真 学研教育出版
53 やさしくわかる放射線 山村　紳一郎　著 誠文堂新光社
55 ずかん武具 小和田　泰経　編 技術評論社
59 うれしい！おかし・デザート さくら　ももこ　原作 金の星社
59 お姫さまお菓子物語 今田　美奈子　著 朝日学生新聞社
62 盆栽えほん 大野　八生　作 あすなろ書房
64 いのちのギフト 日野原　重明　著 小学館
75 伝統工芸ってなに？ 日本工芸会東日本支部　編 芸艸堂
79 羽生善治のこども詰将棋入門 羽生　善治　監修 池田書店
910 香月流！幽雅な相談室 香月　日輪　著 講談社

C 小僧さんの地獄めぐり 諸橋　精光　脚本　画 鈴木出版
《《  かみしばい     　　  》》
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