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3月1日(日) 3月4日(水) 3月18日(水)

4月5日(日) 4月8日(水) 4月15日(水)

3月21日(土) ※　3月28日(土) 3月7日(土)

4月18日(土) ※　4月25日(土) 4月4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

２０１５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 かっぱぬま 武田　美穂　作 あすなろ書房
E ひゃくおくまんのサンタクロース もたい　ひろこ　ぶん アノニマ・スタジオ

E からあげ あおき　ひろえ　作　絵 アリス館
E ママ、あのね 福田　幸広　写真 岩崎書店
E こっちへおいで、あそぼうよ ヴィクトリア　アドラー　ぶん 岩崎書店
E はなちゃんのはやあるきはやあるき 宇部　京子　さく 岩崎書店
E 江戸の子どもちょんまげのひみつ 菊地　ひと美　作 偕成社
E 仙人のおしえ おざわ　としお　再話 くもん出版
E ダンスができないぞうさんですよ モー　ウィレムズ　作 クレヨンハウス
E くしゃみがとまらないのですよ モー　ウィレムズ　作 クレヨンハウス
E おばあちゃんのひなちらし 野村　たかあき　作　絵 佼成出版社
E パンどうぞ 彦坂　有紀　作 講談社
E はじめてのクリスマス 庄野　ナホコ　作 講談社
E びっくりこたつ 新井　洋行　作 講談社
E うめぼしさん かんざわ　としこ　文 こぐま社
E クレヨンしりとり 高氏　雅昭　作　絵 梧桐書院
E めしあがれ 視覚デザイン研究所　さく 視覚デザイン研究所

E どうぶつ グザビエ　ドゥヌ　作 小学館
E のりもの グザビエ　ドゥヌ　作 小学館
E み～んなパンダ 石井　聖岳　作 小学館
E シーモアのともだち ウォルター　ウィック　作 小学館
E 子ヤギがうまれたよ！ 長谷川　知子　ぶん　え 新日本出版社
E このパンなにパン？ ふじもと　のりこ　作　絵 鈴木出版
E オオカミさん、いまなんじ？ デビ　グリオリ　作　絵 鈴木出版
E おばけのたまごにいちゃん あきやま　ただし　作　絵 鈴木出版
E ちいさなワオキツネザルのおはなし オフィーリア　レッドパス　作　絵 徳間書店
E とおくがみえるね、ムーミントロール トーベ　ヤンソン　原作　絵 徳間書店
E ロバのジョジョとおひめさま マイケル　モーパーゴ　文 徳間書店

《《  えほん　        　　 》》
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E マララさんこんにちは ローズマリー　マカーニ－　文 西村書店
E ぽんちんぱん 柿木原　政広　作 福音館書店
E いいないいな かたやま　けん　さく 福音館書店
E ネコのナペレオン・ファミリー 木坂　涼　文 福音館書店
E トヤのひっこし イチンノロブ　ガンバートル　文 福音館書店
E ふうたみちくさ 村上　康成　著 復刊ドットコム
E にげにげにゃんこ ひがし　くんぺい　え　ぶん 復刊ドットコム
E ねこのでんきやスイッチオン 渡辺　有一　作 フレーベル館
E おばあちゃんからライオンをかくすには ヘレン　スティーヴンズ　作 ブロンズ新社
E 七五三すくすくおいわいの日！ ますだ　ゆうこ　作 文溪堂
E サルくんとバナナのゆうえんち 谷口　智則　作　絵 文溪堂
E のはらでまたね はせがわ　さとみ　作 文溪堂
E おおかみだあ！ セドリック　ラマディエ　ぶん ポプラ社
E やきざかなののろい 塚本　やすし　作 ポプラ社

F-ｱｲ ふたりだけの運動会 あいはら　ひろゆき　作 佼成出版社
F-ｲｼ パパはステキな男のおばさん 石井　睦美　文 ＢＬ出版
F-ｲｼ 黒魔女さんが通る！！　ｐａｒｔ１８ 石崎　洋司　作 講談社
F-ｲﾄ マンホールからこんにちは いとう　ひろし　さく 徳間書店
F-ｳﾁ ねこの手かします　ねこじたのまき 内田　麟太郎　作 文研出版
F-ｵﾉ 虫愛づる姫もどき おの　りえん　作 理論社
F-ｵﾓ おもしろい話、集めました。　１～３ 宗田　理　ほか作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
F-ｷﾑ あらしのよるに　完全版 きむら　ゆういち　作 講談社
F-ｸｽ 西郷隆盛は名探偵！！ 楠木　誠一郎　作 講談社
F-ｺｸﾞ サトミちゃんちの１男子　４ こぐれ　京　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
F-ｺﾊﾞ 秘密の花占い 小林　深雪　著 講談社
F-ｻｶﾞ ゆうれい回転ずしたまご焼きのひみつ 佐川　芳枝　作 講談社
F-ｿｳ ぼくらの一日校長 宗田　理　作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
F-ﾀｶ リリコは眠れない 高楼　方子　作 あかね書房
F-ﾄﾐ 妖怪きょうだい学校へ行く 富安　陽子　作 理論社

《《  日本のおはなし　　 》》
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F-ﾄﾐ それいけ！ぼっこくん 富安　陽子　作 偕成社
F-ﾄﾖ 電車で行こう！　ショートトリップ＆トリック！京王線で行く高尾山！！ 豊田　巧　作 集英社
F-ﾊﾗ にんじゃざむらいガムチョコバナナ　００１，００２ 原　ゆたか　さく　え ＫＡＤＯＫＡＷＡ
F-ﾊﾗ かいけつゾロリのクイズ王 原　ゆたか　さく　え ポプラ社
F-ﾋﾛ かぐや姫のおとうと 広瀬　寿子　作 国土社
F-ﾏﾂ ぼくとお兄ちゃんのビックリ大作戦 まつ　みりゅう　作 刈谷市
F-ﾐﾜ 岳ちゃんはロボットじゃない 三輪　裕子　作 佼成出版社
F-ﾓｶﾞ ユッキーとともに 最上　一平　作 佼成出版社

N-ｱﾗ アラビアン・ナイトのおはなし 中川　正文　ぶん のら書店
N-ｵｽﾞ 砂漠のナイチンゲール メアリー　ポープ　オズボーン　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
N-ｷﾆ グレッグのダメ日記 とんでもないよ ジェフ　キニー　作 ポプラ社
N-ｹﾞｽ 動物病院のマリー　１～４ タチアナ　ゲスラー　著 学研教育出版
N-ｻﾃ サーティーナイン・クルーズ　１８ 小浜　杳　訳 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
N-ｼﾞｾﾞ ジゼル ハイネ　原作 講談社
N-ｼﾔ きえた草のなぞ　新装版 マージョリー　Ｗ．シャーマット　ぶん 大日本図書
N-ｽﾄ ふたりのエアリエル ノエル　ストレトフィールド　著 教文館
N-ﾄﾞﾗ 踊る光 トンケ　ドラフト　作 岩波書店
N-ﾊﾃﾞ ぼく、悪い子になっちゃった！ マーガレット　ピーターソン　ハディックス　作 さ・え・ら書房
N-ﾋﾙ アラスカの小さな家族 カークパトリック　ヒル　著 講談社
N-ﾌﾟﾘ オクサ・ポロック　５ アンヌ　プリショタ　著 西村書店
N-ﾍﾞﾝ ヒミツの子ねこ　１～４ スー　ベントレー　作 ポプラ社
N-ﾎﾌﾟ ブロード街の１２日間 デボラ　ホプキンソン　著 あすなろ書房
N-ﾐﾙ 読書マラソン、チャンピオンはだれ？ クラウディア　ミルズ　作 文溪堂
N-ﾓﾝ モンゴルのことばとなぜなぜ話 塩谷　茂樹　編訳　著 大阪大学出版会
N-ﾗﾝ 女海賊の島　上，下 アーサー　ランサム　作 岩波書店
N-ﾘｵ オリンポスの神々と７人の英雄　４ リック　リオーダン　作 ほるぷ出版

14 知ってびっくり！世界のなぞ・ふしぎ物語 並木　伸一郎　監修 学研教育出版
14 あたる！！おもしろ妖怪うらない 章月　綾乃　作 ポプラ社

《《  外国のおはなし　　 》》

《《  ちしきの本    　　   》》
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28 オウリィと呼ばれたころ 佐藤　さとる　作 理論社
28 マララ マララ　ユスフザイ　著 岩崎書店
28 はじめての国旗えほん 永岡書店編集部　編 永岡書店
28 ココ・シャネル 筑摩書房編集部　著 筑摩書房
29 日本全国地名のひみつ 今尾　恵介　監修 ＰＨＰ研究所
32 ニュースに出てくる国際条約じてん　４ 池上　彰　監修 彩流社
32 １０代の憲法な毎日 伊藤　真　著 岩波書店
35 表とグラフを使おう！　１ 渡辺　美智子　監修 汐文社
36 たったひとつの「真実」なんてない 森　達也　著 筑摩書房
37 大学生活の迷い方 蒔田　直子　編著 岩波書店
38 食べているのは生きものだ 森枝　卓士　文　写真 福音館書店
38 １２か月の行事えほん いけずみ　ひろこ　作　絵 ＰＨＰ研究所
44 ここまでわかった！太陽系のなぞ 沼澤　茂美　著 誠文堂新光社
44 地図博士になろう！ 梅澤　真一　監修 ＰＨＰ研究所
480 危険動物との戦い方マニュアル 今泉　忠明　監修　著 実業之日本社
480 未確認生物超謎図鑑 山口　敏太郎　著 永岡書店
482 日本にしかいない生き物図鑑 今泉　忠明　監修 ＰＨＰ研究所
484 深海の超巨大イカ ＮＨＫスペシャル深海プロジェクト取材班　編 新日本出版社
489 キリンのひみつ 池田　菜津美　文 新日本出版社
489 地雷をふんだゾウ 藤原　幸一　写真　文 岩崎書店
49 のぞいてみようウイルス・細菌・真菌図鑑　１ 北元　憲利　著 ミネルヴァ書房
52 大坂城 宮上　茂隆　著 草思社
54 みんな知りたい！ドクターイエローのひみつ 飯田　守　著 講談社
59 はじめてでもかんたん！世界の料理 中津川　かおり　著 国土社
59 ようこそ！理科レストラン　理科ｄｅおやつ 法政大学自然科学センター　監修 文研出版
61 すがたをかえるたべものしゃしんえほん　７ 宮崎　祥子　構成　文 岩崎書店
68 遊園地・テーマパークで働く人たち 橋口　佐紀子　著 ぺりかん社
68 新幹線大百科　第１巻 坂　正博　監修 岩崎書店
77 ジェダイの謎全解明 シャリー　ラスト　編 講談社
77 かんたんステージマジック ステファニー　ターンブル　作 ほるぷ出版
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780 まるわかり！パラリンピック　パラリンピックってなんだろう？ 日本障がい者スポーツ協会　監修 文研出版
783 やろうよサッカー 西川　陽介　著 ベースボール・マガジン社

783 試合で勝てる！小学生の卓球上達のコツ５０ 原田　隆雅　監修 メイツ出版
79 なぞなぞチャレンジ５００問！ 嵩瀬　ひろし　作 大泉書店
79 おしゃれさんの茶道はじめて物語　３ 永井　郁子　著 淡交社
921 漢詩のレッスン 川合　康三　著 岩波書店

C たこたこあがれー すとう　あさえ　脚本 童心社
C まねきねこのたま キム　ファン　脚本 童心社

《《  かみしばい     　　  》》
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