
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

場所

内容

5月1日(日) ※１ ５月７日（土） 5月18日(水)

6月5日(日) 6月1日(水) 6月15日(水)

5月21日(土) ※２ ５月２８日（土） 5月7日(土)

6月18日(土) ※２ ６月２５日（土） 6月4日(土)

おはなしかい

おはなしのへや

　　※２　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

　　※１　子どもの読書週間記念行事　わくわく！コラボおはなし会「人形劇×えほん」　１４：００～１４：４５

あっぷっぷ
あたらしくはいったこどもの本

２０１６年５月号

５月～６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 おおきなでんしゃ 座二郎　作 あかね書房
E さかさまさかさ ピーター　ニューエル　作 亜紀書房
E ことりのおそうしき マーガレット　ワイズ　ブラウン　文 あすなろ書房
E のっぽのスイブル１５５ こもり　まこと　作 偕成社
E 映画ひつじのショーン バック・トゥ・ザ・ホーム ティミーまちへいく アードマン　アニメーションズ　原作 金の星社
E ロベルトのてがみ マリー　ホール　エッツ　作 好学社
E くつあらいましょう くすのき　しげのり　作 廣済堂あかつき
E あったかいな くすのき　しげのり　作 廣済堂あかつき
E ピノキオ 斉藤　洋　文 講談社
E うどん対ラーメン 田中　六大　作 講談社
E クルツのごきげんしゃしんかん 加藤　晶子　作 講談社
E えほん七十二候 白井　明大　作 講談社
E さいごのひみつ いとう　ひろし　作 小学館
E まめまきバス 藤本　ともひこ　作　絵 鈴木出版
E まーだだよ 間部　香代　作 鈴木出版
E グーグースースー ジョヴァンナ　ゾーボリ　ぶん そうえん社
E じてんしゃギルリギルリ 角野　栄子　さく そうえん社
E たんぽぽはたんぽぽ おくはら　ゆめ　作 大日本図書
E おかんとおとん 平田　昌広　ぶん 大日本図書
E チョコたろう 森　絵都　ぶん 童心社
E すききらい、とんでいけ！もぐもぐマシーン イローナ　ラメルティンク　文 西村書店
E こいぬをむかえに 筒井　頼子　文 福音館書店
E おじょらぽん はせがわ　せつこ　文 福音館書店
E あーそーぼ やぎゅう　まちこ　さく 福音館書店
E かくれんぼ 池　貴巳子　文　絵 福音館書店
E 干したから… 森枝　卓士　写真　文 フレーベル館
E ヨクネルとひな ＬＥＥ　文 ブロンズ新社
E よるのさかなやさん 穂高　順也　文 文溪堂

《《  えほん　        　　 》》
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E おはなをあげる ジョナルノ　ローソン　作 ポプラ社
E ネコリンピック ますだ　みり　さく ミシマ社
E プリンちゃんとブラウニーとうさん なかがわ　ちひろ　ぶん 理論社
E 夜の神社の森のなか 大野　隆介　作 ロクリン社

F-ｱﾝ 迷いクジラの子守歌 安東　みきえ　著 ＰＨＰ研究所
F-ｵｲ おいしい１時間 日本児童文学者協会　編 偕成社
F-ｶｼ モンスター・ホテルでピクニック 柏葉　幸子　作 小峰書店
F-ｶｾﾞ 氷の上のプリンセス　夢への強化合宿 風野　潮　作 講談社
F-ｶﾝ はいくしょうてんがい 苅田　澄子　作 偕成社
F-ｷｴ 消えた１日をさがして 日本児童文学者協会　編 偕成社
F-ｸﾐ 白雪姫と黒の女王 グリム兄弟　原作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
F-ｺﾞﾌ ５分間の物語 日本児童文学者協会　編 偕成社
F-ｼﾕ 春風亭一之輔のおもしろ落語入門 春風亭　一之輔　落語 小学館
F-ｽﾐ 消えた美少女は知っている 住滝　良　文 講談社
F-ｽﾐ 妖怪パソコンは知っている 住滝　良　文 講談社
F-ｿｳ ２年Ａ組探偵局　ぼくらのロンドン怪盗事件 宗田　理　作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
F-ﾀｳ 探偵チームＫＺ事件ノート 田浦　智美　文 講談社
F-ﾀｶ マーサとリーサ　１ たかおか　ゆみこ　作　絵 岩崎書店
F-ﾀｶ ケンガイにっ！ 高森　美由紀　作 フレーベル館
F-ﾂｸ パティシエ☆すばる ウエディングケーキ大作戦！ つくも　ようこ　作 講談社
F-ﾄﾐ オバケ屋敷にお引っ越し 富安　陽子　作 ひさかたチャイルド

F-ﾄﾐ 天と地の方程式　３ 富安　陽子　著 講談社
F-ﾊﾂ 初恋リアル 香坂　直　ほか著 講談社
F-ﾐﾔ ななこ姉ちゃん 宮崎　貞夫　作 学研プラス

N-ｱﾛ アーロと少年 スーザン　フランシス　作 偕成社
N-ｵｼ お静かに、父が昼寝しております 母袋　夏生　編訳 岩波書店
N-ｼﾞﾖ 賢女ひきいる魔法の旅は ダイアナ　ウィン　ジョーンズ　作 徳間書店
N-ｾﾞﾅ バイバイ、わたしの９さい！ ヴァレリー　ゼナッティ　作 文研出版

《《  日本のおはなし　　 》》

《《  外国のおはなし　　 》》
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N-ﾀｲ はじまりのとき タィン＝ハ　ライ　作 鈴木出版
N-ﾃﾞｲ エベレスト・ファイル マット　ディキンソン　作 小学館
N-ﾃﾞｲ ワンダ＊ラ　１ トニー　ディテルリッジ　作 文溪堂
N-ﾃﾞｲ クマと家出した少年 ニコラ　デイビス　文 さ・え・ら書房
N-ﾊﾄﾞ ヒックとドラゴン　１１ ヒック　ホレンダス　ハドック三世　作 小峰書店
N-ﾌﾞｽ 霧のなかの白い犬 アン　ブース　著 あかね書房
N-ﾌﾗ アラルエン戦記　８ ジョン　フラナガン　作 岩崎書店
N-ﾏﾙ まるごとごくり！ シンシア　ジェイムソン　再話 大日本図書
N-ﾛﾌ ドリトル先生と秘密の湖　上，下　新訳 ヒュー　ロフティング　作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

01 図書館のひみつ 高田　高史　監修 ＰＨＰ研究所
01 手をつなごうよ 松居　友　著 彩流社
28 世界の国旗 シャスタインターナショナル　編 シャスタインターナショナル

29 南極のスコット大佐とシャクルトン 佐々木　マキ　作 福音館書店
33 ビジュアル日本のお金の歴史　明治時代～現代 草野　正裕　著 ゆまに書房
33 お金さえあればいい？ 浜　矩子　著 クレヨンハウス
36 おばあちゃん、おじいちゃんを知る本　４ 江頭　恵子　文 大月書店
38 だれが幸運をつかむのか 山　泰幸　著 筑摩書房
38 おしりをふく話 斎藤　たま　文 福音館書店
46 ミクロワールド大図鑑　ミクロの世界を探検しよう 宮澤　七郎　監修 小峰書店
46 小さなプランクトンの大きな世界 小田部　家邦　文 福音館書店
47 はっけんずかんしょくぶつ 須田　研司　監修 学研教育出版
47 サクラの絵本 勝木　俊雄　編 農山漁村文化協会
47 カラスウリ 藤丸　篤夫　しゃしん そうえん社
480 はっけんずかんどうぶつ　改訂版 今泉　忠明　監修 学研教育出版
487 ウナギのいる川いない川 内山　りゅう　著 ポプラ社
488 ツバメ観察記 孝森　まさひで　文　写真 福音館書店
49 こだわりからぬけられないの アミタ　ジャッシー　著 大月書店
49 チックはわざとじゃないんだ マル　レスター　著 大月書店
49 笑う免疫学 藤田　紘一郎　著 筑摩書房

《《  ちしきの本    　　   》》
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49 言葉がすらすらでないんだ スー　コトレル　著 大月書店
49 食べるのがこわい ブライアン　ラスク　著 大月書店
49 義足でかがやく 城島　充　著 講談社
50 企業内職人図鑑　８ こどもくらぶ　編 同友館
53 しんかんせんとっきゅうでんしゃ３００ 講談社
53 はっけんずかんのりもの　改訂版 西片　拓史　絵 学研プラス
53 はたらくじどう車 元浦　年康　監修 あかね書房
53 自転車ものがたり 高頭　祥八　文　絵 福音館書店
54 ＬＥＤのひみつ 谷　豊　漫画 学研プラス出版コミュニケーション室

62 くだものノート いわさ　ゆうこ　作 文化学園文化出版局

65 木と日本人　３ ゆのき　ようこ　監修　文 理論社
65 わたしは樹木のお医者さん 石井　誠治　著 くもん出版
72 骨からえがく！恐竜スケッチ 荒木　一成　著 童心社
72 かわいくかけちゃう！カンタンまんがレッスンＢＯＯＫ 日本マンガ塾　監修 金の星社
75 紙ひこうきクラフトスクール　レベル３ クリストファー　Ｌ．ハーボ　著 ほるぷ出版
911 大人になるまでに読みたい１５歳の短歌・俳句・川柳　３ ゆまに書房

C かおりちゃんのマフラー 内田　麟太郎　脚本 童心社
C だれかさん、だあれ？ やすい　すえこ　脚本 童心社

《《  かみしばい     　　  》》
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