
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

5月7日(日) 5月10日(水) 5月17日(水)

6月4日(日) 6月7日(水) 6月21日(水)

5月20日(土) ※　5月27日(土) 5月6日(土)

6月17日(土) ※　6月24日(土) 6月3日(土)

※　東宇治図書館おはなしのへやのみ、午前１１時～１１時３０分になります

おはなしのへや

中央図書館 東宇治図書館

あっぷっぷ
あたらしくはいったこどもの本

２０１７年５月号

おはなしかい

西宇治図書館

５月～６月のおはなしかい・おはなしのへや　　　　　　　　　　午後３時３０分～４時



分類 書名 著者名 出版社

E とのさま１ねんせい 長野　ヒデ子　作　絵 あすなろ書房
E なにたべているのかな？ とよた　かずひこ　著 アリス館
E したじきくんとなかまたち 二宮　由紀子　作 アリス館
E おぼろ月のおさんぽ ウォルター　デ　ラ　メア　詩 岩崎書店
E どれがいちばんすき？ ジェイムズ　スティーブンソン　作 岩波書店
E こうえん ジェイムズ　スティーブンソン　作 岩波書店
E タコさんトコトコどこいくの？ ｔｕｐｅｒａ　ｔｕｐｅｒａ　さく 絵本館
E おおきくなあれ あべ　弘士　作 絵本館
E きたきつねとしろふくろうたすけあう 手島　圭三郎　絵　文 絵本塾出版
E はらぺこあおむし　英語でもよめる エリック　カール　さく 偕成社
E はじめまして 近藤　薫美子　作　絵 偕成社
E たべものえほん　〔１〕 古川　正和　さく　こうせい 偕成社
E トムとジェリーのドッキリ迷路 保田　克史　作画 河出書房新社
E トムとジェリーのそらとぶ迷路 鈴木　みのる　作画 河出書房新社
E トムとジェリーのＡＢＣの迷路 鈴木　みのる　作画 河出書房新社
E トムとジェリーのグリムおはなし迷路 大河原　一樹　作画 河出書房新社
E おやすみ イョルク　ミューレ　さく キーステージ２１
E ＡＢＣのえほん いもと　ようこ　さく　え 金の星社
E セロひきのゴーシュ 宮沢　賢治　作 金の星社
E きつねのきんた かこ　さとし　作 金の星社
E こりすのおかあさん 浜田　広介　作 金の星社
E ぼくのおじいちゃん カタリーナ　ソブラル　さく ＫＴＣ中央出版
E ふ・ふ・ふ 梅田　さとえ　さく 廣済堂あかつき
E ぱーおーぽのうた きくち　ちき　作　絵 佼成出版社
E はるかぜさんぽ えがしら　みちこ　作 講談社
E 芭蕉さん 松尾　芭蕉　俳句 講談社
E くまさん まど　みちお　詩 こぐま社
E いろいろいっぱい ニコラ　デイビス　文 ゴブリン書房

《《  えほん　        　　 》》
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E きょうりゅうたちがけんかした ジェイン　ヨーレン　文 小峰書店
E ちっちゃなミッケ！　クリスマスがいっぱい ジーン　マルゾーロ　文 小学館
E ちっちゃなミッケ！　うさぎがいっぱい ジーン　マルゾーロ　文 小学館
E 日本の神話古事記えほん　４ 三浦　佑之　監修 小学館
E ぼくとばく 鈴木　のりたけ　作 小学館
E おやおやおやつなにしてる？ 織田　道代　作 鈴木出版
E どんぐりにんじゃとたいほう 浅沼　とおる　作　絵 鈴木出版
E きょうのおやつはなんだろな？ ふじもと　のりこ　作　絵 鈴木出版
E ミツバチぎんのおくりもの 西本　鶏介　作 鈴木出版
E ドームがたり アーサー　ビナード　作 玉川大学出版部
E あかりちゃんのつうがくろ うるしばら　ともよし　ぶん ＤＩＮＯ  ＢＯＸ
E ノボルくんとフラミンゴのつえ 昼田　弥子　作 童心社
E いそいでおでかけ 五味　太郎　さく 童心社
E わたり鳥 鈴木　まもる　作　絵 童心社
E おさるのこうすけ 武田　美穂　作　絵 童心社
E ゆうかんな３びきとこわいこわいかいぶつ スティーブ　アントニー　作　絵 徳間書店
E 赤ちゃんにおくる絵本　２ とだ　こうしろう　作　絵 戸田デザイン研究室

E やさいのがっこう ピーマンくんゆめをみる なかや　みわ　さく 白泉社
E たべてみたい！ いしい　ひろし　著 白泉社
E みんなそれぞれ ｔｕｐｅｒａ　ｔｕｐｅｒａ　作　絵 ＰＨＰ研究所
E ちかしつのなかで 横須賀　香　作 ＢＬ出版
E てのりにんじゃ 山田　マチ　作 ひさかたチャイルド

E トコトコとこちゃん 真木　文絵　文 ひさかたチャイルド

E みどりの町をつくろう アラン　ドラモンド　さく 福音館書店
E きんのつののしか 宮川　やすえ　再話 復刊ドットコム
E ゆきのなかのりんご フェリドゥン　オラル　文　絵 復刊ドットコム
E くろねこトミイ 神沢　利子　作 復刊ドットコム
E カエルのえいゆうサー・リリパッド アンナ　ケンプ　作 フレーベル館
E 魚がすいすい ｔｕｐｅｒａ　ｔｕｐｅｒａ　著 ブロンズ新社
E どこどこハート ｔｕｐｅｒａ　ｔｕｐｅｒａ　著 ブロンズ新社
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E あかちゃん ｔｕｐｅｒａ　ｔｕｐｅｒａ　作 ブロンズ新社
E かめんやさん まきうち　れいみ　文 文芸社
E ボクにはたん生日が２回ある 小野寺　美樹　作 文芸社
E ３日ずつのおくりもの レミ　クルジョン　作 文溪堂
E よるのようふくやさん 穂高　順也　文 文溪堂
E からだ♥あいうえお 中川　ひろたか　文 保育社
E 冒険！発見！大迷路巨大昆虫の島 原　裕朗　作　絵 ポプラ社
E まねまねおおかみ みやにし　たつや　作　絵 ポプラ社
E へたなんよ ひこ　田中　文 光村教育図書
E 雲のような八哥鳥 白　冰　文 ワールドライブラリー

F-ｱﾀ 頭のいい子を育てる日本のおはなしハンディタイプ 主婦の友社　編 主婦の友社
F-ｱﾗ カナと魔法の指輪 新高　なみ　著 クリエイティブメディア出版

F-ｱﾝ 魔法の庭の宝石のたまご あんびる　やすこ　作　絵 ポプラ社
F-ｲｹ 妖界ナビ・ルナ　１ 池田　美代子　作 講談社
F-ｶｵ モデルに聞いたこわい話　いじめ編 カオル　作 学研パブリッシング

F-ｶｾﾞ 氷の上のプリンセス　シンデレラの願い 風野　潮　作 講談社
F-ｶﾈ 真景累ケ淵 金原　瑞人　著 岩崎書店
F-ｸﾒ 言葉屋　２ 久米　絵美里　作 朝日学生新聞社
F-ｸﾒ 言葉屋　３ 久米　絵美里　作 朝日学生新聞社
F-ｺﾊﾞ 未来への扉 小林　深雪　著 講談社
F-ｻｲ こうえんのおばけずかん 斉藤　洋　作 講談社
F-ｾｲ 大林くんへの手紙 せいの　あつこ　著 ＰＨＰ研究所
F-ﾀﾁ 銀杏堂 橘　春香　作　絵 偕成社
F-ﾂﾁ 妖怪いじわるシャンプー 土屋　富士夫　作　絵 ＰＨＰ研究所
F-ﾄﾐ オバケとキツネの術くらべ 富安　陽子　作 ひさかたチャイルド

F-ﾅｷﾞ ドラキュラの町で、二人は 名木田　恵子　作 講談社
F-ﾅﾝ ネコの家庭教師 南部　和也　さく 福音館書店

F-ﾊﾔ 都会
ま ち

のトム＆ソーヤ　１４下 はやみね　かおる　著 講談社

F-ﾋﾛ ふしぎ駄菓子屋銭天堂　７ 廣嶋　玲子　作 偕成社

《《  日本のおはなし　　 》》
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F-ﾌﾅ 仰げば尊し　美崎高校吹奏楽部のファンファーレ いずみ　吉紘　脚本 学研プラス
F-ﾏﾂ パスワード学校の怪談 松原　秀行　作 講談社
F-ﾐﾔ すきなじかん きらいなじかん 宮下　すずか　作 くもん出版
F-ﾓﾓ ５秒後に意外な結末 桃戸　ハル　編著 学研プラス
F-ﾔﾂ 明日のひこうき雲 八束　澄子　著 ポプラ社
F-ﾔﾏ キャプテン ちば　あきお　原作 学研プラス
F-ﾖｼ ライバル・オン・アイス　３ 吉野　万理子　作 講談社

N-ｱﾙ わたしたちが自由になるまえ フーリア　アルバレス　著 ゴブリン書房
N-ｳｵ １００時間の夜 アンナ　ウォルツ　作 フレーベル館
N-ｸﾞﾘ ウィル・グレイソン、ウィル・グレイソン ジョン　グリーン　作 岩波書店
N-ｼﾕ 犬とおばあさんのちえくらべ アニー　Ｍ．Ｇ．シュミット　作 徳間書店
N-ｽﾛ ノラのボクが、家ネコになるまで ヤスミン　スロヴェック　作 文研出版
N-ｾｺ ありづかのフェルダ オンドジェイ　セコラ　さく　え 福音館書店
N-ｾｼﾞ エルフとレーブンのふしぎな冒険　５ マーカス　セジウィック　著 学研プラス
N-ｾﾂ カンヴァスの向こう側　続 フィン　セッテホルム　著 評論社
N-ﾋﾟﾂ あたしのクオレ　上，下 ビアンカ　ピッツォルノ　作 岩波書店
N-ﾌﾗ アラルエン戦記　１０ ジョン　フラナガン　作 岩崎書店
N-ﾌﾞﾚ メディチ家の紋章　上，下 テリーザ　ブレスリン　作 小峰書店
N-ﾍﾟﾂ ３つ数えて走りだせ エリック　ペッサン　著 あすなろ書房
N-ﾏｲ たんけんクラブ シークレット・スリー ミルドレッド　マイリック　ぶん 大日本図書
N-ﾓｱ モアナと伝説の海 スーザン　フランシス　作 偕成社
N-ﾛﾋﾞ メリーメリーおとまりにでかける ジョーン　Ｇ．ロビンソン　作　絵 岩波書店

14 超訳こども「アドラーの言葉」 齋藤　孝　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
15 自信の育て方 藤　美沖　マンガ　イラスト 旺文社
28 ｉＰＳ細胞を発見！山中伸弥物語 上坂　和美　著 ＰＨＰ研究所
28 １３歳からの夏目漱石 小森　陽一　著 かもがわ出版
28 ニュートリノの謎を解いた梶田隆章物語 山本　省三　著 ＰＨＰ研究所
28 甘くてかわいいお菓子の仕事 ＫＵＮＩＫＡ　著 河出書房新社

《《  外国のおはなし　　 》》

《《  ちしきの本    　　   》》
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28 ナビラとマララ 宮田　律　著 講談社
31 平和への願いも新たに　平成２８年度 宇治市平和都市推進協議会　編 宇治市平和都市推進協議会

32 弁護士のひみつ おがた　たかはる　漫画 学研プラスメディアビジネス部コンテンツ営業室

36 知ろう！防ごう！自然災害　１　増補改訂版 佐藤　隆雄　監修 岩崎書店
36 知ろう！防ごう！自然災害　２，３ 佐藤　隆雄　監修 岩崎書店
36 職場体験完全ガイド　１～５０ ポプラ社
37 勉強が好きになる 入江　久絵　マンガ　イラスト 旺文社
38 １３歳からのマナーのきほん５０ アントラム栢木利美　著 海竜社
41 かずの冒険　野山編 香川　元太郎　作　絵 小学館
41 かずの冒険　海編 香川　元太郎　作　絵 小学館
41 かずの冒険　空編 香川　元太郎　作　絵 小学館
41 かずの冒険　地底編 香川　元太郎　作　絵 小学館
41 数字に強くなる 関　和之　マンガ　イラスト 旺文社
45 知っておきたい日本の火山図鑑 林　信太郎　監修　著 小峰書店
47 根っこのえほん　５ 根研究学会　協力 大月書店
47 さくら研究ノート 近田　文弘　著 偕成社
480 最強の生物 成島　悦雄　監修 ポプラ社
481 みつけてごらん！うみのかくれんぼ 吉野　雄輔　しゃしん あかね書房
49 いのちつぐ「みとりびと」　１０ 國森　康弘　写真　文 農山漁村文化協会
50 ややっ、ひらめいた！奇想天外発明百科 マウゴジャタ　ミチェルスカ　文 徳間書店
51 考えよう！地球環境身近なことからエコ活動　１～５ 環境情報普及センター　監修 金の星社
51 日本のインフラ　３ 伊藤　毅　監修 ほるぷ出版
52 きれいな空気のひみつ 出口　由美子　漫画 学研プラス出版
52 窓のひみつ 松野　千歌　漫画 学研プラスメディアビジネス部コンテンツ営業室

53 新しいのりものいっぱい図鑑 井上　廣和　監修 チャイルド本社
53 宇宙からのことば 毛利　衛　文 学研プラス
53 ぶつからないクルマのひみつ 山口　育孝　漫画 学研プラスメディアビジネス部コンテンツ営業室

53 車いすはともだち 城島　充　著 講談社
61 すがたをかえるたべものしゃしんえほん　１５ 宮崎　祥子　構成　文 岩崎書店
62 調べてなるほど！果物のかたち 柳原　明彦　絵と文 保育社
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68 鉄道会社ここが知りたい！ 久松　ゆのみ　まんが 文藝春秋企画出版部

75 いしばしなおこのきせかえ折り紙あそび いしばし　なおこ　著 ブティック社
75 音が出るおもちゃ＆楽器あそび 吉田　未希子　著 いかだ社
79 勝つ！百人一首「競技かるた」完全マスター 岸田　諭　監修 メイツ出版
79 めざせ名探偵激ムズ推理クイズ 大西　憲司　作 ポプラ社
79 ワクワクお花屋さん気分 今野　政代　著 六耀社
79 おはじき 東京おもちゃ美術館　監修　文 文溪堂
80 使って覚える記号図鑑 白鳥　敬　著 誠文堂新光社
81 方言萌え！？ 田中　ゆかり　著 岩波書店
908 頭のいい子を育てる世界のおはなしハンディタイプ 主婦の友社　編 主婦の友社
912 仮名手本忠臣蔵 石崎　洋司　著 岩崎書店
932 ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅 Ｊ．Ｋ．ローリング　著 静山社

F-ｸﾗ ペガサスの翼　１～６ 倉橋　燿子　作 講談社
N-ﾗ 三国志　４～７ 羅　貫中　原作 講談社

《《  大きなもじの本　　 》》
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