
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6日(日)
赤ちゃんおはなし会０・１・２

※１　５月１６日（水） 5月16日(水)

6月3日(日) 6月6日(水) 6月20日(水)

5月19日(土) ※２　5月26日(土) 5月5日(土)

6月16日(土) ※２　6月23日(土) 6月2日(土)

おはなしかい

おはなしのへや

※１　赤ちゃんおはなし会０・１・２は、午前１０時３０分～１１時になります
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（対象：０～２歳児とその保護者）
※２　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

あっぷっぷ
あたらしくはいったこどもの本

２０１８年５月号

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

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 さとやまさん 工藤　直子　文 アリス館
E たぬきの花よめ道中 最上　一平　作 岩崎書店
E じてんしゃがしゃがしゃ かさい　まり　文 絵本塾出版
E ぱたぱたえほん ｍｉｙａｕｎｉ　さく エンブックス
E ふりかけヘリコプター 石崎　なおこ　作　絵 教育画劇
E しばはま 野村　たかあき　文　絵 教育画劇
E のら犬ボン たじま　ゆきひこ　作 くもん出版
E そらからぼふ～ん 高畠　那生　作 くもん出版
E ちえちゃんのおはじき 山口　節子　作 佼成出版社
E おおきくなったらきみはなんになる？ 藤本　ともひこ　文 講談社
E あかちゃん新社長がやってきた マーラ　フレイジー　作 講談社
E キノキノとポキのふしぎなみ 種村　有希子　さく 講談社
E 桃太郎が語る桃太郎 岡村　優太　絵 高陵社書店
E あいうえおでんしゃじてん くにすえ　たくし　え 視覚デザイン研究所

E ぼくのさがしもの たけうち　ちひろ　文　切り絵 出版ワークス
E くまのこポーロ 前田　まゆみ　さく　え 主婦の友社
E おつかいおねがい！おつかいくん 鈴木　のりたけ　作 小学館
E 種子島ロケット打ち上げ 濱　美由紀　作画 小学館
E はじめてのはじまり 中川　ひろたか　ぶん 小学館
E はるのごほうび 内田　麟太郎　作 鈴木出版
E すぎはらちうね 間部　香代　文 チャイルド本社
E チトくんとにぎやかないちば アティヌーケ　文 徳間書店
E じかんだよー！ さいとう　しのぶ　著 白泉社
E かべのむこうになにがある？ ブリッタ　テッケントラップ　作 ＢＬ出版
E ホッキョクグマ ジェニ　デズモンド　さく ＢＬ出版
E おいしいふくやさん あま～いダンスパーティー のし　さやか　作　絵 ひさかたチャイルド

E たったひとつのドングリが ローラ　Ｍ．シェーファー　ぶん 評論社
E 飛行機しゅっぱつ！ 鎌田　歩　作 福音館書店

《《  えほん　        　　 》》
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E 王さまになった羊飼い 松瀬　七織　再話 福音館書店
E ぜったいいぬをかうからね ローレン　チャイルド　作 フレーベル館
E リサとガスパールのしんがっき アン　グットマン　ぶん ブロンズ新社
E ティモシーとサラかあさんのすきだった木 芭蕉　みどり　作　絵 ポプラ社
E オレ、カエルやめるや デヴ　ペティ　ぶん マイクロマガジン社

F-ｲｹ 劇部ですから！　Ａｃｔ．３ 池田　美代子　作 講談社
F-ｲｼ 二ノ丸くんが調査中　黒目だけの子ども 石川　宏千花　作 偕成社
F-ｲｼ ＤＡＹＳ　３ 石崎　洋司　文 講談社
F-ｲﾄ ぼくはなんでもできるもん いとう　みく　作 ポプラ社
F-ｶｶﾞ 科学探偵ＶＳ．学校の七不思議 佐東　みどり　ほか作 朝日新聞出版
F-ｶｶﾞ 科学探偵ＶＳ．呪いの修学旅行 佐東　みどり　ほか作 朝日新聞出版
F-ｶｼ モンスター・ホテルでプレゼント 柏葉　幸子　作 小峰書店
F-ｶﾜ 幽霊屋敷のアイツ 川口　雅幸　著 アルファポリス
F-ｶﾝ ソラタとヒナタ かんの　ゆうこ　さく 講談社
F-ｺｼ 南総里見八犬伝 越水　利江子　著 岩崎書店
F-ｺﾊﾞ 作家になりたい！　２，３ 小林　深雪　作 講談社
F-ｻｲ 波うちぎわのシアン 斉藤　倫　著 偕成社
F-ｻｲ みんなのおばけずかん 斉藤　洋　作 講談社
F-ｼﾞﾕ １３歳は怖い 池田　美代子　ほか作 講談社
F-ｼﾞﾕ １３歳は怖い　新学期の落とし穴 池田　美代子　ほか作 講談社
F-ｽｶﾞ 戦火と死の島に生きる　新版 菅野　静子　著 偕成社
F-ｽﾐ ブラック教室は知っている 住滝　良　文 講談社
F-ﾀｶ ４ミリ同盟 高楼　方子　著 福音館書店
F-ﾊﾉ ｈｏｎｅｙ はの　まきみ　著 集英社
F-ﾊﾔ 奇譚ルーム はやみね　かおる　著 朝日新聞出版
F-ﾐﾔ 龍神王子（ドラゴン・プリンス）！　１０，１１ 宮下　恵茉　作 講談社
F-ﾐﾔ 斉木楠雄のΨ難 宮本　深礼　小説 集英社
F-ﾓｲ 魔女バジルと魔法の剣 茂市　久美子　作 講談社

《《  日本のおはなし　　 》》
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N-ｱｻ アーサー王の世界　３ 斉藤　洋　作 静山社
N-ｷﾆ グレッグのダメ日記 にげだしたいよ！ ジェフ　キニー　作 ポプラ社
N-ﾄﾏ ザ・ヘイト・ユー・ギヴ アンジー　トーマス　作 岩崎書店
N-ﾌﾚ ひとりじゃないよ、ぼくがいる サイモン　フレンチ　作 福音館書店
N-ﾘﾒ リメンバー・ミー アンジェラ　セルバンテス　作 偕成社

00 ドラえもん社会ワールド情報に強くなろう 藤子　Ｆ　不二雄　まんが 小学館
28 かならずお返事書くからね ケイトリン　アリフィレンカ　著 ＰＨＰ研究所
28 世界一おもしろい国旗の本 ロバート　Ｇ．フレッソン　絵と文 河出書房新社
29 もうひとつの屋久島から 武田　剛　著 フレーベル館
29 わたしたちの宇治市　平成３０年度版 宇治市小学校教育研究会　編 宇治市教育委員会
31 しらべよう！世界の選挙制度　アジア・アフリカ・オセアニアほか 大野　一夫　著 汐文社
33 同級生は外国人！？　３ 吉富　志津代　監修 汐文社
40 ５分間のサバイバル　３年生，４年生，５年生 韓　賢東　マンガ 朝日新聞出版
45 羽毛恐竜 大島　英太郎　作 福音館書店
D46 ＮＨＫダーウィンが来た！　Ｄ－１，１０ ＮＨＫ「ダーウィンが来た！」　原作 講談社
47 雑草はなぜそこに生えているのか 稲垣　栄洋　著 筑摩書房
51 地球の危機をさけぶ生きものたち　３ 藤原　幸一　写真　文 少年写真新聞社
59 はじめてのおやつ 寺西　恵里子　著 日東書院本社
61 コーヒー豆を追いかけて 原田　一宏　著 くもん出版
62 まるごとほうれんそう 八田　尚子　構成　文 絵本塾出版
64 しあわせの牛乳 佐藤　慧　著 ポプラ社
65 五感で調べる木の葉っぱずかん 林　将之　著 ほるぷ出版
68 港のひみつ たまだ　まさお　漫画 学研プラス
79 宇宙なぞなぞ大ぼうけん 岡田　日出子　さく・え ポプラ社
79 なぞのミイラ神殿 岡田　日出子　さく　え ポプラ社
81 おもしろい！楽しい！うれしい！手紙　３ スギヤマ　カナヨ　著 偕成社
83 中学英語で話そう日本の文化　１ 大門　久美子　編著 汐文社
911 子どもおもしろ歳時記 金井　真紀　文　絵 理論社

《《  外国のおはなし　　 》》

《《  ちしきの本    　　   》》
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