
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3日(日) 3月6日(水) 3月20日(水)

4月7日(日) 4月14日(日) 4月17日(水)

3月16日(土) ※１　3月23日(土) 3月2日(土)

4月20日(土) ※１　4月27日(土) 4月6日(土)

赤ちゃんおはなし会０・１・２ ※２　3月20日(水)

おはなしかい

おはなしのへや

※１　東宇治図書館おはなしのへやは、午前１１時～１１時３０分になります
　※２　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）

あっぷっぷ
あたらしくはいったこどもの本

２０１９年３月号

３月～４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 ゴリラのくつや 谷口　智則　作 あかね書房
E いっすんぼうし はた　こうしろう　作 あすなろ書房
E えらいこっちゃのいちねんせい かさい　まり　文 アリス館
E どんぶりん 新井　洋行　作 アリス館
E ふうせんゆらゆら とよた　かずひこ　著 アリス館
E ざっそう ロアルド　ホフマン　原作 今人舎
E うまれたよ！カタツムリ 武田　晋一　写真 岩崎書店
E ふたごのうさぎ ダフネ　ロウター　著 ＮＨＫ出版
E しろちゃんしろネコおしゃれずき ふくなが　じゅんぺい　作　絵 絵本塾出版
E こんとん 夢枕　獏　文 偕成社
E へなちょこ くすのき　しげのり　作 学研プラス
E れいぞうこのおくのおく うえだ　しげこ　作　絵 教育画劇
E ゆげゆげ～ さいとう　しのぶ　作　絵 教育画劇
E トイレロケット はっとり　ひろき　作 講談社
E ねこです。 北村　裕花　作 講談社
E トコトコバス 高橋　和枝　作 講談社
E タローズ モラグ　フッド　作 小学館
E ろっかのきせつ 荒木　健太郎　さく ジャムハウス
E はりねずみくんのクリスマス・イブ クリスティーナ　バトラー　文 女子パウロ会
E おほしさまのちいさなおうち 渡辺　鉄太　文 瑞雲舎
E お話の種をまいて アニカ　アルダムイ　デニス　作 汐文社
E はじめてのほんやさん よしだ　るみ　文　絵 ＤＩＮＯ  ＢＯＸ
E クマさんのいえへいかなくちゃ！ ブライアン　リーズ　作　絵 徳間書店
E こねことおつきさま アルベルティーヌ　ドゥルタイユ　作　絵 徳間書店
E かぜのひ サム　アッシャー　作　絵 徳間書店
E モグラのねがいごと ブリッタ　テッケントラップ　作 ＢＬ出版
E ねむたいねむたい やぎゅう　げんいちろう　さく 福音館書店
E 万次郎さんとおにぎり 本田　いづみ　ぶん 福音館書店

《《  えほん　        　　 》》
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E ぼくってかわいそう！ パメラ　ダンカン　エドワーズ　作 フレーベル館
E おばあさんのなみだ 野菊　みさこ　文 文芸社
E あのひのあのことたからもの こうのふみとそのなかまたち　さく・え ほくとしょぼう
E あるひありのアントニオくん 石津　ちひろ　ことば ポプラ社
E おしりたんてい ププッゆきやまのしろいかいぶつ！？ トロル　さく　え ポプラ社
E まんまるねんね 黒井　健　さく ほるぷ出版
E 数字はわたしのことば シェリル　バードー　文 ほるぷ出版
E ちいさなエリオット ひとりじゃないよ マイク　クラトウ　作 マイクロマガジン社

E おたんじょうびの２つのたまご ジェニファー　Ｋ．マン　作 光村教育図書
E ソフィー、がっこうへいく パット　ジトロー　ミラー　文 光村教育図書

F-ｱﾝ 魔女パールと幸運の８つの宝石 あんびる　やすこ　作　絵 講談社
F-ｲｼﾞ ゆめ☆かわ ここあのコスメボックス　〔１〕 伊集院　くれあ　著 小学館
F-ｲﾄ 小説秘密のチャイハロ　１ 鈴木　おさむ　原作 講談社
F-ｲﾉ ジャンプ！ジャンプ！ジャンプ！！ イノウエ　ミホコ　作 ポプラ社
F-ｲﾏ クローンドッグ 今西　乃子　作 金の星社
F-ｵﾉ きっちり・しとーるさん おの　りえん　作　絵 こぐま社
F-ｶｶﾞ 科学探偵ＶＳ．消滅した島 佐東　みどり　作 朝日新聞出版
F-ｶｾﾞ 氷の上のプリンセス　ジュニア編３ 風野　潮　作 講談社
F-ｶﾄﾞ おばけのアッチ ドララちゃんとドララちゃん 角野　栄子　さく ポプラ社
F-ｶﾄﾞ ルイジンニョ少年 かどの　えいこ　文 ポプラ社
F-ｷｻ ふしぎなコウモリガサ 如月　かずさ　作 小峰書店
F-ｷｻ ひみつのわくわく七ふしぎ 如月　かずさ　作 小峰書店
F-ｷｻ よわむしトトといのちの石 如月　かずさ　作 講談社
F-ｸｽ お江戸怪談時間旅行 楠木　誠一郎　作 静山社
F-ｸﾒ 君型迷宮図 久米　絵美里　作 朝日学生新聞社
F-ｸﾗ 夜カフェ　２ 倉橋　燿子　作 講談社
F-ｺﾃﾞ 少女は森からやってきた 小手鞠　るい　著 ＰＨＰ研究所
F-ｺﾉ １％　１１ このはな　さくら　作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
F-ｻｶﾞ カンガルーがんばる！ 佐川　芳枝　作 講談社

《《  日本のおはなし　　 》》
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F-ｻｻ 天地ダイアリー ささき　あり　作 フレーベル館
F-ｻｻ Ｑ部あるいはＣＵＢＥの始動 ささき　かつお　著 ＰＨＰ研究所
F-ｿｳ ぼくら×怪盗レッド 宗田　理　作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
F-ﾄｳ 邪馬台戦記　２ 東郷　隆　作 静山社
F-ﾅﾅ やぎこ先生いちねんせい ななもり　さちこ　文 福音館書店
F-ﾉﾅ 魔法のハロウィン・パイ 野中　柊　作 理論社
F-ﾊﾂ もしも、この町で　１，２ 服部　千春　作 講談社
F-ﾊﾗ かいけつゾロリロボット大さくせん 原　ゆたか　さく　え ポプラ社
F-ﾋｺ ぼくは本を読んでいる。 ひこ　田中　著 講談社
F-ﾌｼﾞ 消えた黒猫は知っている 藤本　ひとみ　原作 講談社
F-ﾐｳ チア☆ダンＲＯＣＫＥＴＳ　３ みうら　かれん　文 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
F-ﾐｽﾞ お願い！フェアリー♥　２１ みずの　まい　作 ポプラ社
F-ﾑｷﾞ ユンボのいる朝 麦野　圭　作 文溪堂
F-ﾑﾗ レオたいせつなゆうき 村上　しいこ　作 講談社
F-ﾖｺ ナイスキャッチ！　５ 横沢　彰　作 新日本出版社
F-ﾜﾀ わたしを決めつけないで 小林　深雪　著 講談社

N-ｵｽﾞ 古代ローマ黄金のワシ メアリー　ポープ　オズボーン　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
N-ｶﾃ カテリネッラとおにのフライパン 剣持　弘子　訳　再話 こぐま社
N-ｹﾞｲ 魔法使いマーリンの犬 エリック　カーン　ゲイル　作 評論社
N-ｺﾙ ザ・ランド・オブ・ストーリーズ　２，３ クリス　コルファー　著 平凡社
N-ｽﾀ ガムじいさん、ドロボウはいけないよ！ アンディ　スタントン　作 小峰書店
N-ﾄｳ さらわれたオレオマーガリン王子 マーク　トウェイン　作 福音館書店
N-ﾌﾞﾗ ウィリーのぼうけん マーガレット　ワイズ　ブラウン　さく 福音館書店
N-ﾜﾅ 暗号クラブ　１４ ペニー　ワーナー　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
N-ﾜﾅ ふたご探偵　２ ペニー　ワーナー　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

29 ふしぎな北極のせかい 山崎　哲秀　著 ｒｅｐｉｃｂｏｏｋ

31 戦争なんか大きらい！ 子どもの本　九条の会　著 大月書店
31 こんなに恐ろしい核兵器　２ 鈴木　達治郎　著 ゆまに書房

《《  外国のおはなし　　 》》

《《  ちしきの本    　　   》》
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33 国谷裕子と考えるＳＤＧｓがわかる本 国谷　裕子　監修 文溪堂
36 こどものための防災教室　身の守りかたがわかる本 今泉　マユ子　著 理論社
38 世界モンスターＭＡＰ スチュアート　ヒル　絵 河出書房新社
40 科学感動物語　３ 学研教育出版
40 科学のタネを育てよう　１ 結城　千代子　共著 少年写真新聞社
40 ジュニア空想科学読本　１５ 柳田　理科雄　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
45 つらら 細島　雅代　写真 ポプラ社
47 ずかん　こけ 木口　博史　著 技術評論社
488 スズメのくらし 平野　伸明　文　写真 福音館書店
51 最新！リサイクルの大研究 田崎　智宏　監修 ＰＨＰ研究所
54 ｍｉｃｒｏ：ｂｉｔであそぼう！ 高松　基広　著 技術評論社
58 中華まんのひみつ 北神　諒　まんが 学研プラス
79 勝つための将棋　入門編 片上　大輔　監修 理論社
79 勝つための将棋　作戦編 片上　大輔　監修 理論社
79 羽生善治監修子ども詰将棋チャレンジ！！２２０問 羽生　善治　監修 新星出版社
79 かるたをつくって遊ぼう！　１ 原口　美貴子　著 国土社
81 ことばハンター 飯間　浩明　著 ポプラ社
901 人はなぜ物語を求めるのか 千野　帽子　著 筑摩書房
911 こども「折々のうた」１００ 大岡　信　著 小学館
932 ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生 Ｊ．Ｋ．ローリング　著 静山社

C かまた先生のアリとキリギリス 鎌田　實　脚本 童心社
C ぶす 長野　ヒデ子　脚本 鈴木出版

《《  かみしばい     　　  》》
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