
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

4月7日(日) 4月14日(日) 4月17日(水)

5月5日(日) 5月12日(日)

4月20日(土) ※１　4月27日(土) 4月6日(土)

5月18日(土) ※１　5月25日(土) 5月4日(土)

赤ちゃんおはなし会０・１・２ ※２　5月22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４月号

４月～５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 でこぼこぬりぬりなにがでる？ 松田　奈那子　作 アリス館
E いき 中川　ひろたか　作 アリス館
E ＩＭＡＧＩＮＥ ジョン　レノン　詩 岩崎書店
E やましたくんはしゃべらない 山下　賢二　作 岩崎書店
E ツバメ トーマス　ミュラー　文と絵 エディション・エフ

E ベイリーとさっちゃん 田村　朗　さく 絵本「ベイリー物語」刊行実行委員会

E なぞなぞアンデルセン 石津　ちひろ　なぞなぞ 偕成社
E まあるいたまご 西内　としお　絵 学研教育みらい
E しゅつどう！しょうぼうたい 鎌田　歩　作　絵 金の星社
E みえた！からだのなか キャロン　ブラウン　作 くもん出版
E ウルトラセブンのおもちゃ箱 まつやま　たかし　作画 ＣＲＡＺＹ  ＢＵＭＰ

E もくもくをつかまえた ミカエル　エスコフィエ　文 クレヨンハウス
E うさぎくんとママ リチャード　スキャリー　さく 好学社
E おもちのかみさま かとう　まふみ　著 佼成出版社
E おにぎりにはいりたいやつよっといで 岡田　よしたか　著 佼成出版社
E ぼく、ママとけっこんする！ のぶみ　さく 講談社
E ゆでたまごでんしゃ くればやし　よしえ　さく 交通新聞社
E ながいながいかもつれっしゃ 溝口　イタル　え 交通新聞社
E 恐竜トリケラトプスはじめてのたたかい 黒川　みつひろ　作　絵 小峰書店
E まほうの絵本屋さん 小手鞠　るい　作 出版ワークス
E 日本の神話古事記えほん　５ 三浦　佑之　監修 小学館
E ちびっこみならいサンタのタンタ まつむら　まい　作 小学館
E いろいろおしたく えがしら　みちこ　作 小学館
E うんこ　えいごのじかん みやにし　たつや　作絵 鈴木出版
E にんじんとごぼうとだいこん　えいごのじかん 和歌山　静子　絵 鈴木出版
E ねずみのすもう　えいごのじかん わたなべ　さもじろう　絵 鈴木出版
E ふかふかだよ 間部　香代　作 鈴木出版
E どんぐり こが　ようこ　ぶん　え 大日本図書

《《  えほん　        　　 》》
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E みんなとちがうきみだけど ジャクリーン　ウッドソン　作 汐文社
E かくれてぱくり 海野　和男　ほか写真 童心社
E いきものちえくらべ 海野　和男　ほか写真 童心社
E いのちはめぐる 嶋田　泰子　文 童心社
E かぜにもらったゆめ 佐藤　さとる　詩 童心社
E へっこぷっとたれた こが　ようこ　構成　文 童心社

E フウちゃんクウちゃんロウちゃんのふくろうがっこう
　こわいものにであったらのまき いとう　ひろし　作 徳間書店

E イクバル キアーラ　ロッサーニ　文 西村書店
E あたらしいおうちにひっこしたけれど… マルタ　アルテス　さく パイインターナショナル

E しゃっくりくーちゃん 竹下　文子　文 白泉社
E おべんとうしろくま 柴田　ケイコ　作　絵 ＰＨＰ研究所
E うみのごちそうしろくま 柴田　ケイコ　作　絵 ＰＨＰ研究所
E ルブナとこいし ウェンディ　メデュワ　文 ＢＬ出版
E ノロウェイの黒牛 なかがわ　ちひろ　文 ＢＬ出版
E くすのきだんちのおきゃくさん 武鹿　悦子　作 ひかりのくに
E みなみへ ダニエル　ダンカン　さく 評論社
E 今、世界はあぶないのか？　争いと戦争 ハナネ　カイ　絵 評論社
E 今、世界はあぶないのか？　難民と移民 ハナネ　カイ　絵 評論社
E 今、世界はあぶないのか？　貧困と飢餓 ハナネ　カイ　絵 評論社
E 今、世界はあぶないのか？　差別と偏見 ハナネ　カイ　絵 評論社
E イライラくんとこえだちゃん レモニー　スニケット　ぶん 評論社
E モノレールのたび みねお　みつ　さく 福音館書店
E みんなでたのしむもりのえほん 安野　光雅　絵 福音館書店
E いろいろおにあそび 加古　里子　さく 福音館書店
E わたしもいれて！ 加古　里子　さく 福音館書店
E でんとうがつくまで 加古　里子　ぶん　え 福音館書店
E だんめんず 加古　里子　ぶん　え 福音館書店
E ＮＥＷウォーリーをさがせ！きえた名画だいそうさく！ マーティン　ハンドフォード　作　絵 フレーベル館
E クレーンからおりなさい！！ ティベ　フェルトカンプ　作 フレーベル館
E なんでもおんなじ？ コリンヌ　アヴェリス　作 フレーベル館
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E おなじ月をみて ジミー　リャオ　作 ブロンズ新社
E おいせまいりわんころう あおき　ひろえ　文 ブロンズ新社
E おじいさん 唖無　さく　え 文芸社
E 森から海へ さとう　ひろし　さく 文芸社
E ねこはちときんとっと 寺島　ゆか　作 文溪堂
E おどろいたりす イーラ　写真 文遊社
E おばけのまめ ａｃｃｏｔｏｔｏ　えとぶん ポエムピース
E いろのかけらのしま イ　ミョンエ　作と絵 ポプラ社
E えほん東京 小林　豊　作　絵 ポプラ社
E わたしをわすれないで ナンシー　ヴァン　ラーン　さく マイクロマガジン社

E サーカスの旅 薬と夢 星　新一　作 三起商行
E おにいちゃんとぼく ローレンス　シメル　文 光村教育図書
E ぼくらはなかよし、ラン、ラン、ラン！ ジェニ　デズモンド　作 光村教育図書
E 路上のおじさん サラ　Ｖ　文 六耀社
E パディントンのクリスマス マイケル　ボンド　さく 理論社
E パディントンのサーカス マイケル　ボンド　さく 理論社

F-ｱｲ 青星学園★チームＥＹＥ－Ｓの事件ノート　クロトへの謎の脅迫状 相川　真　作 集英社
F-ｲｼ ６年１組黒魔女さんが通る！！　（０５～０７） 石崎　洋司　作 講談社
F-ｲｼ カイとティムよるのぼうけん 石井　睦美　作 アリス館
F-ｲﾄ 天使のにもつ いとう　みく　著 童心社
F-ｲﾄ 羊の告解 いとう　みく　著 静山社
F-ｵｵ うっかりの玉 大久保　雨咲　作 講談社
F-ｵｵ ようかいとりものちょう　８ 大崎　悌造　作 岩崎書店
F-ｵﾉ てんこうせいはワニだった！ おの　りえん　作　絵 こぐま社
F-ｶｼ 竜が呼んだ娘 やみ倉の竜 柏葉　幸子　作 朝日学生新聞社
F-ｸｽ ニコニコ・ウイルス くすのき　しげのり　作 ＰＨＰ研究所
F-ｸﾎﾞ 天からの神火 久保田　香里　作 文研出版
F-ｺﾊﾞ ちびしろくまのねがいごと 小林　深雪　作 講談社
F-ｻﾄ つくられた心 佐藤　まどか　作 ポプラ社

《《  日本のおはなし　　 》》
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F-ｽｶﾞ 女神のデパート　（３，４） 菅野　雪虫　作 ポプラ社
F-ｿｳ 悪ガキ７　よろずお悩み解決します 宗田　理　著 静山社
F-ﾀｶ ちゃめひめさまとおしろのおばけ たかどの　ほうこ　作 あかね書房
F-ﾀﾅ 落語少年サダキチ　に 田中　啓文　作 福音館書店
F-ﾀﾑ 謎解きカフェの事件レシピゆめぐるま　（Ｒｅｃｉｐｅ１～３） 田村　理江　作 国土社
F-ﾂｼﾞ 小説映画ドラえもんのび太の月面探査記 辻村　深月　著 小学館
F-ﾄﾐ 妖怪一家のウェディング大作戦 富安　陽子　作 理論社
F-ﾊﾉ ニセコイ はの　まきみ　著 集英社
F-ﾊﾔ 怪盗クイーン ケニアの大地に立つ はやみね　かおる　作 講談社
F-ﾋｶﾞ おとうさんとあいうえお 東　君平　さく　え 廣済堂あかつき
F-ﾋﾛ 十年屋　２ 廣嶋　玲子　作 静山社
F-ﾌｼﾞ ひみつのきもちぎんこう かぞくつうちょうできました ふじもと　みさと　作 金の星社
F-ﾎﾈ ほねほねザウルス　（１９，２０） カバヤ食品株式会社　原案　監修 岩崎書店
F-ﾐｽﾞ まるタンクとパイプのひみつ みずの　よしえ　作 偕成社
F-ﾐｽﾞ 工場長のひみつのおひるね みずの　よしえ　作 偕成社
F-ﾑﾗ へんなともだちマンホーくん　マンホーくんとあやしいえんそく 村上　しいこ　作 講談社
F-ﾓｲ キリンの山のぼり 茂市　久美子　作 講談社
F-ﾔﾏ ジャック・オー・ランド 山崎　貴　作 ポプラ社
F-ﾔﾏ 妖怪たぬきポンチキン最強の妖怪あらわる！ 山口　理　作 文溪堂
F-ﾚｲ 長浜高校水族館部！ 令丈　ヒロ子　文 講談社

N-ｼﾞﾖ ハートウッドホテル　１ ケイリー　ジョージ　作 童心社
N-ﾃﾞｲ ヒイラギ荘の小さな恋 チャールズ　ディケンズ　作 理論社
N-ﾍｲ クリスマスを救った女の子 マット　ヘイグ　文 西村書店
N-ﾚﾝ ヤング・シャーロック・ホームズ　ｖｏｌ．５ アンドリュー　レーン　著 静山社
N-ﾚﾝ たのしいまきばのイースター ロイス　レンスキー　作　絵 徳間書店
N-ﾛﾘ 幻の動物とその生息地　カラーイラスト版 Ｊ．Ｋ．ローリング　作 静山社

00 高校生のためのゲームで考える人工知能 三宅　陽一郎　著 筑摩書房
00 「文系？」「理系？」に迷ったら読む本 竹内　薫　著 ＰＨＰ研究所

《《  外国のおはなし　　 》》

《《  ちしきの本    　　   》》
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D00 ＡＩのサバイバル　２ ゴムドリｃｏ．　文 朝日新聞出版
14 きみは、きみのままでいい ポピー　オニール　著 創元社
28 こども武士道 齋藤　孝　監修 日本図書センター
28 可能性は無限大 高橋　うらら　文 新日本出版社
28 乗りこえた壁の先に 金治　直美　文 新日本出版社
28 もっともっと、速くなれる 沢田　俊子　文 新日本出版社
28 勇気ある一歩で世界が変わる！ 光丘　真理　文 新日本出版社
28 人見絹枝 大野　益弘　文 小峰書店
31 社会科見学！みんなの市役所　（１階～３階） オフィス３０３　編 汐文社
33 いくらかな？社会がみえるねだんのはなし　（１～６） 藤田　千枝　編 大月書店
36 聴導犬こんちゃんがくれた勇気 高橋　うらら　著 岩崎書店
36 なぜ人と人は支え合うのか 渡辺　一史　著 筑摩書房
38 ニッポンの肉食 田中　康弘　著 筑摩書房
40 ポケモン空想科学読本　３ 柳田　理科雄　著 オーバーラップ
44 月のかたち 藤井　旭　監修　写真 ほるぷ出版
45 絶景ビジュアル図鑑 神奈川県立生命の星　地球博物館　監修 学研プラス
46 やんばるの森 湊　和雄　写真　文 少年写真新聞社
47 ボタニカム キャシー　ウィリス　著 汐文社
480 くらべてみよう！どうぶつの赤ちゃん　（１１～２０） ポプラ社
488 クマゲラ 竹田津　実　文｜写真 アリス館
51 道路はどのようにつくるのか？ 窪田　陽一　監修 ＰＨＰ研究所
53 世界のくるま図鑑２５００ スタジオタッククリエイティブ

53 はじめてのしんかんせん＆でんしゃだいずかん マシマ　レイルウェイ　ピクチャーズ　写真　監修 交通新聞社
53 はたらく鉄道　（１～３） 鉄　太郎　監修 あすなろ書房
54 フラッシュメモリのひみつ とだ　勝之　まんが 学研プラス
57 大研究！思いをつなぐ！セロハンテープ 工藤　ケン　漫画 講談社ビーシー
59 ミシンなしでかんたん！季節の手芸　（春，夏，秋，冬） Ｃ　Ｒ　Ｋ　ｄｅｓｉｇｎ　著 理論社
59 ひとりでできるかな？はじめての家事　１ 家庭科教育研究者連盟　編 大月書店
61 まるごとさつまいも 八田　尚子　構成　文 絵本塾出版
65 落ち葉のふしぎ博物館 盛口　満　文　絵 少年写真新聞社
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75 どんぐりクリスマス おおたき　れいこ　著 かもがわ出版
75 距離型キッズおり紙ヒコーキ 戸田　拓夫　著 いかだ社
77 まるごとキッズマジック大集合ＢＯＯＫ 藤原　邦恭　著 いかだ社
81 目と耳で覚える漢字絵図鑑　人・行い・気持ち・様子に関する漢字 高梁　まい　文 六耀社
81 目と耳で覚える漢字絵図鑑　物・数・社会・時に関する漢字 高梁　まい　文 六耀社
901 詩を書くってどんなこと？ 若松　英輔　著 平凡社
911 ありちゃんあいうえお かこ　さとし　詩と絵 講談社

C できたかなまーだかな やすい　すえこ　脚本 童心社
C いもむしころころ 長野　ヒデ子　脚本　絵 童心社
C のーびたのびた 福田　岩緒　脚本　絵 童心社

《《  かみしばい     　　  》》
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