
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1日(日) 3月8日(日) 3月18日(水)

4月5日(日) 4月12日(日) 4月15日(水)

3月21日(土) ※１　3月28日(土) 3月7日(土)

4月18日(土) ※１　4月25日(土) 4月4日(土)

赤ちゃんおはなし会０・１・２ ※２　3月18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

２０２０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 ふゆのはなさいた 安東　みきえ　文 アリス館
E じぶんではなをかめるかな 深見　春夫　さく　え 岩崎書店
E スモンスモン ソーニャ　ダノウスキ　文　絵 岩波書店
E こびとのおうち 鬼頭　祈　作 ＷＡＶＥ出版
E うんだらか うだすぽん いぬい　あきと　ぶん ＮＨＫ出版
E ねこおどる 広瀬　克也　作 絵本館
E さくらの谷 富安　陽子　文 偕成社
E おもいおいも 木坂　涼　作 教育画劇
E だれも知らない時間 安房　直子　作 金の星社
E おばけきょうだいはじめてのハロウィーン 松田　奈那子　作 小学館
E そらまめくんのおやすみなさい なかや　みわ　さく 小学館
E きのこのばけもの 唯野　元弘　文 鈴木出版
E とつきとおか ミランダ　ポール　文 汐文社
E じょうききかんしゃビーコロ ミノオカ　リョウスケ　作　絵 童心社
E ぽっとんころころどんぐり いわさ　ゆうこ　さく 童心社
E わたしの糸 トーリル　コーヴェ　作 西村書店
E おやさいしろくま 柴田　ケイコ　作　絵 ＰＨＰ研究所
E ぴのちゃんとさむさむねこ 松丘　コウ　作　絵 ＢＬ出版
E くじらすくい 水凪　紅美子　作 ＢＬ出版
E ラブレターをもらったら アニカ　アルダムイ　デニス　文 ＢＬ出版
E そこでええはなさかせてや はっとり　ひろき　著 ビルボ
E の ｊｕｎａｉｄａ　著 福音館書店
E はじまりはたき火 まつむら　ゆりこ　作 福音館書店
E さくらがさくと とうごう　なりさ　さく 福音館書店
E おばあさんとあひるたち ホープ　ニューウェル　作 復刊ドットコム
E こんがらがったい 星野　イクミ　作　絵 フレーベル館
E こどもかいぎ 北村　裕花　作　絵 フレーベル館
E とくべつなひ 山本　りくお　著 文溪堂

《《  えほん　        　　 》》
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E おもしりとり 田中　六大　絵 ポプラ社
E くさいくさいチーズぼうや＆たくさんのおとぼけ話　新版 ジョン　シェスカ　文 ほるぷ出版
E ハロウィンのおきゃくさま レオ　ランドリー　作 光村教育図書
E ちらしずし はまの　ゆか　作 光村教育図書
E なんだろうなんだろう ヨシタケ　シンスケ　著 光村図書出版

F-ｱｲ 青星学園★チームＥＹＥ－Ｓの事件ノート
翔太と星の木の約束 相川　真　作 集英社

F-ｱｲ 青星学園★チームＥＹＥ－Ｓの事件ノート
レオのドレスと、ハロウィンの黒い怪人 相川　真　作 集英社

F-ｱｲ 青星学園★チームＥＹＥ－Ｓの事件ノート
ひとりぼっちのキヨと、クリスマスの奇跡 相川　真　作 集英社

F-ｲﾄ 朔と新 いとう　みく　著 講談社
F-ｵｵ ラストサバイバル　絶叫禁止！サバイバル病院 大久保　開　作 集英社
F-ｵｵ ラストサバイバル　自分に負けるな！サバイバル運動会 大久保　開　作 集英社
F-ｺﾃﾞ 窓 小手鞠　るい　作 小学館
F-ｻｲ グレーテルの白い小鳥 斉藤　洋　作 偕成社
F-ﾄｳ 邪馬台戦記　３ 東郷　隆　作 静山社
F-ﾅｶ 雷のあとに 中山　聖子　作 文研出版
F-ﾉﾑ びっくりしゃっくりトイレそうじ大作戦 野村　一秋　作 佼成出版社
F-ﾊﾂ はるかちゃんが、手をあげた 服部　千春　作 童心社
F-ﾊﾏ 県知事は小学生？ 濱野　京子　作 ＰＨＰ研究所
F-ﾋﾛ 鬼遊び　闇の子守唄 廣嶋　玲子　作 小峰書店

F-ﾌｼﾞ 呪われた恋話
こ い ば な

は知っている 藤本　ひとみ　原作 講談社

F-ﾌﾞﾝ 文豪ノ怪談ジュニア・セレクション　影 北原　白秋　ほか著 汐文社
F-ﾌﾞﾝ 文豪ノ怪談ジュニア・セレクション　厠 谷崎　潤一郎　ほか著 汐文社
F-ﾌﾞﾝ 文豪ノ怪談ジュニア・セレクション　死 内田　百間　ほか著 汐文社
F-ﾑｶ 昔話法廷　Ｓｅａｓｏｎ４ ＮＨＫ　Ｅテレ「昔話法廷」制作班　編 金の星社

N-ｵｽﾞ 北の海の冒険者 メアリー　ポープ　オズボーン　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
N-ｹﾘ ハロー、ここにいるよ エリン　エントラーダ　ケリー　作 評論社

《《  日本のおはなし　　 》》

《《  外国のおはなし　　 》》
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N-ｼﾞﾖ ミオととなりのマーメイド　１ ミランダ　ジョーンズ　作 ポプラ社
N-ﾁﾔ 五つのパン カレル　チャペック　作 理論社
N-ﾜﾅ 暗号クラブ　１６ ペニー　ワーナー　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

00 アベベのぼうけん　おどろきの上巻 佐藤　雅彦　さく 小学館
03 学校なぞなぞ　（１，３） ながた　みかこ　文 汐文社
20 古代遺跡のサバイバル　１ 洪　在徹　文 朝日新聞出版
21 キッズペディア歴史館 小学館
21 琉球という国があった 上里　隆史　文 福音館書店
28 かくれ家のアンネ・フランク ヤニー　ファン　デル　モーレン　作 岩波書店
28 松下幸之助物語 渡邊　祐介　著 ＰＨＰ研究所
29 台湾のひみつ ＢＩＧＵＮ　まんが 学研プラス
31 地政学でわかるわたしたちの世界 ティム　マーシャル　さく 評論社
33 くらす、はたらく、経済のはなし　１ 山田　博文　文 大月書店
33 総合商社のひみつ 工藤　ケン　まんが 学研プラス
36 生きる冒険地図 プルスアルハ　著 学苑社
38 おばあちゃんの小さかったとき おち　とよこ　文 福音館書店
38 おじいちゃんの小さかったとき 塩野　米松　文 福音館書店
38 せかいのトイレ ＥＲＩＫＯ　著 日本能率協会マネジメントセンター

40 ポケモン空想科学読本　４ 柳田　理科雄　著 オーバーラップ
45 ＮＨＫダーウィンが来た！恐竜スゴすぎクイズ図鑑 ＮＨＫ「ダーウィンが来た！」番組スタッフ　編 ＮＨＫ出版
480 できなくたって、いいじゃないか！ 佐藤　克文　監修 サンマーク出版
481 ちがいがわかるいきもの図鑑 成島　悦雄　監修 高橋書店
49 いのちを救いたい救急救命２４時　（１～３） 風讃社　編 汐文社
51 地球が危ない！プラスチックごみ　１ 幸運社　編 汐文社
53 風を切って走りたい！ 高橋　うらら　著 金の星社
61 スマート農業の大研究 海津　裕　監修 ＰＨＰ研究所
63 飛行機のサバイバル　２ ゴムドリｃｏ．　文 朝日新聞出版
63 お蚕さんから糸と綿と 大西　暢夫　著 アリス館
68 新幹線大百科 「旅と鉄道」編集部　編 天夢人

《《  ちしきの本    　　   》》
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68 宅配ロッカー・宅配ボックスのひみつ トミイ大塚　まんが 学研プラス
75 大人気！！親子であそべるかっこいい！おりがみ 新宮　文明　著 高橋書店
75 大人気！！親子であそべるかわいい！おりがみ 新宮　文明　著 高橋書店
76 ４歳のうたとおはなし 講談社
780 知ってた？世界のスポーツルールと歴史 アダム　スキナー　文 徳間書店
80 あそんでおぼえる手話　（１～５） 江副　悟史　監修 岩崎書店
81 知っておきたい教科書に出てくる故事成語　（１～３） 全国漢文教育学会　編 汐文社
81 漢字の本　（小学２年生～６年生）　改訂４版 下村　昇　著 偕成社
82 鉄人講師が明かす三羽邦美の漢文ルール 三羽　邦美　著 ＰＨＰ研究所
908 大人になるまでに読みたい１５歳の海外の詩　２ 青木　健　編 ゆまに書房

C とんまなおおかみとかしこいうま やえがし　なおこ　脚本 童心社
《《  かみしばい     　　  》》

5


