
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4日(日) 5月14日(水) 5月21日(水)

6月1日(日) 6月4日(水) 6月18日(水)

5月17日(土) 5月24日(土) 5月3日(土)

6月21日(土) 6月28日(土) 6月7日(土)

おはなしかい

おはなしのへや

東宇治図書館おはなしのへやのみ、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

２０１４年５月号

５月～６月のおはなしかい・おはなしのへや　　　　　　　　　　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 ぐりとぐら　てんじつきさわるえほん 中川　李枝子　さく 福音館書店
E トーラとパパの夏休み リーサ　モローニ　文 あすなろ書房
E かしの木の子もりうた ロバート　マンチ　原作 岩崎書店
E おやすみおやすみ シャーロット　ゾロトウ　文 岩波書店
E あっ・ほっ 五味　太郎　作 絵本館
E ならんでるならんでる 竹下　文子　作 偕成社
E プラスマンとカズカズせいじん みやにし　たつや　作絵 学研教育出版
E ターシャの農場の１２カ月 ターシャ　テューダー　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
E うみべのいす 内田　麟太郎　さく 佼成出版社
E ぼく、仮面ライダーになる！　オーズ編 のぶみ　さく 講談社
E ぼくたちのピーナッツ サイモン　リカティー　作 講談社
E ミシンのうた こみね　ゆら　作 講談社
E つかまえた！ 鈴木　まもる　作 講談社
E おつきさまはいちねんせい きたやま　ようこ　文 講談社
E ヒメちゃん 荒井　良二　作　絵 小学館
E パンやのろくちゃん げんきだね 長谷川　義史　作 小学館
E やぎや 長野　ヒデ子　作 鈴木出版
E ノラネコぐんだんパンこうじょう 工藤　ノリコ　著 白泉社
E いしをつんだおとこ あきやま　ただし　著 ハッピーオウル社
E 月見草の花嫁 飯野　和好　絵と文 ＢＬ出版
E ピエロのあかいはな なつめ　よしかず　作 福音館書店
E ボタ山であそんだころ 石川　えりこ　さく　え 福音館書店
E ギンジとユキの１３４０日 渡辺　有一　作 文研出版
E ちいさいきみとおおきいぼく ナディーヌ　ブラン　コム　文 ポプラ社
E ほうれんそうはないています 鎌田　實　文 ポプラ社
E おじいちゃんとのやくそく 石津　ちひろ　文 光村教育図書

F-ｱｷ はなかっぱとひのかっぱ あきやま　ただし　さく　え ＫＡＤＯＫＡＷＡ

《《  えほん　        　　 》》

《《  日本のおはなし　　 》》
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F-ｲｼ 黒魔女の騎士ギューバッド　ｐａｒｔ１ 石崎　洋司　作 講談社
F-ｲﾄ クグノビックリバコ いとう　ひろし　作 偕成社
F-ｲﾜ 火の壁をくぐったヤギ 岩崎　京子　文 国土社
F-ｵｻﾞ あの世からの贈りもの 小沢　清子　文 国土社
F-ｶｾﾞ レントゲン 風野　潮　著 講談社
F-ｸﾂ あひるの手紙 朽木　祥　作 佼成出版社
F-ｺｸﾞ やけあとの競馬うま 木暮　正夫　文 国土社
F-ｺﾄﾞ 子どもに語る日本の神話 三浦　佑之　訳 こぐま社
F-ｻｸ デイゴの花 桜井　信夫　文 国土社
F-ｼﾏ 白い雲のかなたに 島原　落穂　著 童心社
F-ｽｴ おばあちゃんのねがいごと 末吉　暁子　作 講談社
F-ｽｷﾞ 明日は海からやってくる 杉本　りえ　作 ポプラ社
F-ﾀｶ あけもどろの空 高柳　杉子　著 子どもの未来社
F-ﾂﾎﾞ 二せきの魚雷艇 坪田　理基男　文 国土社
F-ﾉｻ ウミガメと少年 野坂　昭如　作 スタジオジブリ
F-ﾋﾛ ふしぎ駄菓子屋銭天堂　２ 廣嶋　玲子　作 偕成社
F-ﾏﾊ わからん薬学事始　２ まはら　三桃　著 講談社
F-ﾐｽﾞ びんたあめあられ 水谷　章三　文 国土社
F-ﾐｽﾞ お願い！フェアリー♥　１１ みずの　まい　作 ポプラ社
F-ﾑﾗ かあさんのしっぽっぽ 村中　李衣　作 ＢＬ出版
F-ﾑﾗ ノンキーとホンキーのカレーやさん 村上　しいこ　作 佼成出版社
F-ﾖﾐ 読みがたり青森のむかし話 青森県小学校国語研究会　編 日本標準

N-ｱﾝ すずの兵隊 アンデルセン　原作 フェリシモ
N-ｸﾞﾘ カエルの王さま グリム　原作 フェリシモ
N-ｼﾔ にげだしたファングをさがせ！ マージョリー　Ｗ．シャーマット　ぶん 大日本図書
N-ﾊﾞﾄ 青い舌の怪獣をさがせ！ ドリー　ヒルスタッド　バトラー　作 国土社
N-ﾘｵ 銃声のやんだ朝に ジェイムズ　リオーダン　作 徳間書店

15 こどもたちへ まど　みちお　文 講談社

《《  外国のおはなし　　 》》

《《  ちしきの本    　　   》》
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20 目でみる「戦争と平和」ことば事典　１～３ 早乙女　勝元　監修 日本図書センター
20 はじめての考古学 菊池　徹夫　著 朝日学生新聞社
21 語り伝える空襲　第１巻～第５巻 安斎　育郎　文　監修 新日本出版社
21 わたしたちの戦争体験　１～１０ 田代　脩　監修 学研教育出版
21 語り伝える東京大空襲　第１巻～第５巻 早乙女　勝元　監修 新日本出版社
21 語り伝えるアジア・太平洋戦争　第１巻～第５巻 吉田　裕　文　監修 新日本出版社
31 平和を考えよう　１，２ 下郷　さとみ　文 あかね書房
31 人権は国境を越えて 伊藤　和子　著 岩波書店
36 路地の教室 上原　善広　著 筑摩書房
40 レイトン教授とふしぎ！なぜ？科学の話　４年生，５年生，６年生 栄光ゼミナール　監修 主婦と生活社
45 絶滅動物調査ファイル 里中　遊歩　著 実業之日本社
481 骨のクイズ図鑑 学研教育出版
64 いつか帰りたいぼくのふるさと 大塚　敦子　写真　文 小学館
64 おかあさんのそばがすき 今西　乃子　著 金の星社
64 命のバトンタッチ 今西　乃子　著 岩崎書店
67 江戸のお店屋さん 藤川　智子　作 ほるぷ出版
72 いのち 窪島　誠一郎　作 アリス館
781 あそびの天才！図鑑 横山　洋子　監修 学研教育出版
789 ハヤト、ずっといっしょだよ 井上　こみち　著 アリス館
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