
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5日(日) 4月8日(水) 4月15日(水)

5月3日(日) 5月13日(水) 5月20日(水)

4月18日(土) ※　4月25日(土) 4月4日(土)

5月16日(土) ※　5月23日(土) 5月2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

２０１５年４月号

４月～５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 ジャガーとのやくそく アラン　ラビノヴィッツ　作 あかね書房
E りっぱなうんち　改訂新版 きたやま　ようこ　作 あすなろ書房
E サムとデイブ、あなをほる マック　バーネット　文 あすなろ書房
E さわらせて みやまつ　ともみ　さく アリス館
E いきものとこや 塚本　やすし　さく アリス館
E かもとりごんべえ 堀尾　青史　文 岩崎書店
E シンデレラ バーバラ　マクリントック　再話　絵 岩波書店
E エスカレーターいかがですかレーター 丸山　誠司　作 絵本館
E どっちもね おおなり　修司　ことば 絵本館
E コロッケです。 西村　敏雄　作 学研教育出版
E じゅんびはいいかい 荒井　良二　作 学研教育出版
E ヘンテコはみがきこ みやにし　たつや　作　絵 学研教育出版
E ふしぎなかいだん 永井　秀幸　作 金の星社
E へぇこいたのだれだ？ 平田　昌広　さく くもん出版
E おかめひょっとこ 最上　一平　作 くもん出版
E ぷんぷんヒグマ ニック　ブランド　作 クレヨンハウス
E あかちゃんうさぎとパパ パッツィ　スキャリー　さく 好学社
E おおかみと七ひきのこやぎ グリム　原作 講談社
E あ、はるだね ジュリー　フォリアーノ　文 講談社
E ひみつひみつのひなまつり 鈴木　真実　作 講談社
E いちねんせいになったから！ くすのき　しげのり　作 講談社
E ももんがもんじろう 村上　康成　作 講談社
E あなぐまアパート あんびる　やすこ　作　絵 鈴木出版
E ぼく、おおきくなるからね！ くすのき　しげのり　作 鈴木出版
E こいぬのミグルーだいかつやく ウィリアム　ビー　さく 創元社
E がかフランソワさん 杉浦　つかさ　著 ＤＩＮＯ  ＢＯＸ
E 麦畑になれなかった屋根たち 藤田　のぼる　文 てらいんく
E はしれディーゼルきかんしゃデーデ すとう　あさえ　文 童心社

《《  えほん　        　　 》》
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E 火城 蔡　皋　文 童心社
E いいこねんね 内田　麟太郎　ぶん 童心社
E おおきな３びきゆうえんちへいく クリス　ウォーメル　作　絵 徳間書店
E なぜイヌの鼻はぬれているの？ ケネス　スティーブン　文 西村書店
E ぼくは建築家ヤング・フランク フランク　ビバ　作 西村書店
E サンタクロースとあったよる クレメント　クラーク　ムーア　詩 ＢＬ出版
E きぃちゃん ながやま　ただし　作 ＢＬ出版
E カエルと王かん なかじま　ゆうき　作 ＢＬ出版
E おみくじ きた　あいり　作 ＢＬ出版
E ねことこねこね 林　木林　文 ＢＬ出版
E まぼろしのゆきのはらえき 間瀬　なおかた　作　絵 ひさかたチャイルド

E たくさんのたくさんのたくさんのひつじ のはな　はるか　作　絵 ひさかたチャイルド

E あかくんでんしゃとはしる あんどう　としひこ　さく 福音館書店
E まるてんいろてん 中辻　悦子　さく 福音館書店
E カエサルくんと本のおはなし いけがみ　しゅんいち　文 福音館書店
E あわびとりのおさとちゃん かこ　さとし　著 復刊ドットコム
E すずむしひめ 手塚　治虫　絵　文 復刊ドットコム
E ふうたどんまい 村上　康成　著 復刊ドットコム
E いやいやにゃんこ ひがし　くんぺい　え　ぶん 復刊ドットコム
E いちにちでいいから ローラ　ルーク　作 フレーベル館
E バスのたび 工藤　ノリコ　作 ブロンズ新社
E はるのおとがきこえるよ マリオン　デーン　バウアー　文 ブロンズ新社
E なんのじゅうたい？ オームラ　トモコ　作 ポプラ社
E のんびりしてたら… 五味　太郎　作 ポプラ社
E ぼんやりしてたら… 五味　太郎　作 ポプラ社
E ルラルさんのぼうえんきょう いとう　ひろし　作 ポプラ社
E スケートにいこうよ リン　ベリー　ぶん ほるぷ出版
E あたし、メラハファがほしいな ケリー　クネイン　文 光村教育図書
E きめてよ、おじいちゃん！ ジャン　ルロワ　文 光村教育図書
E 旅するめいろ　日本編 角　愼作　画 ユーキャン学び出版
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E 旅するめいろ　世界編 角　愼作　画 ユーキャン学び出版

F-ｱﾜ 北風のわすれたハンカチ 安房　直子　作 偕成社
F-ｱﾝ ルルとララのフレンチトースト あんびる　やすこ　作　絵 岩崎書店
F-ｲｹ 新妖界ナビ・ルナ　１１ 池田　美代子　作 講談社
F-ｳﾁ ぶたのぶたじろうさん　１２ 内田　麟太郎　文 クレヨンハウス
F-ｵｷﾞ あまねく神竜住まう国 荻原　規子　作 徳間書店
F-ｵｻﾞ こぶたのぶうくんとしりとり 小沢　正　作 鈴木出版
F-ｶｼ モンスター・ホテルでひみつのへや 柏葉　幸子　作 小峰書店
F-ｶﾄ 劇場版アイカツ！ 加藤　陽一　著 小学館
F-ｶﾄﾞ おばけのソッチ、おねえちゃんになりたい！ 角野　栄子　さく ポプラ社
F-ｶﾜ 三日月小学校理科部物語　１，２ 川端　裕人　作 角川書店
F-ｺｶ こぶたのピクルス 小風　さち　文 福音館書店
F-ｺﾄﾞ 子どものための声に出して楽しむ落語＆小ばなし グループこんぺいと　編著 黎明書房
F-ｺﾊﾞ わたしに魔法が使えたら 小林　深雪　作 講談社
F-ｻｲ がっこうのおばけずかん　おきざりランドセル 斉藤　洋　作 講談社
F-ｼﾞﾛ 伝説のエンゼル・ストーン 次良丸　忍　作 金の星社
F-ｼﾞﾛ 恋のサンダー・ストーム 次良丸　忍　作 金の星社
F-ｿﾔ にせあかしやの魔術師 征矢　清　さく 復刊ドットコム
F-ﾀｶ おーばあちゃんはきらきら たかどの　ほうこ　さく 福音館書店
F-ﾂﾁ 妖怪いじわるひょうしき 土屋　富士夫　作　絵 ＰＨＰ研究所
F-ﾄﾀﾞ たまごさんがころんだ！ 戸田　和代　作 佼成出版社
F-ﾐﾔ てんのないにっき 宮下　すずか　作 くもん出版
F-ﾓｲ ドラゴン王さまになる 茂市　久美子　作 国土社

N-ｲｴ アルカーディのゴール ユージン　イェルチン　作　絵 岩波書店
N-ｵﾙ 太陽の草原を駆けぬけて ウーリー　オルレブ　作 岩波書店
N-ｸﾘ がんばれヘンリーくん　改訂新版 ベバリイ　クリアリー　作 学研教育出版
N-ｻｲ 最初の舞踏会 平岡　敦　編訳 岩波書店
N-ｼﾕ ベルンカとやしの実じいさん　上 パベル　シュルット　文 福音館書店

《《  日本のおはなし　　 》》

《《  外国のおはなし　　 》》
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N-ﾀﾞﾆ 子犬おおそうどう ルーシー　ダニエルズ　作 ほるぷ出版
N-ﾄﾞﾝ ドン・キホーテ セルバンテス　原作 講談社
N-ﾌｴ マリゴールドの願いごと ジェーン　フェリス　作 小峰書店
N-ﾘｵ ケイン・クロニクル炎の魔術師たち　２ リック　リオーダン　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

00 考える方法 永井　均　ほか著 筑摩書房
02 １８歳の著作権入門 福井　健策　著 筑摩書房
03 日本は世界で何番目？　５ 藤田　千枝　編 大月書店
15 自分力を高める 今北　純一　著 岩波書店
17 神社ってどんなところ？ 平藤　喜久子　著 筑摩書房
19 はじめての聖書 橋爪　大三郎　著 河出書房新社
19 キリスト教入門 山我　哲雄　著 岩波書店
21 平和を考える戦争遺物　１～５ 汐文社
21 平和学習に役立つ戦跡ガイド　１～３ 平和学習に役立つ戦跡ガイド編集委員会　編 汐文社
28 マッサンとリタ 川嶋　康男　著 汐文社
28 「育ち」をふりかえる 渡井　さゆり　著 岩波書店
28 杉文 越水　利江子　作 岩崎書店
28 ひがん花の赤いじゅうたん 宮内　純子　著 くもん出版
28 ワンガリ・マータイ 筑摩書房編集部　著 筑摩書房
28 安藤百福 筑摩書房編集部　著 筑摩書房
29 事前学習に役立つみんなの修学旅行　長崎・福岡 大石　一久　監修 小峰書店
29 事前学習に役立つみんなの修学旅行　沖縄 上原　靜　監修 小峰書店
32 ニュースに出てくる国際条約じてん　５ 池上　彰　監修 彩流社
35 表とグラフを使おう！　２ 渡辺　美智子　監修 汐文社
37 中学生・高校生のための手帳の使い方 能率手帳プランナーズ　監修 日本能率協会マネジメントセンター

37 平和・環境につながるノーベル賞 若林　文高　監修 文研出版
39 僕たちの国の自衛隊に２１の質問 半田　滋　著 講談社
40 ジュニア空想科学読本　３ 柳田　理科雄　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
40 なぜ？どうして？科学のふしぎな話 日本科学未来館　監修 ナツメ社
42 摩擦のしわざ 田中　幸　著 太郎次郎社エディタス

《《  ちしきの本    　　   》》
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44 星座神話と星空観察 沼澤　茂美　著 誠文堂新光社
46 わらうプランクトン ひらい　あきお　著 小学館
486 擬態のふしぎ図鑑 海野　和男　監修 ＰＨＰ研究所
488 ぼくはフクロウを飼っている 下田　智美　作 偕成社
489 高崎山のベンツ 江口　絵理　著 ポプラ社
489 アドベンチャーワールドパンダをふやせ！ 深光　富士男　文 佼成出版社
50 ご当地電力はじめました！ 高橋　真樹　著 岩波書店
53 電車いっぱい図鑑 井上　廣和　監修 チャイルド本社
53 蒸気機関車ＳＬのすべて 広田　尚敬　写真 講談社
54 よくわかるＬＥＤ・発光ダイオードのしくみ 伊藤　尚未　著 誠文堂新光社
58 さとうとしお ひさかたチャイルド

59 かんたん！かわいい！ひとりでできる！カラフルゴムのバンドアクセサリー 寺西　恵里子　著 日東書院本社
59 かんたん！かわいい！ひとりでできる！はじめてのモール 寺西　恵里子　著 日東書院本社
59 ぼんぼんりぼんのおしゃれ♥アクセサリーづくり 片山　理恵　監修 サンリオ
59 ようこそ！理科レストラン　理科ｄｅごはん 法政大学自然科学センター　監修 文研出版
59 ようこそ！理科レストラン　理科ｄｅ調味料 法政大学自然科学センター　監修 文研出版
62 まるごとかぼちゃ 八田　尚子　構成　文 絵本塾出版
66 漁業国日本を知ろう　近畿の漁業 渡辺　一夫　文　写真 ほるぷ出版
68 新幹線大百科　第４巻 坂　正博　監修 岩崎書店
75 しかけがいっぱい！紙でつくる楽しいお家 ムラバヤシ　ケンジ　著 ＰＨＰ研究所
780 まるわかり！パラリンピック　スピード勝負！夏の競技 日本障がい者スポーツ協会　監修 文研出版
780 まるわかり！パラリンピック　チームでたたかう！夏の競技 日本障がい者スポーツ協会　監修 文研出版
780 まるわかり！パラリンピック　限界をこえる！夏の競技 ３ 日本障がい者スポーツ協会　監修 文研出版
781 なわとび「スゴ技」コレクション　１～３ 河出書房新社
783 やろうよソフトテニス 宮下　徹　著 ベースボール・マガジン社

783 やろうよミニバスケットボール 西山　充　著 ベースボール・マガジン社

783 やろうよソフトボール 齊藤　優季　著 ベースボール・マガジン社

79 みんなでなぞなぞまほうの島超スペシャル やまざき　ロバ　作 ポプラ社
80 プチ革命　言葉の森を育てよう ドリアン助川　著 岩波書店
81 型で習得！中高生からの文章術 樋口　裕一　著 筑摩書房
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81 辞書引き学習が自分でできる！ 深谷　圭助　著 宝島社
81 伝えるための教科書 川井　龍介　著 岩波書店
911 十代に贈りたい心の名短歌１００ 田中　章義　編著 ＰＨＰ研究所

R03 現代用語の基礎知識学習版　２０１５→２０１６ 現代用語検定協会　監修 自由国民社
R81 写真で読み解くカタカナ語大辞典 森山　卓郎　監修 あかね書房

《《  しらべものの本       》》　※かしだしできません
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