
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3日(日) 5月13日(水) 5月20日(水)

6月7日(日) 6月3日(水) 6月17日(水)

5月16日(土) ※　5月23日(土) 5月2日(土)

6月20日(土) ※　6月27日(土) 6月6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 いくらなんでもいくらくん シゲタ　サヤカ　著 イースト・プレス
E ほんとうはなかよし ローレン　チャイルド　作 １万年堂出版
E おにころちゃんとりゅうのはな やぎ　たみこ　作　絵 岩崎書店
E マララとイクバル ジャネット　ウィンター　さく 岩崎書店
E わすれもの大王 武田　美穂　作 ＷＡＶＥ出版
E ねねねのねこ おおなり　修司　文 絵本館
E だるまなんだ　２ おおなり　修司　文 絵本館
E カムイチカプ 藤村　久和　文 絵本塾出版
E ものしりひいおばあちゃん 朝川　照雄　作 絵本塾出版
E ヒトニツイテ 五味　太郎　作 絵本塾出版
E 雪窓 安房　直子　作 偕成社
E ひみつのかんかん 花山　かずみ　作 偕成社
E こけしのゆめ チャンキー松本　さく 学研教育出版
E ちきばんにゃー きくち　ちき　作 学研教育出版
E ひつじのショーン どっちがショーン？ アードマン　アニメーションズ　原作 金の星社
E ゾウの長い鼻には、おどろきのわけがある！ 山本　省三　文 くもん出版
E わらってるわらってる クレヨンハウス
E ないてるないてる クレヨンハウス
E ぼくのジィちゃん くすのき　しげのり　作 佼成出版社
E おおきなスイカ 庄野　ナホコ　作 講談社
E ありのままでだいじょうぶ バーバラ　Ｊ．ヒックス　文 講談社
E しろがくろのパンダです。 平田　昌広　作 国土社
E さわるめいろ　〔１〕，２ 村山　純子　著 小学館
E おつかいくん 鈴木　のりたけ　作 小学館
E 世界でいちばん貧しい大統領のスピーチ ムヒカ　述 汐文社
E 海からきたおじちゃん　改訂新版 織茂　恭子　作 童心社
E おばあちゃんがおばあちゃんになった日 長野　ヒデ子　作 童心社
E にしきのなかの馬 やえがし　なおこ　作 童心社

《《  えほん　        　　 》》
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E 毎日楽しくてしょうがなか！ 島田　洋七　文 徳間書店
E ぼくからみると 高木　仁三郎　ぶん のら書店
E うんこしりとり ｔｕｐｅｒａ　ｔｕｐｅｒａ　著 白泉社
E なにからできているでしょーか？ 大森　裕子　さく 白泉社
E おいぬさま 荒戸　里也子　著 白泉社
E りゆうがあります ヨシタケ　シンスケ　作　絵 ＰＨＰ研究所
E はらぺことらたとふしぎなクレヨン あまん　きみこ　作 ＰＨＰ研究所
E ベルナルさんのぼうし いまい　あやの　作 ＢＬ出版
E おしえて、レンブラントさん ヤン　パウル　スクッテン　文 ＢＬ出版
E いるかがとぶうみ 間瀬　なおかた　作　絵 ひさかたチャイルド

E ちっちゃなトラックレッドくんとイエローくん みやにし　たつや　作絵 ひさかたチャイルド

E ニニ、まいごになる アニタ　ローベル　さく 評論社
E 明けない夜はないから 宮城県の子どもたち＋荒井良二　絵 フェリシモ
E だっこだっこだーいすき かみじょう　ゆみこ　ぶん 福音館書店
E おべんとうだれとたべる？ あずみ虫　さく　え 福音館書店
E でんせつでんがらでんえもん かこ　さとし　著 復刊ドットコム
E かいぞくがぼがぼまる かこ　さとし　著 復刊ドットコム
E ぬればやまのちいさなにんじゃ かこ　さとし　著 復刊ドットコム
E なく、おこる 秋山　さと子　文 復刊ドットコム
E バナナ 斎藤　雅緒　絵 フレーベル館
E アンパンマンとリンゴぼうや やなせ　たかし　さく　え フレーベル館
E おおかみだってきをつけて 重森　千佳　作　絵 フレーベル館
E ダンゴウオの海 鍵井　靖章　写真　文 フレーベル館
E めがねがなくてもちゃんとみえてるもん！ エリック　バークレー　作 ブロンズ新社
E やさしさとおもいやり 宮西　達也　作絵 ポプラ社
E みずいろのぞう ｎａｋａｂａｎ　作 ほるぷ出版
E セロ弾きのゴーシュ 宮沢　賢治　作 三起商行
E まっていたてがみ セルジオ　ルッツィア　作 光村教育図書

F-ｷﾀ 歩いて行こう 北　ふうこ　作 学研教育出版
《《  日本のおはなし　　 》》
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F-ｷﾀ アレハンドロの大旅行 きたむら　えり　さく　え 福音館書店
F-ｺﾊﾞ 花束 小林　深雪　著 講談社
F-ｻｲ ハルと魔法の湖 さいとう　ひとり　著 サンマーク出版
F-ｻﾄ えんぴつ太郎のぼうけん 佐藤　さとる　作 鈴木出版
F-ﾀｶ 飛べ！ぼくらの海賊船　〔１〕，２ 鷹見　一幸　作 角川書店
F-ﾄｷ 少年シャーロックホームズ　１５歳の名探偵！！ コナン　ドイル　原作 集英社
F-ﾄｷ 少年シャーロックホームズ　赤毛クラブの謎 コナン　ドイル　原作 集英社
F-ﾄｷ 少年シャーロックホームズ　消えた生徒たち コナン　ドイル　原作 集英社
F-ﾄｷ 少年シャーロックホームズ　こわい先生たちのヒミツ コナン　ドイル　原作 集英社
F-ﾅｶﾞ クリオネのしっぽ 長崎　夏海　著 講談社
F-ﾊﾏ 天下無敵のお嬢さま！　１～４ 濱野　京子　作 童心社
F-ﾊﾔ 森のおくの小さな物語 林原　玉枝　作 冨山房インターナショナル

F-ﾋｺ なりたて中学生　初級編 ひこ　田中　著 講談社
F-ﾎﾘ モーモー村のおくりもの 堀米　薫　作 文研出版
F-ﾏﾂ ストロボ・エッジ 松田　朱夏　著 集英社
F-ﾐﾀ キャベたまたんていきょうふのおばけやしき 三田村　信行　作 金の星社
F-ﾐﾔ 風の又三郎 宮沢　賢治　作 偕成社
F-ﾐﾔ チャームアップ・ビーズ！　１～３ 宮下　恵茉　作 童心社

N-ｼﾔ ペット・コンテストは大さわぎ　新装版 マージョリー　Ｗ．シャーマット　ぶん 大日本図書
N-ｼﾔ だいじなはこをとりかえせ　新装版 マージョリー　Ｗ．シャーマット　ぶん 大日本図書
N-ｼﾕ 動物と話せる少女リリアーネ　１０ タニヤ　シュテーブナー　著 学研教育出版
N-ﾍﾞｲ ベイマックス アイリーン　トリンブル　作 偕成社
N-ﾏｶ チェラブ　Ｍｉｓｓｉｏｎ８～１０ ロバート　マカモア　作 ほるぷ出版
N-ﾓﾊﾟ だれにも話さなかった祖父のこと マイケル　モーパーゴ　文 あすなろ書房
N-ﾘﾝ 一年後のおくりもの サラ　リーン　作 あかね書房
N-ﾛﾂ デルトラ王国探検記 エミリー　ロッダ　作 岩崎書店

01 つぎ、なにをよむ？　３・４年生 秋山　朋恵　編 偕成社
01 キラキラ子どもブックガイド キラキラ読書クラブ　編 玉川大学出版部

《《  外国のおはなし　　 》》

《《  ちしきの本    　　   》》
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21 池上彰の現代史授業　昭和編２～４ 池上　彰　監修　著 ミネルヴァ書房
21 池上彰の現代史授業　平成編１～３ 池上　彰　監修　著 ミネルヴァ書房
28 ユージン・スミス 土方　正志　著 偕成社
29 たんけん！全国ご当地キャラずかん ご当地キャラたんけん隊　編著 汐文社
29 マップス アレクサンドラ　ミジェリンスカ　作　絵 徳間書店
29 日本全国行ってみたいなあんな町こんな町　４ 東　菜奈　著 岩崎書店
30 ルーマニアどこからきてどこへいくの 山本　敏晴　写真　文 小学館
30 ＨＩＶ／エイズとともに生きる子どもたちケニア 山本　敏晴　写真　文 小学館
32 ニュースに出てくる国際条約じてん　１ 池上　彰　監修 彩流社
32 はじめて学ぶ憲法教室　第３巻，第4巻 菅間　正道　著 新日本出版社
33 証券会社図鑑 野村ホールディングス　監修 日経ＢＰコンサルティング

36 五感の力でバリアをこえる 成松　一郎　著 大日本図書
37 中学生の成績が上がる！教科別「ノートの取り方」最強のポイント５５ 小澤　淳　監修 メイツ出版
38 世界のともだち　０１～08，１０，１１，１３～１９，２１，２２ 偕成社
38 しばわんこの和の行事えほん 川浦　良枝　絵と文 白泉社
38 妖怪ひみつ大百科 村上　健司　著 永岡書店
38 くらべる１００年「もの」がたり　１～５ 新田　太郎　監修 学研教育出版
40 「研究室」に行ってみた。 川端　裕人　著 筑摩書房
44 星座をさがそう　新装版 藤井　旭　著 あかね書房
44 太陽のふしぎ　新装版 藤井　旭　著 あかね書房
44 月をみよう　新装版 藤井　旭　著 あかね書房
44 流れ星・隕石　新装版 藤井　旭　著 あかね書房
44 星の一生　新装版 藤井　旭　著 あかね書房
44 惑星をみよう　新装版 藤井　旭　著 あかね書房
45 しもばしら 細島　雅代　写真 岩崎書店
45 火山は生きている　新装版 青木　章　著 あかね書房
45 きょうりゅう　新装版 小畠　郁生　著 あかね書房
45 雲と天気　新装版 塚本　治弘　著 あかね書房
45 鉱物　新装版 塚本　治弘　著 あかね書房
45 氷の世界　新装版 東海林　明雄　著 あかね書房
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45 砂漠の世界　新装版 片平　孝　著 あかね書房
45 しょうにゅうどう探検　新装版 徳富　一光　著 あかね書房
45 水　新装版 塚本　治弘　著 あかね書房
45 雪の一生　新装版 片平　孝　著 あかね書房
46 原発事故で、生きものたちに何がおこったか。 永幡　嘉之　写真　文 岩崎書店
480 くらべてみよう！どうぶつの赤ちゃん　１～５，７～１０ ますい　みつこ　監修 ポプラ社
480 みんなわくわく水族館　海の動物いっぱい編 池田　菜津美　文 新日本出版社
480 みんなわくわく水族館　お魚いっぱい編 池田　菜津美　文 新日本出版社
482 日本列島いきものたちの物語 出田　恵三　文 ポプラ社
484 超とうめいなガラスイカとおもしろイカのなかまたち ケイシー　ランド　著 鈴木出版
486 アゲハ 中山　れいこ　著 少年写真新聞社
49 貼り薬のひみつ おぎの　ひとし　漫画 学研パブリッシング

50 調べてみよう！日本の職人伝統のワザ　１～７ 学研教育出版
50 すごい自然図鑑 石田　秀輝　監修 ＰＨＰ研究所
50 今こそ考えよう！エネルギーの危機　１～５ 藤野　純一　総監修 文溪堂
50 こうじょうたんけん　たべもの編 藤原　徹司　著 ＷＡＶＥ出版
52 東京駅をつくった男 大塚　菜生　著 くもん出版
53 なおこ、宇宙飛行士になる 山崎　直子　作 角川書店
53 はたらくくるま ひかりのくに
59 レインボールームアクセサリー 学研教育出版
59 ようこそ！理科レストラン　理科ｄｅ保存食 法政大学自然科学センター　監修 文研出版
62 どうしてトウモロコシにはひげがあるの？ 藤田　智　著 少年写真新聞社
65 やまおやじ 今森　光彦　写真　文 小学館
65 熱帯雨林のコレクション 横塚　眞己人　写真　文 フレーベル館
66 塩　新装版 片平　孝　著 あかね書房
68 新幹線大百科　第２巻，第３巻 坂　正博　監修 岩崎書店
70 子どものためのアートブック　その１，その２ ファイドン
72 見てごらん！名画だよ マリー　セリエ　文 西村書店
72 お母さんへ、世界中の子どもたちからプレゼント 山本　敏晴　編著 小学館
72 だまし絵・錯視大事典 椎名　健　監修 あかね書房
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75 親子でつくろう！はじめてのおりがみ 小林　一夫　監修 朝日新聞出版
77 林家木久扇のみんなが元気になる学校寄席入門　１～４ 林家　木久扇　監修 彩流社
781 みんなであそぼう 石井　英行　文 玉川大学出版部
781 かこさとしあそびずかん　なつのまき かこ　さとし　文　絵 小峰書店
781 かこさとしあそびずかん　あきのまき かこ　さとし　文　絵 小峰書店
781 かこさとしあそびずかん　ふゆのまき かこ　さとし　文　絵 小峰書店
783 やろうよバレーボール 熊田　康則　著 ベースボール・マガジン社

783 やろうよテニス 竹内　映二　著 ベースボール・マガジン社

80 よくわかる！記号の図鑑　１ 木村　浩　監修 あかね書房
81 新レインボー写真でわかる慣用句辞典 学研教育出版
911 てのひらの味 村井　康司　編 岩崎書店

C あめふってきた ゆきふってきた かこ　さとし　脚本　絵 童心社
C うみのはなし かこ　さとし　脚本　絵 童心社
C スイスイおよごうスイミング かこ　さとし　脚本　絵 童心社
C せぼねのはなし かこ　さとし　脚本　絵 童心社
C ６がつ６ちゃん はっはっは かこ　さとし　脚本　絵 童心社
C もしももしものもしもんが、きた！ すとう　あさえ　脚本 童心社
C のばら 小川　未明　原作 童心社
C 平和のちかい 稲庭　桂子　脚本 童心社
C 二度と 松井　エイコ　脚本　絵 童心社

《《  かみしばい     　　  》》
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