
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3日(日) 4月6日(水) 4月20日(水)

5月1日(日) ◎　５月７日（土） 5月18日(水)

4月16日(土) ※　4月23日(土) 4月2日(土)

5月21日(土) ※　5月28日(土) 5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

２０１６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

◎　子どもの読書週間記念行事　わくわく！コラボおはなし会「人形劇×えほん」　１４：００～１4：4５



分類 書名 著者名 出版社

E 大きな森の小さな家 安野　光雅　絵 朝日出版社
E とんでもない 鈴木　のりたけ　作　絵 アリス館
E 空にさく戦争の花火 高橋　秀雄　作 今人舎
E おじゃまなクマのおいだしかた エリック　パインダー　さく 岩崎書店
E ダンゴムシのコロリンコくん カズコ　Ｇ．ストーン　文　絵 岩波書店
E ひみつのいもうと アストリッド　リンドグレーン　文 岩波書店
E いつだってともだち 内田　麟太郎　作 偕成社
E 彼岸花はきつねのかんざし 朽木　祥　作 学研教育出版
E つきにいったうさぎのおはなし はっとり　みほ　え 学研教育出版
E マンモスとくらすには カンタン　グレバン　作 クレヨンハウス
E ぞうでするする 軽部　武宏　さく 好学社
E しょうじき５０円ぶん くすのき　しげのり　作 廣済堂あかつき
E はじめてのずかん３００ 講談社ビーシー　編 講談社
E 幼い子は微笑む 長田　弘　詩 講談社
E ガストン ケリー　ディプッチオ　文 講談社
E しんかいたんけん！マリンスノー 山本　孝　作 小峰書店
E バベルの塔 かすや　昌宏　絵 至光社
E なぞかけえほん 入船亭　扇里　文 小学館
E たこやきのたこさぶろう 長谷川　義史　作 小学館
E ざしきわらしのおとちゃん 飯野　和好　絵 小学館
E そりゃあもういいひだったよ 荒井　良二　絵 小学館
E いけいけ！しょうがくいちねんせい 中川　ひろたか　ぶん 小学館
E 祈りのとき いもと　ようこ　え　ぶん 女子パウロ会
E きみはうみ 西　加奈子　絵と文 スイッチ・パブリッシング

E たまおくんはたまごにいちゃん あきやま　ただし　作　絵 鈴木出版
E くらべてわけてならべてみよう！ 国立科学博物館　作 創元社
E パパ・ヴァイト インゲ　ドイチュクローン　作 汐文社
E ばななせんせい 得田　之久　ぶん 童心社

《《  えほん　        　　 》》
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E ばななせんせいとさがしっこ 得田　之久　ぶん 童心社
E はなちゃんとチクリとびょうきのおはなし しみず　ふうがい　えとぶん 日本ＩＤＤＭネットワーク

E パパとママとはなちゃんのおはなし しみず　ふうがい　えとぶん 日本ＩＤＤＭネットワーク

E しりたがりのおつきさま 花里　真希　作 日本新薬
E あとでって、いつ？ 宮野　聡子　作　絵 ＰＨＰ研究所
E そっと 瀧村　有子　作 ＰＨＰ研究所
E タンポポの金メダル 山本　早苗　作 ＢＬ出版
E せかいのはてのむこうがわ たなか　やすひろ　作 ＢＬ出版
E ふしぎなえかきさん 間瀬　なおかた　作　絵 ひさかたチャイルド

E なかないでなかないで あまん　きみこ　作 ひさかたチャイルド

E おじいちゃんのゆめのしま ベンジー　デイヴィス　さく 評論社
E ルパンとアチ　３ 朱　顔　作 仏陀教育基金会
E カボチャのなかにたねいくつ？ マーガレット　マクナマラ　作 フレーベル館
E おしゃべりこんぶ おかい　みほ　作　絵 フレーベル館
E きよき一票を 横山　さよ子　文 文芸社
E ぱぴぷぺぽーず 新井　洋行　著 文溪堂
E おウチをまもれ！ロックとキーチャ♥ ふじさん　原作 美和ロック
E 妖怪用心火の用心 富安　陽子　文 理論社

F-ｲｼ てんきのいい日はつくしとり 石川　えりこ　さく　え 福音館書店
F-ｲｼ 黒魔女さんが通る！！　ｐａｒｔ２０ 石崎　洋司　作 講談社
F-ｳｵ いろはのあした 魚住　直子　作 あかね書房
F-ｸﾛ いじめレジスタンス 黒野　伸一　作 理論社
F-ｻｲ いつでもインコ 斉藤　洋　作 理論社
F-ｻｲ どうぶつのおばけずかん 斉藤　洋　作 講談社
F-ｻｻ 七夕の月 佐々木　ひとみ　作 ポプラ社
F-ｻﾄ ボニンアイランドの夏 佐藤　真澄　著 汐文社
F-ｼﾞﾕ ジュニア９９のなみだ リンダパブリッシャーズ編集部　編 泰文堂
F-ﾀｹ にゃんともクラブ 竹下　文子　作 小峰書店
F-ﾁﾖ どうぶつたちがはしっていく 長　新太　さく 子どもの未来社

《《  日本のおはなし　　 》》
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F-ﾁﾖ キャベツくんのおしゃべり 長　新太　さく 子どもの未来社
F-ﾄｷ ｏｒａｎｇｅ　１ 時海　結以　著 双葉社
F-ﾄﾐ 遊園地の妖怪一家 富安　陽子　作 理論社
F-ﾅｶﾞ ナガサキの命 吉永　小百合　編 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
F-ﾅｶ こぶたものがたり 中澤　晶子　作 岩崎書店
F-ﾅｶ わたしたちのカノン 中村　天音　作 集英社
F-ﾆｼ 占い屋敷の夏休み 西村　友里　作 金の星社
F-ﾊﾏ 竜の木の約束 濱野　京子　作 あかね書房
F-ﾊﾔ 大中小探偵クラブ　神の目をもつ名探偵、誕生！ はやみね　かおる　作 講談社
F-ﾋﾉ 戦争といのちと聖路加国際病院ものがたり 日野原　重明　著 小学館
F-ﾌｶ こちらパーティー編集部っ！　５ 深海　ゆずは　作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
F-ﾐﾔ 部活トラブル発生中！？ 宮下　恵茉　作 ポプラ社
F-ﾐﾔ 嵐をよぶ合唱コンクール！？ 宮下　恵茉　作 ポプラ社
F-ﾐﾔ 流れ星は恋のジンクス 宮下　恵茉　作 ポプラ社
F-ﾔﾅ 魚屋しめ一物語 柳沢　朝子　作 くもん出版
F-ﾖｺ ラスト・スパート！ 横山　充男　作 あかね書房

N-ｱﾂ 天才ジョニーの秘密 エレナー　アップデール　作 評論社
N-ｼﾞｵ ハリーとうたうおとなりさん ジーン　ジオン　ぶん 大日本図書
N-ﾃﾞｲ アナと雪の女王　オラフはスーパースター！ エリカ　デイビッド　文 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
N-ﾄｲ トイ・ストーリー謎の恐竜ワールド 橘高　弓枝　文 偕成社
N-ﾙｸﾞ テオの「ありがとう」ノート クロディーヌ　ル　グイック＝プリエト　著 ＰＨＰ研究所
N-ﾛﾌ ドリトル先生月から帰る　新訳 ヒュー　ロフティング　作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

03 あそびのおうさまずかん　おりがみ・あやとり 学研教育出版
14 世界の不思議超怪奇ファイルＸＸ 山口　敏太郎　著 永岡書店
14 五感ってナンだ！まるごとわかる「感じる」しくみ 山村　紳一郎　著 誠文堂新光社
15 命はどうしてたいせつなの？ 大野　正人　作 汐文社
15 ステキになりたい オオノ　マサフミ　マンガ　イラスト 旺文社
15 カッコよくなりたい はかまた０２　マンガ　イラスト 旺文社

《《  外国のおはなし　　 》》

《《  ちしきの本    　　   》》
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20 兵士になったクマ　ヴォイテク ビビ　デュモン　タック　著 汐文社
28 きかんしゃトーマス大図鑑 ポプラ社
28 勇気の花がひらくとき 梯　久美子　文 フレーベル館
28 光を失って心が見えた 新井　淑則　著 金の星社
29 決定版！富士山まるごと大百科 佐野　充　監修 学研教育出版
29 見て、学んで、力がつく！こども日本地図　２０１６年版 永岡書店編集部　編 永岡書店
29 楽しく遊ぶ学ぶせかいの図鑑 中山　京子　監修 小学館
31 世界の人びとに聞いた１００通りの平和　シリーズ１ 艸場　よしみ　著 かもがわ出版
31 世界の人びとに聞いた１００通りの平和　シリーズ２ 伊勢崎　賢治　監修 かもがわ出版
31 国ってなんだろう？ 早尾　貴紀　著 平凡社
31 よくわかる選挙と政治 福岡　政行　監修 ＰＨＰ研究所
31 交番のヒーロー 如月　かずさ　作 講談社
36 友だち関係　気持ちの伝え方 藤　美沖　マンガ　イラスト 旺文社
37 ぼくたちはなぜ、学校へ行くのか。 マララ　ユスフザイ　述 ポプラ社
37 しゅわしゅわ村のだじゃれ大会 くせ　さなえ　作　絵 偕成社
38 世界のともだち　３１，３２ 偕成社
45 氷のひみつ 大岩　ピュン　漫画 学研プラス出版
45 黄砂にいどむ 高橋　秀雄　作 新日本出版社
46 ミクロワールド大図鑑　昆虫 宮澤　七郎　監修 小峰書店
480 １０分で読めるどうぶつ物語 横山　洋子　選 学研教育出版
49 大研究！知っておこう！がんのこと なかざき　冬　漫画 講談社ビーシー
51 ダム・浄水場・下水処理場で働く人たち 山下　久猛　著 ぺりかん社
51 世界を動かすことば 百瀬　しのぶ　作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
53 未来の車のひみつ おぎの　ひとし　漫画 学研プラス出版
54 サイバーセキュリティのひみつ ひろ　ゆうこ　漫画 学研プラス出版
58 父さんはドラゴン・パティシエ 柏葉　幸子　作 講談社
67 物の流れ 関　和之　マンガ　イラスト 旺文社
75 楽しい！どんぐりまつぼっくり落ち葉の工作ＢＯＯＫ おさだ　のび子　著 ナツメ社
75 つくってかざろう！きせつのおりがみ　１～４ 学研教育出版
75 はじめてでもかんたん！エコなリメイク　１ 寺西　恵里子　作 汐文社
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77 林家たい平の落語のじかん 林家　たい平　著 毎日新聞出版
789 忍者修行マニュアル 山田　雄司　監修 実業之日本社
80 世界の文字の書き方・書道　１～３ 稲葉　茂勝　著 彩流社
80 聞く力、話す力 松原　耕二　著 河出書房新社
80 辞書・事典のすべてがわかる本　３ あすなろ書房
911 まど・みちお全詩集　続 まど　みちお　著 理論社
911 はじめての百人一首 吉海　直人　監修 鈴木出版
911 大人になるまでに読みたい１５歳の短歌・俳句・川柳　２ ゆまに書房
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