
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5日(日) 3月1日(水) 3月15日(水)

4月2日(日) 4月5日(水) 4月19日(水)

3月18日(土) ※　3月25日(土) 3月4日(土)

4月15日(土) ※　4月22日(土) 4月1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、午前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

２０１７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 ななちゃんのおかたづけ つがね　ちかこ　著 赤ちゃんとママ社
E かぜ イブ　スパング　オルセン　さく 亜紀書房
E かみなりどん 武田　美穂　作 あすなろ書房
E いろがみびりびりぴったんこ 松田　奈那子　作 アリス館
E ペンギンかぞくとおそろしい山 藤原　幸一　著 アリス館
E えらいこっちゃのようちえん かさい　まり　文 アリス館
E されどオオカミ きむら　ゆういち　作　絵 あるまじろ書房
E バス 五味　零　作 岩崎書店
E せいそう車 五味　零　作 岩崎書店
E ふね 五味　零　作 岩崎書店
E ペネロペのたのしいハロウィン アン　グットマン　げんさく 岩崎書店
E じどうしゃブブブン　新装版 冬野　いちこ　著 岩崎書店
E でんしゃがゴットン　新装版 冬野　いちこ　著 岩崎書店
E おひるねしましょ フィリス　ゲイシャイトー　ぶん 岩崎書店
E ぼくはスーパーヒーロー メラニー　ウォルシュ　作 岩崎書店
E かぞくになって！ ヒラリー　ロビンソン　文 絵本塾出版
E 走れ！！機関車 ブライアン　フロッカ　作　絵 偕成社
E もりがもえた きむら　ゆういち　作 架空社
E おにきちおにぎり 林　彩子　作 学研教育みらい
E たまちゃんとあかちゃん どい　かや　さく 学研プラス
E みつけてかぞえてどこどこどうぶつ　ゆかいなまきば ガレス　ルーカス　絵 河出書房新社
E おしりだよ 乾　栄里子　作 教育画劇
E いろいろバナナ 山岡　ひかる　作 くもん出版
E いろいろおすし 山岡　ひかる　作 くもん出版
E ゆきのしたのおともだち ばん　たくま　作 くもん出版
E ちいさなじけん ふくしま　はな　絵 クレヨンハウス
E しょうぼうしのサルサさん 中川　ひろたか　作 講談社
E おやしきへいく 庄野　ナホコ　作 講談社

《《  えほん　        　　 》》
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E リターン アーロン　ベッカー　作 講談社
E きょうりゅうたちのいただきます ジェイン　ヨーレン　文 小峰書店
E どこどこ迷路の冒険７人組 視覚デザイン研究所　さく 視覚デザイン研究所

E おむかえパパ ナディーヌ　ブランコム　文 主婦の友社
E こねこのプーフー　１～４ アン　ハレンスレーベン　作 小学館
E にょっ！ ザ　キャビンカンパニー　作 小学館
E ケチャップれっしゃ ザ　キャビンカンパニー　作　絵 鈴木出版
E たまごにいちゃんとたまごねえちゃん あきやま　ただし　作　絵 鈴木出版
E ウィニー サリー　Ｍ．ウォーカー　原作 汐文社
E スラムにひびくバイオリン スーザン　フッド　作 汐文社
E ばななくんがね… とよた　かずひこ　さく　え 童心社
E かあさんのまほうのかばん よこみち　けいこ　文 童心社
E どででんかぼちゃ いわさ　ゆうこ　さく 童心社
E げんきにおでかけ 五味　太郎　さく 童心社
E なかないで、アーサー エマ　チチェスター　クラーク　作　絵 徳間書店
E はじめてずかんこれ、な～に？ 永岡書店編集部　編 永岡書店
E 世界の町１００１のさがしもの アンナ　ミルボーン　作 ＰＨＰ研究所
E １００１のモンスターをさがせ！ ジリアン　ドハーティ　作 ＰＨＰ研究所
E すなばばば 鈴木　のりたけ　作　絵 ＰＨＰ研究所
E でてくるでてくる 岩田　明子　作　絵 ひかりのくに
E とらさんおねがいおきないで ブリッタ　テッケントラップ　作　絵 ひさかたチャイルド

E ミッフィーとほくさいさん 菊地　敦己　構成 美術出版社
E ねこ・こども 佐々木　マキ　さく 福音館書店
E まあちゃんのすてきなエプロン たかどの　ほうこ　さく 福音館書店
E うおいちば 安江　リエ　ぶん 福音館書店
E ゆきゆきゆき たむら　しげる　さく 福音館書店
E おとうさんは、いま 湯本　香樹実　ぶん 福音館書店
E ねぎぼうずのあさたろう　その１０ 飯野　和好　作 福音館書店
E 動物がすき！ 安間　繁樹　文 福音館書店
E 塩田の運動会 那須　正幹　作 福音館書店
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E あさですよよるですよ かこ　さとし　さく 福音館書店
E あかですよあおですよ かこ　さとし　さく 福音館書店
E ブルブルブブブー にご　まりこ　さく 福音館書店
E ワンワンぶらぶら きむら　よしお　さく 福音館書店
E おつきさますーやすや 青島　左門　作 福音館書店
E とまとさんのあかいふく 得田　之久　文 福音館書店
E ぜろくんおとおり 片山　健　作 福音館書店
E ふって！ふって！バニー クラウディア　ルエダ　さく フレーベル館
E 夢にめざめる世界 ロブ　ゴンサルヴェス　作 ほるぷ出版
E どうして博物館に隕石が展示されたの！？ ジェシー　ハートランド　さく 六耀社
E エイハブ船長と白いクジラ マヌエル　マルソル　作　絵 ワールドライブラリー

F-ｱﾔ １２歳。　６，７ 綾野　はるる　著 小学館
F-ｱﾝ ルルとララのアロハ！パンケーキ あんびる　やすこ　作　絵 岩崎書店
F-ｲｼ 絵描きと天使 石倉　欣二　作　絵 ポプラ社
F-ｲｼ 少年Ｎの長い長い旅　０２ 石川　宏千花　著 講談社
F-ｲﾄ ひいな いとう　みく　作 小学館
F-ｲﾄ きょうはやきにく いとう　みく　作 講談社
F-ｲﾉ １１歳のバースデー　あたしだけのスマイル・リップ 井上　林子　作 くもん出版
F-ｲﾉ １１歳のバースデー　わたしの空色プール 井上　林子　作 くもん出版
F-ｲﾉ １１歳のバースデー　おれのバトル・デイズ 井上　林子　作 くもん出版
F-ｲﾉ １１歳のバースデー　ぼくらのスマイル・リップ 井上　林子　作 くもん出版
F-ｸﾎﾞ 駅鈴（はゆまのすず） 久保田　香里　作 くもん出版
F-ｺﾉ １％　５ このはな　さくら　作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
F-ｻｲ 初恋ゆうれいアート 斉藤　洋　作 あかね書房
F-ｽｴ ぞくぞく村のにじ色ドラゴン 末吉　暁子　作 あかね書房
F-ｽﾐ アイドル王子は知っている 住滝　良　文 講談社
F-ﾀｶ 十一月の扉 高楼　方子　著 福音館書店
F-ﾂｼﾞ １２歳。　まもりたい 辻　みゆき　著 小学館
F-ﾄﾀﾞ トイレのかめさま　改訂 戸田　和代　作 ポプラ社

《《  日本のおはなし　　 》》
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F-ﾈｼﾞ ぼくらのウソテレビ ねじめ　正一　作 くもん出版
F-ﾊﾂ おたんじょうび、もらったの 服部　千春　作 岩崎書店
F-ﾋﾛ 狐霊の檻 廣嶋　玲子　作 小峰書店
F-ﾏﾂ なかよしおまもり、きいた？ 松井　ラフ　作 ＰＨＰ研究所
F-ﾏﾂ にわとり城 松野　正子　作 こぐま社
F-ﾏﾂ 小説映画溺れるナイフ 松田　朱夏　著 講談社
F-ﾐｽﾞ 名探偵コナンエピソード“ＯＮＥ”小さくなった名探偵 水稀　しま　著 小学館
F-ﾐﾜ ぼくらは鉄道に乗って 三輪　裕子　作 小峰書店
F-ﾑｶ 昔話法廷 ＮＨＫ　Ｅテレ「昔話法廷」制作班　編 金の星社
F-ﾑｶ トリプル・ゼロの算数事件簿　ファイル４ 向井　湘吾　作 ポプラ社
F-ﾑﾗ にげたエビフライ 村上　しいこ　作 講談社
F-ﾓﾘ 小説小学生のヒミツ 片思い 森川　成美　文 講談社

N-ｴｳﾞ アーチー・グリーンと錬金術師の呪い Ｄ．Ｄ．エヴェレスト　著 あすなろ書房
N-ｴﾙ おしろのばん人とガレスピー ベンジャミン　エルキン　ぶん 大日本図書
N-ｷﾆ グレッグのダメ日記 いちかばちか、やるしかないね！ ジェフ　キニー　作 ポプラ社
N-ｸﾞﾘ １３階だてのツリーハウス アンディ　グリフィス　作 ポプラ社
N-ｺﾖ コヨーテ太陽をぬすむ 高野　由里子　編訳 風濤社
N-ｻﾃ サーティーナイン・クルーズ　２４ 小浜　杳　訳 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
N-ｽﾃ 少女探偵アガサ　１ サー　スティーヴ　スティーヴンソン　作 岩崎書店
N-ﾍｲ クリスマスとよばれた男の子 マット　ヘイグ　文 西村書店
N-ﾏﾃ ミスターオレンジ トゥルース　マティ　作 朔北社
N-ﾘｺ りこうな子ども 松岡　享子　編　訳 こぐま社
N-ﾛｲ ぼくとベルさん フィリップ　ロイ　著 ＰＨＰ研究所
N-ﾜｲ ディズニーインフィニティ エイミー　ワインガルトナー　文 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
N-ﾜﾅ 暗号クラブ　８ ペニー　ワーナー　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

02 学校で知っておきたい著作権　２ 小寺　信良　著 汐文社
03 こどももののなまえ絵じてん 三省堂編修所　編 三省堂
03 モノのはじまりえほん 荒俣　宏　監修 日本図書センター

《《  外国のおはなし　　 》》

《《  ちしきの本    　　   》》
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14 超びっくり！奇妙で妖しい？錯覚美術館　だまし絵コレクション 涌田　利之　編著 汐文社
14 超びっくり！奇妙で妖しい？錯覚美術館　錯視アートコレクション ＭＯＮＡＬＩＳＡ　編著 汐文社
15 みんなと仲よくなる菜根譚 野村　茂夫　監修 リベラル社
15 １０１人が選ぶ「とっておきの言葉」 河出書房新社　編 河出書房新社
20 ドラえもん社会ワールド古代文明のひみつ 藤子　Ｆ　不二雄　まんが 小学館
20 学研まんがＮＥＷ世界の歴史　別巻 学研プラス
20 学研まんがＮＥＷ世界の歴史　別巻〔２〕 近藤　二郎　監修 学研プラス
21 室町時代のサバイバル イセケヌ　マンガ 朝日新聞出版
21 江戸の町のサバイバル 大富寺　航　マンガ 朝日新聞出版
28 レシピにたくした料理人の夢 百瀬　しのぶ　文 汐文社
28 ハッブル 家　正則　著 岩波書店
28 命の意味命のしるし 上橋　菜穂子　著 講談社
29 日本地理データ年鑑　２０１６ 松田　博康　監修 小峰書店
30 はじめてのアクティブ・ラーニング社会の？を探検　みんなのまち 小宮山　博仁　著 童心社
30 はじめてのアクティブ・ラーニング社会の？を探検　日本の暮らし 小宮山　博仁　著 童心社
30 はじめてのアクティブ・ラーニング社会の？を探検　昔と今の日本 小宮山　博仁　著 童心社
31 ドラえもん社会ワールド政治のしくみ 藤子　Ｆ　不二雄　まんが 小学館
31 池上彰のみんなで考えよう１８歳からの選挙　１～４ 池上　彰　監修 文溪堂
31 話したくなる世界の選挙 コンデックス情報研究所　編集 清水書院
31 ドラえもん社会ワールド日本と国際社会 藤子　Ｆ　不二雄　まんが 小学館
32 ドラえもん社会ワールド憲法って何だろう 藤子　Ｆ　不二雄　まんが 小学館
32 憲法と君たち 佐藤　功　著 時事通信出版局
33 ドラえもん社会ワールドお金のひみつ 藤子　Ｆ　不二雄　まんが 小学館
34 税金の大事典 神野　直彦　監修 くもん出版
36 さがしてみよう！まちのバリアフリー　１～６ 高橋　儀平　監修 小峰書店
36 みんなのユニバーサルデザイン　１，２，４，５，６ 川内　美彦　監修 学研教育出版
36 社会福祉士の一日 ＷＩＬＬこども知育研究所　編著 保育社
36 火災のサバイバル スウィートファクトリー　文 朝日新聞出版
36 気をつけよう！ブラックバイト・ブラック企業　２ ブラックバイトから子どもたちを守る会　編 汐文社
37 学校犬バディが教えてくれたこと 吉田　太郎　著 金の星社
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37 こどもノーベル賞新聞 若林　文高　監修 世界文化社
37 アクティブ・ラーニングで身につく発表・調べ学習　４ 河出書房新社
37 想像力のスイッチを入れよう 下村　健一　著 講談社
38 世界恐怖図鑑　１～４ バーバラ　コックス　著 文溪堂
38 こどもにほんのでんとう絵じてん 生活史研究所　監修 三省堂
40 ドラえもん科学ワールドｓｐｅｃｉａｌはじめてのふしぎ 藤子　Ｆ　不二雄　まんが 小学館
40 ドラえもん科学ワールドミクロの世界 藤子　Ｆ　不二雄　まんが 小学館
42 ドラえもん科学ワールド光と音の不思議 藤子　Ｆ　不二雄　まんが 小学館
44 ドラえもん科学ワールド宇宙の不思議 藤子　Ｆ　不二雄　まんが 小学館
44 ビックリ３Ｄ図鑑　宇宙 カールトン　ブックス　編 岩崎書店
44 地球儀で探検！ 渡辺　一夫　著 ＰＨＰ研究所
45 ドラえもん科学ワールド恐竜と失われた動物たち 藤子　Ｆ　不二雄　まんが 小学館
45 ドラえもん科学ワールド地球の不思議 藤子　Ｆ　不二雄　まんが 小学館
45 ビックリ３Ｄ図鑑　恐竜 カールトン　ブックス　編 岩崎書店
45 ドラえもん科学ワールド天気と気象の不思議 藤子　Ｆ　不二雄　まんが 小学館
45 ドラえもん科学ワールド生物の源・海の不思議 藤子　Ｆ　不二雄　まんが 小学館
45 世界一楽しい遊べる鉱物図鑑 さとう　かよこ　著 東京書店
45 ドラえもん科学ワールド生命進化と化石の不思議 藤子　Ｆ　不二雄　まんが 小学館
46 ドラえもん科学ワールド動植物の不思議 藤子　Ｆ　不二雄　まんが 小学館
47 根っこのえほん　３ 根研究学会　協力 大月書店
47 庭のたからもの 大野　八生　著 小学館
486 ドラえもん科学ワールド昆虫の不思議 藤子　Ｆ　不二雄　まんが 小学館
49 ドラえもん科学ワールドからだと生命の不思議 藤子　Ｆ　不二雄　まんが 小学館
49 こどもからだのしくみ絵じてん 坂井　建雄　監修 三省堂
49 臨床検査技士の一日 ＷＩＬＬこども知育研究所　編著 保育社
49 作業療法士の一日 ＷＩＬＬこども知育研究所　編著 保育社
50 ドラえもん科学ワールドｓｐｅｃｉａｌひみつ道具Ｑ＆Ａ 藤子　Ｆ　不二雄　まんが 小学館
50 ドラえもん科学ワールドエネルギーの不思議 藤子　Ｆ　不二雄　まんが 小学館
51 日本のインフラ　１，２ 伊藤　毅　監修 ほるぷ出版
53 電車大集合１９２２点 広田　尚敬　写真 講談社
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54 ドラえもん科学ワールドロボットの世界 藤子　Ｆ　不二雄　まんが 小学館
55 深海大探検！ ワン　ステップ　編 ＰＨＰ研究所
59 毛糸の編み機ニッティングルームで編むかわいい小物 学研プラス
59 できるよ！せいかつ３６６ 宮里　暁美　監修 主婦の友社
72 名画で遊ぶあそびじゅつ！　絵が語る歴史と物語 エリザベート　ド　ランビリー　著 ロクリン社
72 はじめての浮世絵　１～３ 深光　富士男　著 河出書房新社
75 おりがみしよっ！ 新宮　文明　著 日本文芸社
75 親子でいっしょにあそぼう！おりがみ 新宮　文明　著 高橋書店
75 ５回おったらできあがり！！はじめてのおりがみ 新宮　文明　著 高橋書店
75 おんなのこのおりがみ３～５さい 新宮　文明　著 日本文芸社
75 おとこのこのおりがみ３～５さい 新宮　文明　著 日本文芸社
75 きせつで楽しいみんなのおりがみ 新宮　文明　著 日本文芸社
75 ダンボールで作るわくわくコロコロ装置 コロコロ研究所　監修 ブティック社
76 教科書にでてくる音楽家の伝記 ひの　まどか　監修 講談社
77 ビックリ３Ｄ図鑑　ジュラシック・ワールド キャロライン　ローランズ　作 岩崎書店
789 試合で勝てる！小学生の柔道上達のコツ５０ 朝飛　大　監修 メイツ出版
81 こどもことばつかいかた絵じてん 金田一　春彦　監修 三省堂
83 頭のいい子が育つ英語のうた４５選 村松　美映子　英語監修 新星出版社
83 英語好きな子に育つたのしいお話３６５ 小学生のための英語教育研究グループ　著 誠文堂新光社
908 さてさて、きょうのおはなしは… 瀬田　貞二　再話　訳 福音館書店

F-ｱｻ 風の館の物語　１〔上〕，〔下〕 あさの　あつこ　作 講談社
F-ｱｻ 風の館の物語　２〔上〕，〔下〕 あさの　あつこ　作 講談社
F-ｱｻ 風の館の物語　３〔上〕，〔下〕 あさの　あつこ　作 講談社
F-ｱｻ 風の館の物語　４〔上〕，〔下〕 あさの　あつこ　作 講談社
F-ｲｼ 黒魔女さんが通る！！　Ｐａｒｔ６〔上〕，〔下〕 石崎　洋司　作 講談社
F-ｶｶﾞ あやかしの鏡　終わりのはじまり　上，下 香谷　美季　作 講談社
F-ｶｼ 地下室からのふしぎな旅　上，下 柏葉　幸子　作 講談社
F-ｸｽ 一休さんは名探偵！！　上，下 楠木　誠一郎　作 講談社
F-ﾐﾔ この子だれの子　上，下 宮部　みゆき　作 講談社

《《  大きな文字の本　　 》》
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N-ｺﾞ 西遊記　上，下 呉　承恩　原作 講談社
N-ﾓﾝ アンの幸福　１～４ Ｌ．Ｍ．モンゴメリ　作 講談社
N-ﾓﾝ アンの夢の家　上，中，下 Ｌ．Ｍ．モンゴメリ　作 講談社
N-ﾗ 三国志　２，３ 羅　貫中　原作 講談社
31 はたらく地雷探知犬 大塚　敦子　文　写真 講談社
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