
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4日(日) 3月7日(水) 3月21日(水)

4月1日(日) 4月4日(水) 4月18日(水)

3月17日(土) ※　3月24日(土) 3月3日(土)

4月21日(土) ※　4月28日(土) 4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、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

２０１８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 おふねにのって スギヤマ　カナヨ　著 赤ちゃんとママ社
E じてんしゃのれるかな 平田　利之　作 あかね書房
E きらきら 谷川　俊太郎　文 アリス館
E えほん図鑑へんてこ！みずのぜつめつどうぶつ はた　こうしろう　作 アリス館
E かくれんぼ 種村　有希子　作 アリス館
E ともだちのやくそく 中川　ひろたか　さく アリス館
E ペネロペとおむつのふたごちゃん アン　グットマン　ぶん 岩崎書店
E サンドイッチをたべたの、だあれ？ ジュリア　サーコーン＝ローチ　作 エディション・エフ

E なでてなでて 日隈　みさき　え エンブックス
E みつけてかぞえてどこどこきょうりゅう ガレス　ルーカス　絵 河出書房新社
E たべてあげる ふくべ　あきひろ　ぶん 教育画劇
E モリくんのあめふりぴーまんカー かんべ　あやこ　作 くもん出版
E かわ 鈴木　のりたけ　著 幻冬舎
E あくまちゃんとてんしちゃん のぶみ　さく 幻冬舎
E どこ？　クリスマスのさがしもの 山形　明美　作 講談社
E パンダおやこたいそう いりやま　さとし　作 講談社
E １日１０分でせかいちずをおぼえる絵本 あきやま　かぜさぶろう　作 講談社
E でんしゃずし 丸山　誠司　作 交通新聞社
E きつねの童子 堀切　リエ　文 子どもの未来社
E 森のおくから レベッカ　ボンド　作 ゴブリン書房
E ばけバケツ 軽部　武宏　作 小峰書店
E きょうりゅうたちのクリスマス ジェイン　ヨーレン　文 小峰書店
E イヌのクニャン きど　まや　さく ジーグレイプ
E クマノミのおさんぽ 羽田　美智子　文 小学館
E チューリップ 荒井　真紀　さく 小学館
E よるだけパンダ 大塚　健太　さく 小学館
E コんガらガっちどしんどしんちょこちょこすすめ！の本 ユーフラテス　さく 小学館
E いろいろいろんなかぞくのほん メアリ　ホフマン　ぶん 少年写真新聞社

《《  えほん　        　　 》》
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E 密林一きれいなひょうの話 工藤　直子　おはなし 瑞雲舎
E ゆきのひのおくりもの ポール　フランソワ　文 鈴木出版
E ぼくのどうぶつえん ねじめ　正一　作 鈴木出版
E にににんにんじん いわさ　ゆうこ　さく 童心社
E ローラとわたし キアラ　ヴァレンティーナ　セグレ　文 徳間書店
E おやすみえほんくん ラマディエ　ぶん パイインターナショナル

E ぷんぷんえほんくん ラマディエ　ぶん パイインターナショナル

E でんしゃからみつけた 宮本　えつよし　さく パイインターナショナル

E くるまからみつけた 宮本　えつよし　さく パイインターナショナル

E ハンカチやさんのチーフさん どい　かや　文 白泉社
E いちにちじごく ふくべ　あきひろ　さく ＰＨＰ研究所
E あま～いしろくま 柴田　ケイコ　作　絵 ＰＨＰ研究所
E ヘビのレストラン 深見　春夫　作 ＰＨＰ研究所
E かえるのラミー はせがわ　さとみ　作 ＢＬ出版
E ちいさなちいさなちいさなおひめさま 二宮　由紀子　文 ＢＬ出版
E マフィー＆ジオ空とぶレシピ 石津　ちひろ　文 ＢＬ出版
E ほうまんの池のカッパ 椋　鳩十　文 ＢＬ出版
E あれあれだあれ？ 中川　ひろたか　文 ひかりのくに
E くらやみのゾウ ルーミー　原作 評論社
E ほっぷすてっぷかぶとむし 増田　純子　作 福音館書店
E ごはんはおいしい ぱく　きょんみ　文 福音館書店
E くるまはいくつ？ 渡辺　茂男　さく 福音館書店
E だるまちゃんとかまどんちゃん 加古　里子　さく　え 福音館書店
E だるまちゃんとキジムナちゃん 加古　里子　さく　え 福音館書店
E だるまちゃんとはやたちゃん 加古　里子　さく　え 福音館書店
E にゃんにゃん せな　けいこ　さく 福音館書店
E うちゅうはきみのすぐそばに いわや　けいすけ　ぶん 福音館書店
E べたべたにゃんこ ひがし　くんぺい　え　ぶん 復刊ドットコム
E ぼりぼりにゃんこ ひがし　くんぺい　え　ぶん 復刊ドットコム
E こなものがっこう 塚本　やすし　作　絵 フレーベル館
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E ぼくのおおきさ 殿内　真帆　作　絵 フレーベル館
E ケチャップマン 鈴木　のりたけ　作 ブロンズ新社
E おたんじょうびケーキ アン　マサコ　著 ブロンズ新社
E パパのぼり きくち　ちき　作 文溪堂
E パパおふろ きくち　ちき　作 文溪堂
E ようかいでんしゃ ナカオ　マサトシ　さく ポプラ社
E ねずみくんのチョッキ ねずみくんの小さな絵本 なかえ　よしを　作 ポプラ社
E おもちおばけ ささき　ようこ　さく　え ポプラ社
E はなのいろはどこへいくの 水野　翠　さく リーブル
E ボンネットの下をのぞいてみれば… エスター　ポーター　文 六耀社
E 夢の川 マーク　マーティン　作 六耀社
E 図書館を心から愛した男 アンドリュー　ラーセン　文 六耀社

F-ｱｲ 青星学園★チームＥＹＥ－Ｓの事件ノート 相川　真　作 集英社
F-ｲｼ 少年Ｎの長い長い旅　０４ 石川　宏千花　著 講談社
F-ｲｼ 墓守りのレオ　ビューティフル・ワールド 石川　宏千花　著 小学館
F-ｶｻ きくち駄菓子屋 かさい　まり　文 アリス館
F-ｶｾﾞ 氷の上のプリンセス　ジュニア編１ 風野　潮　作 講談社
F-ｸｻ 図書館につづく道 草谷　桂子　著 子どもの未来社
F-ｺﾉ １％　８ このはな　さくら　作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
F-ｺﾞﾌ ５分後に思わず涙。　青い星の小さな出来事 桃戸　ハル　編著 学研プラス
F-ｻｲ 図書館の怪談 斉藤　洋　作 あかね書房
F-ｻｴ シランカッタの町で さえぐさ　ひろこ　作 フレーベル館
F-ｿｳ ぼくらの消えた学校 宗田　理　作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
F-ﾄｳ 邪馬台戦記　１ 東郷　隆　作 静山社
F-ﾆｼ きらわれもののこがらしぼうや 仁科　幸子　作　絵 ＰＨＰ研究所
F-ﾋﾄ ひとりぼっちの教室 小林　深雪　著 講談社
F-ﾌｼﾞ コンビニ仮面は知っている 藤本　ひとみ　原作 講談社
F-ﾌｼﾞ さよなら、おばけ団地 藤重　ヒカル　作 福音館書店
F-ﾎｼ お父さんのバイオリン ほしお　さなえ　作 徳間書店

《《  日本のおはなし　　 》》
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F-ﾎｼ ルークとふしぎな歌 ほしお　さなえ　作 徳間書店
F-ﾏｲ 夕凪の街 桜の国 蒔田　陽平　ノベライズ 双葉社
F-ﾏﾂ パスワード パズル戦国時代 松原　秀行　作 講談社
F-ﾑｶ 昔話法廷　Ｓｅａｓｏｎ２ ＮＨＫ　Ｅテレ「昔話法廷」制作班　編 金の星社
F-ﾓﾓ ５秒後に意外な結末　ミノタウロスの青い迷宮 桃戸　ハル　編著 学研プラス

N-ｵｽﾞ 背番号４２のヒーロー メアリー　ポープ　オズボーン　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
N-ｷﾞﾌ ジュビリー パトリシア　ライリー　ギフ　作 さ・え・ら書房
N-ｷﾝ とびきりすてきなクリスマス リー　キングマン　作 岩波書店
N-ｸﾗ パンツ・プロジェクト キャット　クラーク　著 あすなろ書房
N-ｺﾂ レモンの図書室 ジョー　コットリル　作 小学館
N-ﾄﾞﾈ 美女と野獣 本にとらわれたベル ジェニファー　ドネリー　著 講談社
N-ﾚｱ はるかな旅の向こうに エリザベス　レアード　作 評論社
N-ﾜﾅ 暗号クラブ　１１ ペニー　ワーナー　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
N-ﾜﾗ ペーパープレーン スティーブ　ワーランド　作 小峰書店

07 新聞記者は、せいぎの味方？ みうら　かれん　作 講談社
33 私、日本に住んでいます スベンドリニ　カクチ　著 岩波書店
33 同級生は外国人！？　１ 吉富　志津代　監修 汐文社
40 １０分でわかる！かがくのぎもん　１年生 江川　多喜雄　編著 実業之日本社
40 ワクワク！かわいい！自由研究大じてん 成美堂出版編集部　編 成美堂出版
40 小学生のかっこいい！！自由研究 成美堂出版編集部　編 成美堂出版
D50 発明対決　１０，２５，２６ ゴムドリｃｏ．　文 朝日新聞出版
41 統計と地図の見方・使い方 渡辺　美智子　監修 ＰＨＰ研究所
480 近づくな！襲撃危険生物のひみつ１００ 学研プラス
480 危険生物◆外来生物大図鑑 今泉　忠明　監修 あかね書房
49 ドラえもん科学ワールドｓｐｅｃｉａｌ食べ物とお菓子の世界 藤子　Ｆ　不二雄　まんが 小学館
49 薬が届くまでここが知りたい！ くろにゃこ。　まんが 文藝春秋企画出版部

49 すてきな３Ｋ いとう　みく　作 講談社
50 日本の手仕事　機織りさん・筆職人さんほか 遠藤　ケイ　絵と文 汐文社

《《  外国のおはなし　　 》》

《《  ちしきの本    　　   》》
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51 ごみはどこへ行くのか？ 熊本　一規　監修 ＰＨＰ研究所
51 地球の危機をさけぶ生きものたち　２ 藤原　幸一　写真　文 少年写真新聞社
54 インターネットのひみつ　新版 かん　ようこ　漫画 学研プラス
58 世界を救うパンの缶詰 菅　聖子　文 ほるぷ出版
58 フリーズドライのひみつ 山口　育孝　漫画 学研プラス
59 季節の食べものクイズ絵本１２カ月 角　愼作　絵 全国学校給食協会
59 かのこと小鳥の美容院 市川　朔久子　作 講談社
62 大根はエライ 久住　昌之　文　絵 福音館書店
64 珍獣ドクターのドタバタ診察日記 田向　健一　著 ポプラ社
66 クレヨンで描いたおいしい魚図鑑 加藤　休ミ　著 晶文社
67 インターネット広告のひみつ 鳥飼　規世　漫画 学研プラス
67 警備と安全ここが知りたい！ 名古屋　裕　まんが 文藝春秋企画出版部

75 紙ひこうきクラフトスクール　レベル４ クリストファー　Ｌ．ハーボ　著 ほるぷ出版
75 おもちゃの迷路 香川　元太郎　作　絵 ＰＨＰ研究所
77 おやこで楽しむ講談入門 宝井　琴星　監修 彩流社
781 基本から大会まで勝つ！長なわ８の字跳び最強のコツ 西沢　尚之　監修 メイツ出版
782 駅伝ガールズ 菅　聖子　作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
D786 ジャングルのサバイバル　６，７ 洪　在徹　文 朝日新聞出版
788 ビジュアル大相撲図鑑 服部　祐兒　監修 汐文社
79 恐怖！なぞなぞじごくめぐり ながた　みかこ　作 ポプラ社
79 子どもにウケる将棋超入門 創元社編集部　編 創元社
81 おもしろい！楽しい！うれしい！手紙　１ スギヤマ　カナヨ　著 偕成社
81 部首から知る漢字のなりたち 落合　淳思　監修 理論社
83 中学英語で話そう日本の文化　２ 大門　久美子　編著 汐文社
911 たぬきのたまご 内田　麟太郎　著 銀の鈴社

C たぬきのにゅうがくしき 桂　文我　脚本 童心社
C まんまるまんまたんたかたん 荒木　文子　脚本 童心社
C でんしょばとのポー たはら　ともみ　作　絵 教育画劇
C まるいものな～んだ とよた　かずひこ　脚本　絵 童心社

《《  かみしばい     　　  》》
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C まんまるまんまるまんまるな 長野　ヒデ子　脚本　絵 童心社
C ろくろくびのおかあさん 苅田　澄子　脚本 童心社
C ねこのえきちょうさん のし　さやか　作　絵 教育画劇
C うなぎにきいて 桂　文我　脚本 童心社
C かめくんファイト！ 宮崎　二美枝　脚本 童心社
C まるくん さんかくさん しかくちゃん 和歌山　静子　脚本　絵 童心社
C おっきなおにぎりちっさなおにぎり やえがし　なおこ　脚本 童心社

7


