
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1日(日) 4月4日(水) 4月18日(水)

5月6日(日)
赤ちゃんおはなし会０・１・２

※１　５月１６日（水） 5月16日(水)

4月21日(土) ※2　4月28日(土) 4月7日(土)

5月19日(土) ※2　5月26日(土) 5月5日(土)

※２　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

おはなしかい

おはなしのへや

※１　赤ちゃんおはなし会０・１・２は、午前１０時３０分～１１時になります
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（対象：０～２歳児とその保護者）

あっぷっぷ
あたらしくはいったこどもの本

２０１８年４月号

４月～５月のおはなしかい・おはなしのへや（対象：幼児～小学低学年）　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 パーちゃんのパーカ ミシシッピ　作 あかね書房
E 星につたえて 安東　みきえ　文 アリス館
E どこかなあるかなさがしてねくまくんのクリスマス ゲルゲイ　ドゥーダース　さく 岩崎書店
E わたしはヴァネッサと歩く ケラスコエット　作　絵 岩崎書店
E おはなみくまちゃん シャーリー　パレントー　ぶん 岩崎書店
E マローネとつくるクッキー 刀根　里衣　著 ＮＨＫ出版
E ワタナベさん 北村　直子　作 偕成社
E さよならともだち 内田　麟太郎　作 偕成社
E おなかのなかで 島野　雫　作　絵 教育画劇
E もしぼくが本だったら ジョゼ　ジョルジェ　レトリア　ぶん ＫＴＣ中央出版
E ちこく姫 よしなが　こうたく　さく 好学社
E ほしをさがしに しもかわら　ゆみ　作 講談社
E ぼく、仮面ライダーになる！　ビルド編 のぶみ　さく 講談社
E おおきくなったらきみはなんになる？ 藤本　ともひこ　文 講談社
E あおいでんしゃでいくからね 滝沢　眞規子　監修　絵 光文社
E たくはいびーん 林　木林　作 小峰書店
E キュンすけのおくりもの 小原　麻由美　文 三恵社
E ぶっぶーどらいぶ 中川　ひろたか　文 主婦の友社
E ひげじまん こしだ　ミカ　作 小学館
E ばすくんのともだち みゆき　りか　さく 小学館
E とらのことらこ きくち　ちき　作　絵 小学館
E あいたくてあいたくて みやにし　たつや　作　絵 女子パウロ会
E おふくさん 服部　美法　ぶん　え 大日本図書
E おふくさんのおふくわけ 服部　美法　ぶん　え 大日本図書
E おひさまおはよう 鈴木　智子　さく 大日本図書
E トンダばあさん 北村　裕花　作　絵 小さい書房
E いきものかくれんぼ 海野　和男　ほか写真 童心社
E きょう、おともだちができたの 得田　之久　作 童心社

《《  えほん　        　　 》》
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E かわいいあひるのあかちゃん　ミニブック モニカ　ウェリントン　作 徳間書店
E たぬきがのったらへんしんでんしゃ 田中　友佳子　作　絵 徳間書店
E ともだちになろう ミース　ファン　ハウト　さく 西村書店
E マララの物語 レベッカ　Ｌ．ジョージ　文 西村書店
E ちかてつライオンせん サトウ　マサノリ　作　絵 パイインターナショナル

E やすんでいいよ おくはら　ゆめ　作 白泉社
E やさいのがっこう とうもろこしちゃんのながいかみ なかや　みわ　さく 白泉社
E おしりフリフリ 中川　ひろたか　文 ハッピーオウル社
E えがないえほん Ｂ．Ｊ．ノヴァク　さく 早川書房
E おいしそうなしろくま 柴田　ケイコ　作　絵 ＰＨＰ研究所
E コーベッコー スズキ　コージ　作 ＢＬ出版
E おべんとうばこのうた さいとう　しのぶ　構成　絵 ひさかたチャイルド

E こいぬのくんくん　改版 ディック　ブルーナ　ぶん　え 福音館書店
E もうちょっともうちょっと きむら　ゆういち　文 福音館書店
E ありがとうございます 塚本　やすし　作　絵 冨山房インターナショナル

E いのりの石 こやま　峰子　文 フレーベル館
E アンパンマンとくろゆきひめ やなせ　たかし　さく　え フレーベル館
E しましまジャム Ｇｏｍａ　作　絵 フレーベル館
E たかいたかーい オームラ　トモコ　作　絵 フレーベル館
E ガスパールこいをする アン　グットマン　ぶん ブロンズ新社
E 冒険！発見！大迷路海底大決戦 原　裕朗　作　絵 ポプラ社
E たのしいローマ数字 デビッド　Ａ．アドラー　文 光村教育図書

F-ｱｷ 悪魔召喚！　１ 秋木　真　作 講談社
F-ｱﾏ オンライン！　１２～１４ 雨蛙ミドリ　作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
F-ｱﾝ うらない師ルーナと三人の魔女 あんびる　やすこ　作　絵 ポプラ社
F-ｲｹ 妖界ナビ・ルナ　２～５ 池田　美代子　作 講談社
F-ｲｼ ６年１組黒魔女さんが通る！！　０３，０４ 石崎　洋司　作 講談社
F-ｲﾁ よりみち３人修学旅行 市川　朔久子　著 講談社
F-ｲﾄ ていでん★ちゅういほう いとう　みく　作 文研出版

《《  日本のおはなし　　 》》
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F-ｲﾏ いま、戦争と平和を考えてみる。 太宰　治　ほか作 くもん出版
F-ｵｵ グランパと僕らの宝探し 大矢　純子　作 朝日学生新聞社
F-ｸｽ クレオパトラと名探偵！ 楠木　誠一郎　作 講談社
F-ｸﾂ 八月の光 朽木　祥　作 小学館
F-ｸﾄﾞ となりの火星人 工藤　純子　著 講談社
F-ｺﾞﾌ ５分後に感動のラスト エブリスタ　編 河出書房新社
F-ｺﾞﾌ ５分後に後味の悪いラスト エブリスタ　編 河出書房新社
F-ｺﾞﾌ ５分後に禁断のラスト エブリスタ　編 河出書房新社
F-ｻｲ ふしぎパティシエールみるか　１～３ 斉藤　洋　作 あかね書房
F-ｻｴ トンチンさんはそばにいる さえぐさ　ひろこ　作 童心社
F-ｽｷﾞ ようこそ！へんてこ小学校 スギヤマ　カナヨ　作　絵 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
F-ｿｳ ぼくらのテーマパーク決戦 宗田　理　作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
F-ｿｳ 悪ガキ７　学校対抗イス取りゲーム 宗田　理　著 静山社
F-ﾀｶ グドーさんのおさんぽびより たかどの　ほうこ　著 福音館書店
F-ﾀﾁ ５分後に恋の結末 橘　つばさ　著 学研プラス
F-ﾄｷ ８年越しの花嫁 時海　結以　著 小学館
F-ﾄﾐ 妖怪一家の温泉ツアー 富安　陽子　作 理論社
F-ﾄﾖ 電車で行こう！　小田急ロマンスカーと、迫る高速鉄道！ 豊田　巧　作 集英社
F-ﾄﾘ ピラカンサの実るころ 鳥居　真知子　著 読売ライフ
F-ﾅｶ 怪談５分間の恐怖 ひとり増えてる… 中村　まさみ　著 金の星社
F-ﾅｶ 怪談５分間の恐怖 立入禁止 中村　まさみ　著 金の星社
F-ﾅｶ さよなら、ぼくらの千代商店 中山　聖子　作 岩崎書店
F-ﾆｶ ふしぎ古書店　５～７ にかいどう　青　作 講談社
F-ﾊﾂ 花あかりともして 服部　千春　作 出版ワークス
F-ﾊﾂ トキメキ♥図書館　ＰＡＲＴ１５ 服部　千春　作 講談社
F-ﾊﾝ おさんぽぐるぐる 飯野　由希代　作 文研出版
F-ﾎｼ わたしが、もうひとり？ ほしお　さなえ　作 徳間書店
F-ﾎﾈ ほねほねザウルス　１８ カバヤ食品株式会社　原案　監修 岩崎書店
F-ﾐｽﾞ さよなら、アルマ 水野　宗徳　作 集英社
F-ﾐﾔ キミと、いつか。　すれちがう“こころ” 宮下　恵茉　作 集英社
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F-ﾐﾔ キミと、いつか。　ひとりぼっちの“放課後” 宮下　恵茉　作 集英社
F-ﾑｶ トリプル・ゼロの算数事件簿　ファイル６ 向井　湘吾　作 ポプラ社

N-ｴｳﾞ アーチー・グリーンと伝説の魔術師 Ｄ．Ｄ．エヴェレスト　著 あすなろ書房
N-ｸﾗ パイパーさんのバス エリナー　クライマー　作 徳間書店
N-ｸﾞﾘ グリムのむかしばなし　１，２ グリム　著 のら書店
N-ｺﾞ 西遊記　１２ 呉　承恩　作 理論社
N-ｽﾀ 世界はまるい ガートルード　スタイン　文 ＫＴＣ中央出版
N-ﾃﾞﾕ 青空のかけら Ｓ．Ｅ．デュラント　作 鈴木出版
N-ﾊﾞ フローラ エミリー　バー　作 小学館
N-ﾍﾟｲ 神々と戦士たち　５ ミシェル　ペイヴァー　著 あすなろ書房
N-ﾍﾟﾆ キツネのパックス サラ　ペニーパッカー　作 評論社
N-ﾎﾞｲ ヒトラーと暮らした少年 ジョン　ボイン　著 あすなろ書房
N-ﾐﾙ イースターのたまごの木 キャサリン　ミルハウス　作　絵 徳間書店

01 小学校では学べない一生役立つ読書術 齋藤　孝　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
15 こころのふしぎなぜ？どうして？　続 大野　正人　原案　執筆 高橋書店
15 毎日を生きるコツ 「毎日を生きるコツ」編集委員会　編集 学研プラス
15 なかよくなることば 宮下　真　著 永岡書店
15 子どもこころの育て方 稲盛　和夫　監修 西東社
20 みんなが知りたい！世界と日本の「戦争遺産」戦跡から平和を学ぶ本 歴史学習研究会　著 メイツ出版
21 ペッギィちゃんの戦争と平和 椎窓　猛　編　著 梓書院
21 日本の戦争と動物たち　１ 東海林　次男　著 汐文社
23 正義の声は消えない ラッセル　フリードマン　著 汐文社
28 シゲコ！ 菅　聖子　著 偕成社
28 ざんねんな偉人伝 真山　知幸　著 学研プラス
28 西郷隆盛 楠木　誠一郎　文 講談社
31 戦争を平和にかえる法 ルイズ　アームストロング　ぶん 河出書房新社
31 「戦争」と「平和」をあらわす世界の言葉 稲葉　茂勝　著 今人舎
31 しらべよう！世界の選挙制度 大野　一夫　著 汐文社

《《  外国のおはなし　　 》》

《《  ちしきの本    　　   》》
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32 １０歳から読める・わかるいちばんやさしい日本国憲法 南野　森　監修 東京書店
33 同級生は外国人！？　２ 吉富　志津代　監修 汐文社
37 マルコとパパ グスティ　作　絵 偕成社
37 学校にある道具使い方事典 梅澤　真一　監修 ＰＨＰ研究所
37 レインボールームのエマ 戸森　しるこ　作 講談社
38 世界の民族衣装 竹永　絵里　画 河出書房新社
42 単位のひみつモノの数え方 桜井　進　監修 日東書院本社
46 ＮＨＫダーウィンが来た！　Ｄ－２～９ ＮＨＫ「ダーウィンが来た！」　原作 講談社
482 北極・いのちの物語 寺沢　孝毅　写真　文 偕成社
49 王子様のくすり図鑑 木村　美紀　著 じほう
51 水はどこから来るのか？ 高堂　彰二　監修 ＰＨＰ研究所
59 坂本廣子のだしの本 坂本　廣子　著 少年写真新聞社
59 わかったさんのこんがりおやつ 寺村　輝夫　原文 あかね書房
59 わかったさんのひんやりスイーツ 寺村　輝夫　原文 あかね書房
59 はじめてまなぶもちかたのえほん 宮里　暁美　監修 ＰＨＰ研究所
61 カレーライスを一から作る 前田　亜紀　著 ポプラ社
74 そうだったのか！しゅんかん図鑑 伊知地　国夫　写真 小学館
77 みんながたのしくなる影絵の世界　１ 影絵人形劇団みんわ座　監修　著 六耀社
77 声優さんっていいな 如月　かずさ　作 講談社
783 知ってる？ソフトテニス 川並　久美子　著 ベースボール・マガジン社

783 フルスイング！ くすのき　しげのり　作 講談社
79 あそぼう、けん玉 日本けん玉協会　編著 ベースボール・マガジン社

81 おもしろい！楽しい！うれしい！手紙　２ スギヤマ　カナヨ　著 偕成社
911 平和をかんがえるこども俳句の写真絵本 小学館

C おこうおばさんの平和のいのり 宮川　ひろ　脚本 童心社
C たのしいクリスマスのじゅんび たんじ　あきこ　作　絵 教育画劇
C じゅんびはいいかな？ひなまつり はせがわ　さとみ　作 教育画劇

《《  かみしばい     　　  》》
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