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3月7日(日) 3月14日(日) 3月10日(水)

4月4日(日) 4月11日(日) 4月21日(水)

3月20日(土) ※１　3月27日(土) 3月6日(土)

4月17日(土) ※１　4月24日(土) 4月3日(土)

赤ちゃんおはなし会０・１・２ ※２　3月17日(水)

おはなしかい

おはなしのへや

※１　東宇治図書館おはなしのへやは、午前１１時～１１時３０分になります

　※２　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
　　　　　　　　　　　　　　□要事前申込(3月3日～）　□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

２０２１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 ｱ 会いたくて会いたくて 室井　滋　作 小学館
E ｱ アニマルバスとたんじょうび あさの　ますみ　ぶん ポプラ社
E ｱ あべ弘士のシートン動物記　（１，２） Ｅ．Ｔ．シートン　原作 学研プラス
E ｱ あらいくん 中川　ひろたか　文 世界文化社
E ｱ アンパンマンとうみのあくま やなせ　たかし　作　絵 フレーベル館
E ｲ インクレディブルホテル ケイト　デイヴィス　文 ＢＬ出版
E ｳ ウィルとふゆのおきゃくさん リンダ　アシュマン　文 光村教育図書
E ｳ うまれたよ！フグ 松沢　陽士　写真　文 岩崎書店
E ｴ エイドリアンはぜったいウソをついている マーシー　キャンベル　文 岩波書店
E ｵ おおきなキャンドル馬車にのせ たむら　しげる　著 偕成社
E ｵ 大みそかに、じかんがじゃんけん大会？ 北島　多江子　作 みらいパブリッシング

E ｵ おさるちゃんのおしごと 樋勝　朋巳　作 小学館
E ｵ おトンとリンと、コンちゃん 天野　遥子　著 文芸社
E ｵ おばけのジョージーこいぬをつれだす ロバート　ブライト　さく 好学社
E ｶ かいじゅうごっこ ルーシー　カズンズ　作 偕成社
E ｶﾞ 学校！うんこめいろ 杉山　実　作 あかね書房
E ｶ カヨちゃんちはとうふ屋さん 荒尾　美知子　文 あすなろ書房
E ｶ カレーのおうさま 山本　祐司　さく ほるぷ出版
E ｷ 恐竜トリケラトプスとティラノきょうだい 黒川　みつひろ　作　絵 小峰書店
E ｷ きょうりゅうたちもほんがよめるよ ジェイン　ヨーレン　文 小峰書店
E ｷﾞ ぎょうれつのできるスパゲッティやさん ふくざわ　ゆみこ　さく 教育画劇
E ｸ くろくまくんあわあわてあらい たかい　よしかず　さく　え くもん出版
E ｸ くわがたむしのなつ 谷本　雄治　文 文溪堂
E ｹ けんちゃんのもみの木 美谷島　邦子　文 ＢＬ出版
E ｺﾞ ごちそうたべにきてください 茂市　久美子　作 講談社
E ｺ こっち、こっち！ キアラ　ピローディ　作 すばる舎

《《  えほん　        　　 》》
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E ｺ ことばたんてい きょうふのばらばらじけん 平田　昌広　作 新日本出版社
E ｺ ことば忍法オノマトペ 冨川　晴名　作 日本新薬
E ｺ 子どもの本の世界を変えたニューベリーの物語 ミシェル　マーケル　文 西村書店
E ｺ このまちのどこかに シドニー　スミス　さく 評論社
E ｺ こめとぎゆうれいのよねこさん えばた　えり　作 ＢＬ出版
E ｺ コんガらガっちなにになってすすむ？の本 ユーフラテス　さく 小学館
E ｻ さらう宇宙人図鑑 のぶみ　さく 幻冬舎メディアコンサルティング

E ｼ シェルパのポルパ 冬虫夏草とおおきなヤク 石川　直樹　文 岩波書店
E ｼ しつもんブック１００　英語版 ｔｕｐｅｒａ　ｔｕｐｅｒａ　著 ネオテリック
E ｼ 島の子げんたの春休み 荒尾　美知子　文 あすなろ書房
E ｽ すきなことにがてなこと 新井　洋行　作 くもん出版
E ｽ すみっこのかくれんぼ うえだ　しげこ　作　絵 教育画劇
E ｾﾞ ぜったいにあけちゃダメ？ ビル　コッター　さく サンクチュアリ出版

E ﾀﾞ だっこでんしゃ さこ　ももみ　さく 交通新聞社
E ﾀ たぬきのいとぐるま 立原　えりか　文 ひかりのくに
E ﾁ 地球のことをおしえてあげる ソフィー　ブラッコール　作　絵 鈴木出版
E ﾂ つめかみおばけ よしむら　あきこ　作　絵　デザイン 教育画劇
E ﾄ トイ・ストーリーさがしてあそぼう！ 講談社　編 講談社
E ﾄﾞ どきどきオムライス 苅田　澄子　作 鈴木出版
E ﾄﾞ どこちゃん 鈴木　のりたけ　作　絵 ＰＨＰ研究所
E ﾄﾞ どてっ 田口　麻由　作 エンブックス
E ﾄ トムとジェリーをさがせ！はちゃめちゃショーがはじまるぞ！ 宮内　哲也　絵 河出書房新社
E ﾄﾞ ドン・ウッサ ダイエットだいさくせん！ キューライス　著 白泉社
E ﾅ ながいながいねこのおかあさん キューライス　ぶん 白泉社
E ﾅ なぞなぞのにわ 石津　ちひろ　なぞなぞ 偕成社
E ﾈ ねがいごと あさの　ますみ　作 学研プラス
E ﾈ ねむねむさんがやってくる ユ　ヒジン　さく　え 世界文化社
E ﾉ のりもの キアラ　ピローディ　作 すばる舎
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E ﾊ はたらくくるまたちのかいたいこうじ シェリー　ダスキー　リンカー　文 ひさかたチャイルド

E ﾊ はなさかじいさん いもと　ようこ　文絵 金の星社
E ﾋ ひばりに 内田　麟太郎　詩 アリス館
E ﾌﾞ ぶーらんぶーらん ミヤタ　タカシ　さく エンブックス
E ﾎﾟ ポーチとピース くらはし　たかゆき　さく プラチナ出版
E ﾎﾞ ボール、みいつけた！ 宮野　聡子　著 ハッピーオウル社
E ﾎﾞ ぼく、うしになる 中川　ひろたか　作 フレーベル館
E ﾎ ほしいなあ、きょうりゅう Ｇ．ドーネイ　ぶん マイナビ出版
E ﾎﾟ ポポくんのおばけパン ａｃｃｏｔｏｔｏ　作 ＰＨＰ研究所
E ﾐ ミツバチたち カーステン　ホール　文 化学同人
E ﾓ もぐらどろぼう 桂　文我　ぶん ＢＬ出版
E ﾓ もしかしたら コビ　ヤマダ　さく パイインターナショナル

E ﾓ もしかして… クリス　ホートン　作 ＢＬ出版
E ﾓ もじゃもじゃペーター　新版 ハインリッヒ　ホフマン　さく ほるぷ出版
E ﾓ もどっておいで 鈴木　永子　さく リーブル
E ﾓ もりのおふとん 西村　敏雄　さく 福音館書店
E ﾕ ゆめぎんこう コンドウ　アキ　著 白泉社
E ﾖ ４ひきのちいさいおおかみ スベンヤ　ヘルマン　文 徳間書店
E ﾘ りんごちゃん さとう　めぐみ　作　絵 ＰＨＰ研究所
E ﾙ ルラルさんのつりざお いとう　ひろし　作 ポプラ社

F-ｱｲ 青星学園★チームＥＹＥ－Ｓの事件ノート　ねらわれた翔太！？バレンタイン大戦争 相川　真　作 集英社
F-ｱｷ 一年間だけ。　４ 安芸　咲良　作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
F-ｱﾝ 夜叉神川 安東　みきえ　著 講談社
F-ｲﾄ 兄が３人できまして　（２，３） 伊藤　クミコ　作 講談社
F-ｲﾜ わたしのあのこあのこのわたし 岩瀬　成子　著 ＰＨＰ研究所
F-ｵﾁ 完司さんの戦争 越智　典子　文 偕成社
F-ｵﾆ カエルのメロン 鬼村　テコ　作 刈谷市

《《  日本のおはなし　　 》》
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F-ｶｾﾞ 氷の上のプリンセス　ジュニア編７ 風野　潮　作 講談社
F-ｷﾀ ぼくに色をくれた真っ黒な絵描き 北川　佳奈　作 学研プラス
F-ｸﾗ 夜カフェ　８ 倉橋　燿子　作 講談社
F-ｺｻ オニタロウ こさか　まさみ　文 福音館書店
F-ｺﾃﾞ うさぎのモニカのケーキ屋さん 小手鞠　るい　さく 講談社
F-ｺﾉ スキ・キライ相関図　３ このはな　さくら　作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
F-ｺﾊﾞ 作家になりたい！　９ 小林　深雪　作 講談社
F-ｺﾞﾌ ５分後に君とまた会えるラスト エブリスタ　編 河出書房新社
F-ｻｸ 近くて遠くて、甘くて苦い　ひかりの場合 櫻　いいよ　作 講談社
F-ｻﾄ 恐怖コレクター　（巻ノ１～１５） 佐東　みどり　作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
F-ｽﾐ 初恋は知っている　砂原編 住滝　良　文 講談社
F-ｿｳ ぼくらの秘密結社 宗田　理　作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
F-ﾄﾛ おしりたんてい おしりたんていのこい！？ トロル　さく　え ポプラ社
F-ﾊﾉ 思い、思われ、ふり、ふられ はの　まきみ　著 集英社
F-ﾋﾛ 怪奇漢方桃印 廣嶋　玲子　作 講談社
F-ﾏﾂ ごいっしょさん 松本　聰美　作 国土社
F-ﾏﾝ まんがで読む源氏物語 小川　陽子　監修 学研教育出版
F-ﾐﾔ キミと、いつか。　“素直”になれなくて 宮下　恵茉　作 集英社
F-ﾐﾔ キミと、いつか。　本当の“笑顔” 宮下　恵茉　作 集英社
F-ﾐﾔ キミと、いつか。　夢見る“クリスマス” 宮下　恵茉　作 集英社
F-ﾐﾔ キミと、いつか。　ぼくたちの“本音” 宮下　恵茉　作 集英社
F-ﾐﾔ キミと、いつか。　本当の“スキ” 宮下　恵茉　作 集英社
F-ﾐﾔ キミと、いつか。　とっておきの“告白” 宮下　恵茉　作 集英社
F-ﾐﾔ キミと、いつか。　永遠の“約束” 宮下　恵茉　作 集英社
F-ﾗｽ ラストで君は「まさか！」と言う　消えない噂 ＰＨＰ研究所　編 ＰＨＰ研究所

N-ｱｾ 詩人になりたいわたしＸ エリザベス　アセヴェド　作 小学館
N-ｳﾑ ねこ学校のいたずらペーター アンネリース　ウムラウフ＝ラマチュ　作 徳間書店

《《  外国のおはなし　　 》》
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N-ｺﾞ 西遊記　１４ 呉　承恩　作 理論社
N-ｼﾞﾖ ミオととなりのマーメイド　８ ミランダ　ジョーンズ　作 ポプラ社
N-ﾊｳ きみのいた森で ピート　ハウトマン　作 評論社
N-ﾓﾝ 赤毛のアン ルーシー　モード　モンゴメリ　作 学研プラス
N-ﾜﾅ 暗号クラブ　１８ ペニー　ワーナー　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

03 これだけは知っておきたいこども図鑑 多摩六都科学館　監修 パイインターナショナル

21 大注目！写真とイラストでわかる大正時代をのぞいてみよう 『大正時代をのぞいてみよう』編集委員会　編著 汐文社
24 ピラミッドのサバイバル　（３，４） 洪　在徹　文 朝日新聞出版
28 １話３分「カッコいい」を考えるこども戦国武将譚 キッズトリビア倶楽部　編 えほんの杜
28 ｱ アレクサンドロス大王 澤田　典子　著 筑摩書房
28 ｲ 伊藤若冲 辻　惟雄　著 筑摩書房
28 ｺ コペルニクス 高橋　憲一　著 筑摩書房
28 ﾏ 牧野富太郎 清水　洋美　文 汐文社
28 ﾓ モーツァルト 岡田　暁生　著 筑摩書房
28 ﾚ レオナルド・ダ・ヴィンチ 池上　英洋　著 筑摩書房
31 真実を発見！科学捜査 石澤　不二雄　監修 誠文堂新光社
33 未来からの伝言 那須田　淳　作 講談社
36 災害を知る オオタ　ヤスシ　マンガ　イラスト 旺文社
36 過労死しない働き方 川人　博　著 岩波書店
36 こどものための防災教室　防災グッズがわかる本 今泉　マユ子　著 理論社
37 学校、行かなきゃいけないの？ 雨宮　処凛　著 河出書房新社
37 明日、学校へ行きたくない 茂木　健一郎　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
40 身近な材料でＫｉｄｓおもしろ科学実験ラボ 青野　裕幸　著 いかだ社
40 科学実験 学研プラス
41 算数ずかん 鈴木　晋一　監修 あかね書房
41 算数・数学で何ができるの？ ＤＫ社　編 東京書籍
45 へんてこりんな地球図鑑 岩谷　圭介　文 小学館

《《  ちしきの本    　　   》》

6



45 地球ってすごい すぎうら　ゆう　マンガ　イラスト 旺文社
46 海をこえて虫フレンズ 吉野　万理子　作 講談社
47 いつでもどこでもきのこ 保坂　健太郎　文 文一総合出版
489 世界遺産知床の自然と人とヒグマの暮らし 伊藤　彰浩　写真 少年写真新聞社
49 感染爆発 デイビッド　ゲッツ　著 金の星社
49 こども衛生学 宮崎　美砂子　監修 新星出版社
50 夢の発電って、なんだろう？ 森川　成美　作 講談社
51 水とトイレがなかったら？ 石崎　洋司　作 講談社
52 超高層ビルのサバイバル　１ ポップコーン　ストーリー　文 朝日新聞出版
53 めくって学べるきかいのしくみ図鑑 学研プラス
59 プロから学ぶ修理ずかん　２ フレーベル館
61 サツマイモ大図鑑 大木　邦彦　文　構成 あかね書房
66 和食のだしは海のめぐみ　３ 阿部　秀樹　写真　文 偕成社
72 こども文様じてん 下中　菜穂　著 平凡社
72 自由帳みせて！ すずき　こうせい　文　イラスト 福音館書店
76 音楽が楽しくなる 関　和之　マンガ　イラスト 旺文社
79 すこしずるいパズル たつなみ　著 アリス館
81 脚本家が教える読書感想文教室 篠原　明夫　著 主婦の友社
911 はじめて出会う短歌１００ 千葉　聡　編 短歌研究社

C とちもちもちもちおいしいね 土田　義晴　脚本　絵 童心社
C ながいきしてね七五三 やすい　すえこ　脚本 童心社

《《  かみしばい     　　  》》
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