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ばしょ

ないよう

4月5日(日) 4月12日(日) 4月15日(水)

5月3日(日) 5月10日(日) 5月20日(水)

4月18日(土) ※１　4月25日(土) 4月4日(土)

5月16日(土) ※１　5月23日(土) 5月2日(土)

赤ちゃんおはなし会０・１・２ ※２　5月20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
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（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

２０２０年４月号

４月～５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 あいぼうはどこへ？ ジョシュ　ファンク　ぶん イマジネイション・プラス

E ｱ あかちゃんいまどのくらい？ スムリッティ　プラサダム＝ホルス　ぶん 潮出版社
E ｱ あきのセーターをつくりに 石井　睦美　文 ブロンズ新社
E ｱ あめおじさん にしい　あきのり　さく　え 文芸社
E ｲ いたずらのすきなけんちくか 安藤　忠雄　原作 小学館
E ｲ イヌと友だちのバイオリン デイビッド　リッチフィールド　作 ポプラ社
E ｲ イワシ大王のゆめ チョン　ミジン　再話 光村教育図書
E ｳ ウォーリーをさがせ！まちがいもさがせ！ マーティン　ハンドフォード　作　絵 フレーベル館
E ｳ 宇宙のれきし キャサリン　バー　文 絵本塾出版
E ｳ うるさく，しずかに，ひそひそと ロマナ　ロマニーシン　著 河出書房新社
E ｴ えらぶえほん ニック　シャラット　絵 講談社
E ｵ おいで… 有田　奈央　文 新日本出版社
E ｵ おしょうがつバス 藤本　ともひこ　作　絵 鈴木出版
E ｵ おしりふりふりだーれ？ わだ　ことみ　作 岩崎書店
E ｵ おにぎりもって 久住　昌之　作 小学館
E ｵ おやすみ、ミユキ ロクサンヌ＝マリ　ガリエズ　ぶん 岩崎書店
E ｶ かんさいのパンダしゅんしゅん とびおか　まさこ　文 文芸社
E ｷ きっとあえる 鎌田　暢子　さく 福音館書店
E ｷ きょうりゅうたちもペットをかいたい ジェイン　ヨーレン　文 小峰書店
E ｸ くまくまパン　いちにちパンやさん 西村　敏雄　作 あかね書房
E ｸ クリスマスってなあに ディック　ブルーナ　作 講談社
E ｺ こどものうた 村上　勉　絵 講談社
E ｺ このままじゃ学校にいけません ベン　ブラッシェアーズ　文 犀の工房
E ｺ こはるとちはる 白石　一文　作 岩崎書店
E ｺ こびとかな おがわ　ようこ　さく　え フレーベル館
E ｺ こびとかなのもりへようこそ おがわ　ようこ　作　絵 フレーベル館
E ｺﾞ ごめんなさい！ いもと　ようこ　作絵 金の星社
E ｺ コレットのにげたインコ イザベル　アルスノー　作 偕成社

《《  えほん　        　　 》》
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E ｺﾞ ゴロゴロゴロゴロ あき　びんご　作 くもん出版
E ｺﾞ ごんべえだぬき 川端　誠　作　絵 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
E ｻ Ｓａｓｓｙのちいくえほんいろいろぱっ Ｓａｓｓｙ　監修 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
E ｼ しちふくじんのかみかみレストラン すがの　やすのり　絵 少年写真新聞社
E ｼﾞ ジムのおなかがなりました ローレル　スナイダー　文 ＢＬ出版
E ｼﾞ じゃがいもひめとさつまいもひめ はらぺこめがね　作　絵 鈴木出版
E ｼ しろいおひげなにたべた？ ＭｉｙａＵｎｉ　さく ＫＡＤＯＫＡＷＡ
E ｼ しろいしろいころわん 間所　ひさこ　作 ひさかたチャイルド

E ｽ スキップスキップ あまん　きみこ　作 ひさかたチャイルド

E ｽ ＳＴＡＲ　ＷＡＲＳパパはダース・ベイダーになった Ｇｕｒｉｈｉｒｕ　イラスト 講談社
E ｽ ＳＴＡＲ　ＷＡＲＳもっともっとウーキーをさがせ！ ＥＧＭＯＮＴ社　編 講談社
E ｽ すみっコぐらしをさがせ　（１，2） 主婦と生活社　編 主婦と生活社
E ｿ そもそもオリンピック アーサー　ビナード　作 玉川大学出版部
E ﾀ タンチョウヅルのたんじょうび 風木　一人　作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

E ﾁ チコちゃんに叱られる　おとうさんおかあさんといっ
しょにすごせるじかんはどれくらい？ 海老　克哉　文 文溪堂

E ﾃﾞ ディズニープリンセス＆ヒロインしあわせのカギさがし 講談社　編集 講談社
E ﾄﾞ どこ？　パーティーのさがしもの 山形　明美　作 講談社
E ﾄ ともだちしょうかいしようかい ｔｕｐｅｒａ　ｔｕｐｅｒａ　作 ブロンズ新社
E ﾈ ねこの結婚式 安房　直子　作 金の星社
E ﾈ ねこのずかん 大森　裕子　作 白泉社
E ﾈ ねむねむごろん たなか　しん　作　絵 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
E ﾊ ばあ ザ　キャビンカンパニー　作　絵 岩崎書店
E ﾊ はじめてのドラえもん 藤子　Ｆ　不二雄　著 小学館
E ﾊ はたらくくるまたちのクリスマス シェリー　ダスキー　リンカー　文 ひさかたチャイルド

E ﾊ はないきおばけとくちいきおばけ いまい　かずあき　さく ＰＨＰ研究所
E ﾊﾟ パパトラ 平田　昌広　文 アリス館
E ﾋ ひとりでおとまり まるやま　あやこ　さく 福音館書店
E ﾋ ひとりぼっちのモンスター アンナ　ケンプ　さく フレーベル館
E ﾋ 広重の絵本 歌川　広重　画 小学館
E ﾌ ふたりのパパとヴィオレット エミール　シャズラン　作 ポット出版
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E ﾌ ふとんがふっとんだ 新井　洋行　作 講談社
E ﾌﾟ プレストとゼスト リンボランドをいく アーサー　ヨーリンクス　文 岩波書店
E ﾍ へんかしらそうかしら 内田　麟太郎　作 鈴木出版
E ﾎﾞ ぼく、仮面ライダーになる！　ゼロワン編 のぶみ　さく 講談社
E ﾎ 北斎の絵本 葛飾　北斎　画 小学館
E ﾐ みならいサンタ そのだ　えり　作 文溪堂
E ﾒ 目で見てかんじて ロマナ　ロマニーシン　著 河出書房新社
E ﾓ もぐらのほったふかい井戸 安房　直子　作 金の星社
E ﾓ もりのおくのクリスマスツリー ユーヴァル　ゾマー　作 ほるぷ出版

F-ｱｶ トゲトゲトカゲをつかまえろ！ 赤羽　じゅんこ　作 国土社
F-ｱﾏ 枕草子いとめでたし！ 天野　慶　著 朝日学生新聞社
F-ｲﾄ おねえちゃんって、すっごくもやもや！ いとう　みく　作 岩崎書店
F-ｲﾄ まいごのしにがみ いとう　みく　作 理論社
F-ｵｵ あらいぐまのせんたくもの 大久保　雨咲　作 童心社
F-ｶｾﾞ 氷の上のプリンセス　ジュニア編４ 風野　潮　作 講談社
F-ｷｻ 七不思議探偵アマデウス！　１ 如月　かずさ　作 静山社
F-ｸｻ 魔女のいじわるラムネ 草野　あきこ　作 ＰＨＰ研究所
F-ｸﾄﾞ てのひらに未来 工藤　純子　作 くもん出版
F-ｸﾛ となりのアブダラくん 黒川　裕子　作 講談社
F-ｺﾞﾌ ５分後に超ハッピーエンド エブリスタ　編 河出書房新社
F-ｻｲ フラワーショップの亡霊 斉藤　洋　作 あかね書房
F-ｻｲ サブキャラたちのグリム童話 斉藤　洋　作 偕成社
F-ｿｳ ぼくらのメリー・クリスマス 宗田　理　作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
F-ﾀｶ ＳＮＳトラブル連鎖 高橋　幹子　著 金の星社
F-ﾀｶ ウサギのトリン 高畠　じゅん子　作 小峰書店
F-ﾄﾐ 菜の子ちゃんとマジムンの森 富安　陽子　作 福音館書店
F-ﾆｶ すみっこ★読書クラブ　２ にかいどう　青　作 講談社
F-ﾊﾗ かいけつゾロリスターたんじょう 原　ゆたか　さく　え ポプラ社
F-ﾋﾛ 十年屋　〔１〕 廣嶋　玲子　作 ほるぷ出版

《《  日本のおはなし　　 》》
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F-ﾑﾗ へんなともだちマンホーくん　ジハンキーのじゃくてんをさがせ 村上　しいこ　作 講談社
F-ﾓｶﾞ 山のちょうじょうの木のてっぺん 最上　一平　作 新日本出版社
F-ﾓﾘ ずっと見つめていた 森島　いずみ　作 偕成社

N-ｱﾅ アナと雪の女王これは読んでおきたい１０のおはなし 講談社　編 講談社
N-ｲﾉ 命の水 カレル　ヤロミール　エルベン　編 西村書店
N-ｷﾆ グレッグのダメ日記　ぶっこわしちゃえ ジェフ　キニー　作 ポプラ社
N-ｼﾕ おひめさまになったワニ ローラ　エイミー　シュリッツ　さく 福音館書店
N-ｼﾞﾖ ミオととなりのマーメイド　（２～５） ミランダ　ジョーンズ　作 ポプラ社
N-ｿﾝ エミリーとはてしない国 ケイト　ソーンダズ　作 ポプラ社
N-ﾌﾗ アラルエン戦記　１４ ジョン　フラナガン　作 岩崎書店
N-ﾎﾞｳ 金魚ははらぺこっ！！ Ｈ．Ｍ．ボウマン　作 文研出版
N-ﾏﾙ ベネベントの魔物たち　（３，４） ジョン　ベーメルマンス　マルシアーノ　作 偕成社
N-ﾘﾝ 名探偵カッレ 城跡の謎 アストリッド　リンドグレーン　作 岩波書店
N-ﾚｵ レオナルド・ダ・ヴィンチの童話 レオナルド　ダ　ヴィンチ　著 小学館

00 ＮＨＫスマホ・リアル・ストーリー ＮＨＫ「スマホ　リアル　ストーリー」制作班　編 岩崎書店
03 日本と世界のランキング大事典 ワード　編 くもん出版
28 もうひとりの偉人伝 真山　知幸　著 幻冬舎
28 なぁにくそ！ 藤堂　良明　著 国土社
28 令和の旗 しのざき　こういち　著 てらいんく
28 カイルのピアノ 高山　リョウ　著 岩崎書店
28 北斎と広重 金子　信久　監修 東京美術
33 国谷裕子とチャレンジ！未来のためのＳＤＧｓ　１ 国谷　裕子　監修 文溪堂
33 ＳＤＧｓぬまっち式アクション１００　１ 沼田　晶弘　監修 鈴木出版
34 どうなってるの？税金の使われ方　１ 『税金の使われ方』編集委員会　編著 汐文社
36 ＮＨＫ子ども安全リアルストーリー ＮＨＫ「子ども安全リアルストーリー」制作班　編 岩崎書店
36 しごとば　やっぱり 鈴木　のりたけ　作 ブロンズ新社
37 これがきっかけ！ノーベル賞ずかん 高柳　雄一　監修 ほるぷ出版
38 世界の文化と衣食住　アジア 鈴木　佑司　監修 小峰書店

《《  外国のおはなし　　 》》

《《  ちしきの本    　　   》》
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38 世界の文化と衣食住　ヨーロッパ 鈴木　佑司　監修 小峰書店
38 世界の文化と衣食住　アフリカ 鈴木　佑司　監修 小峰書店
38 世界の文化と衣食住　南北アメリカ・オセアニア 鈴木　佑司　監修 小峰書店
38 ビジュアル日本の住まいの歴史　３ 小泉　和子　監修 ゆまに書房
38 世界を変えた１５のたべもの テレサ　ベネイテス　文 大月書店
38 おひなさまの平安生活えほん ほりかわ　りまこ　作 あすなろ書房
40 科学のタネを育てよう　（２，３，４） 少年写真新聞社
40 日本のスゴイ科学者 日本科学未来館　編著 朝日学生新聞社
40 ジュニア空想科学読本　１０ 柳田　理科雄　著 汐文社
40 実験対決　３２ 洪　鐘賢　絵 朝日新聞出版
40 楽しく遊ぶ学ぶまだある！ふしぎの図鑑 白數　哲久　監修 小学館
45 気象キャラクター図鑑 筆保　弘徳　監修 日本図書センター
45 海は地球のたからもの　１ 保坂　直紀　著 ゆまに書房
45 カンブリア爆発とはなにか！？ 土屋　健　著 講談社
481 見てびっくり肉食と草食の動物学 盛口　満　文　絵 少年写真新聞社
487 マンボウは上を向いてねむるのか 澤井　悦郎　著 ポプラ社
487 加藤英明、カミツキガメを追う！ 加藤　英明　著 学研プラス
489 どっちが強い！？ゾウアザラシｖｓホッキョクグマ ジノ　ストーリー ＫＡＤＯＫＡＷＡ
49 よくわかるがんの話　（１，２，３） 林　和彦　著 保育社
49 発達障害 平岩　幹男　著 岩波書店
50 子どもに伝えたい和の技術　７ 和の技術を知る会　著 文溪堂
51 追跡！ごみのゆくえ　燃やすごみ 吉田　忠正　文　写真 ほるぷ出版
51 だんだんできてくる　１ 鹿島建設株式会社　監修 フレーベル館
51 土木のずかん 速水　洋志　共著 オーム社
51 ごみから考えるＳＤＧｓ 織　朱實　監修 ＰＨＰ研究所
51 グレタと立ち上がろう ヴァレンティナ　ジャンネッラ　著 岩崎書店
59 １２才までに身につけたい整理整とん 花まる学習会　著 日本能率協会マネジメントセンター

59 楽しく作って、おいしく食べよ！だいすき♥おやつ 阪下　千恵　著 日東書院本社
59 おしゃカワ！はじめてのインテリアＢＯＯＫ ときめきルーム研究会　監修 成美堂出版
59 考える力を育てるはじめてのゆびあみ 日本ヴォーグ社
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64 備中松山城猫城主さんじゅーろー 西松　宏　作 ハート出版
68 新幹線ずかん ぴあ
68 日本全国特急大百科 「旅と鉄道」編集部　編 天夢人
75 作って遊ぶ！忍者になるおもちゃ図鑑 木村　研　著 講談社ビーシー
77 ディズニープリンセスパーフェクトガイドブック 増井　彩乃　訳 学研プラス
780 スポーツびっくり図鑑 望月　修　指導 小学館
780 オリンピックをささえるスポーツ・テクノロジー　２ スポーツデザイン研究所　編著 汐文社
781 とべる！なわとび 藤子　Ｆ　不二雄　キャラクター原作 小学館
80 わたしの外国語漂流記 河出書房新社　編 河出書房新社
81 楽しくおぼえちゃおう！ことわざモンスター図鑑 ＷＩＬＬこども知育研究所　編著 金の星社
908 ５分後に意外な結末ｅｘ　白銀の世界に消えゆく記憶 桃戸　ハル　編著 学研プラス
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