
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

5月5日(日) 5月12日(日)

6月2日(日) 6月9日(日) 6月19日(水)

5月18日(土) ※１　5月25日(土) 5月4日(土)

6月15日(土) ※１　6月22日(土) 6月1日(土)

赤ちゃんおはなし会０・１・２ ※２　5月22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

２０１９年５月号

５月～６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 ゆうたのおばあちゃん きたやま　ようこ　作 あかね書房
E ゆうたのおじいちゃん きたやま　ようこ　作 あかね書房
E いちばんどりいちぬけた 日隈　みさき　作 あかね書房
E きょうなにしてた？ はまの　ゆか　さく あかね書房
E おむすびころりん さいとう　しのぶ　作 あすなろ書房
E ももももてんしのかぞえうた もとした　いづみ　ぶん アリス館
E はっくしょん ザ　キャビンカンパニー　作　絵 岩崎書店
E うまれたよ！ナナフシ 安田　守　写真　文 岩崎書店
E わたしのものよ マルー　えとぶん ＷＡＶＥ出版
E いまのわたしにできること リサ　パップ　作 ＷＡＶＥ出版
E ＤＪ ＹＯＹＯ おおなり　修司　文 絵本館
E はいたっち からさわ　ようすけ　さく エンブックス
E はこぼ はこぼ なにはこぼ かしわら　あきお　作　絵 学研プラス
E むれ ひろた　あきら　さく ＫＡＤＯＫＡＷＡ
E てんしき 川端　誠　作　絵 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
E おなかのこびと よしむら　あきこ　作　絵　デザイン 教育画劇
E にぎやかなおでん 犬飼　由美恵　文 教育画劇
E パンどうぶつえん Ｃｏｐｐｅ　作　絵 教育画劇
E どうぶつたちのうた 二宮　由紀子　ぶん 教育画劇
E でんしゃからバイバーイ いしづ　ちひろ　さく くもん出版
E おっぱいばいばい みつい　ゆきこ　さく グランまま社
E うみまだかな うちむら　たかし　作 クレヨンハウス
E あるくくま 谷川　俊太郎　文 クレヨンハウス
E ひみつのビクビク フランチェスカ　サンナ　作 廣済堂あかつき
E もももすももも 新井　洋行　作 講談社
E もったいないばあさんかわをゆく 真珠　まりこ　作　絵 講談社
E ぼくはなにいろのネコ？ ロジャー　デュボアザン　さく 子ども文庫の会
E かぶとむしのはこびやさん やました　ゆうこ　さく 三恵社
E おうさまのたからもの 糟谷　奈美　絵と文 至光社

《《  えほん　        　　 》》
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E 草木とみた夢 谷本　雄治　文 出版ワークス
E クリスマス★げきじょう ザ　キャビンカンパニー　作 小学館
E おじいちゃんがペンギンやったとき モラグ　フッド　作 小学館
E しょくぱんちゃん６しまい ささき　みお　作　絵 鈴木出版
E おんなじおんなじももんちゃん とよた　かずひこ　さく　え 童心社
E まんまちゃんのボールがポン！ 中川　ひろたか　作 童心社
E おんぶおんぶのももんちゃん とよた　かずひこ　さく　え 童心社
E げんこつやまのたぬきさん 長野　ヒデ子　作　絵 のら書店
E だいじょうぶだよ 長谷川　和夫　さく ぱーそん書房
E おっとあぶない！ サトウ　マサノリ　作　絵 パイインターナショナル

E ウインナさん ＹＵＭＯＣＡＭ　作 白泉社
E オフロケット ザ　キャビンカンパニー　著 白泉社
E おたすけトミーでばんだよ！ いしい　ひろし　著 白泉社
E くもとそらのえほん 五十嵐　美和子　作　絵 ＰＨＰ研究所
E おどりたいの 豊福　まきこ　作 ＢＬ出版
E ポカポカスープ うえき　まさのぶ　作 ひさかたチャイルド

E おにのおにいさん さいとう　しのぶ　作　絵 ひさかたチャイルド

E あずき 荒井　真紀　さく 福音館書店
E たてる サリー　サットン　さく 福音館書店
E こわす サリー　サットン　さく 福音館書店
E あそびうたするものこのゆびとまれ 中脇　初枝　編 福音館書店
E あそびうたするものよっといで 中脇　初枝　編 福音館書店
E あのねこは 石津　ちひろ　文 フレーベル館
E おさいふのかみさま 苅田　澄子　作 フレーベル館
E シリルとパット ともだちになろう エミリー　グラヴェット　さく フレーベル館
E うかいのうがい さくら　せかい　作 ブロンズ新社
E さくらもちのさくらこさん 岡田　よしたか　さく ブロンズ新社
E へいわとせんそう たにかわ　しゅんたろう　ぶん ブロンズ新社
E ねむりのくにのぐうすかくうすか 敷村　良子　文 文芸社
E ちいさな魔女とくろい森 石井　睦美　作 文溪堂
E やきいもやゴンラ ながい　いくこ　作 ポプラ社

3



E パフェをつくろう！ 新井　洋行　作 ほるぷ出版
E サンドイッチぎゅーっ ひがし　ちから　作 光村教育図書
E いただきますレストラン ひだの　かな代　えとぶん みらいパブリッシング

F-ｲｹ 劇部ですから！　Ａｃｔ．５ 池田　美代子　作 講談社
F-ｳｴ 鹿の王 水底の橋 上橋　菜穂子　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
F-ｶﾄﾞ おばけのアッチ スパゲッティ・ノックダウン！ 角野　栄子　さく ポプラ社
F-ｻｲ 暗闇の妖怪デザイナー 斉藤　洋　作 あかね書房
F-ｻｲ らくごで故事成語笑辞典 斉藤　洋　作 偕成社
F-ｻｲ みんなのおばけずかん　みはりんぼう 斉藤　洋　作 講談社
F-ｻｸ ウラオモテ遺伝子 櫻　いいよ　著 ＰＨＰ研究所
F-ｻﾄ ちいさなハンター 佐藤　まどか　作 講談社
F-ｽﾐ 学校の影ボスは知っている 住滝　良　文 講談社
F-ｿｳ ぼくらの宝探し 宗田　理　作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

F-ﾊﾔ 都会
ま ち

のトム＆ソーヤ　１６ はやみね　かおる　著 講談社

F-ﾌｼﾞ 大好きだよキヨちゃん。 藤川　幸之助　文　絵 クリエイツかもがわ

F-ﾑﾗ いつか、太陽の船 村中　李衣　作 新日本出版社
F-ﾓﾘ ポーン・ロボット 森川　成美　作 偕成社
F-ﾖｼ 部長会議はじまります 吉野　万理子　作 朝日学生新聞社

N-ｱﾄ サムとぶらぶら アリソン　アトリー　作 福音館書店
N-ｽﾀ ガムじいさん、ゴブリンの王さまになる！？ アンディ　スタントン　作 小峰書店
N-ﾉｳ ノウサギのムトゥラ ビヴァリー　ナイドゥー　作 岩波書店
N-ﾊﾞﾊﾞ 嵐をしずめたネコの歌 アントニア　バーバー　作 徳間書店
N-ﾋﾟｱ ウィリアム・ウェントン　（１，２） ボビー　ピアーズ　著 静山社
N-ﾍﾞﾚ ルイスと不思議の時計 ジョン　ベレアーズ　作 静山社
N-ﾍﾞﾚ 鏡のなかの幽霊 ジョン　ベレアーズ　作 静山社
N-ﾏｸ こわいオオカミのはなしをしよう ウィリアム　マクリーリー　作 岩波書店
N-ﾓﾘ 森でひろったふしぎな赤ちゃん アイヌ民話撰集企画編集委員会　企画　監修 アイヌ文化振興・研究推進機構

《《  日本のおはなし　　 》》

《《  外国のおはなし　　 》》

4



00 イラストで読むＡＩ入門 森川　幸人　著 筑摩書房
15 よのなかルールブック 高濱　正伸　監修 日本図書センター
23 情熱でたどるスペイン史 池上　俊一　著 岩波書店
28 広岡浅子 原口　泉　監修 小学館
29 わたしたちの宇治市　平成３１年度版 宇治市小学校教育研究会　編 宇治市教育委員会
33 飛び立て！未来 ノースアイランド　ＦＰ原稿　監修 金融財政事情研究会

36 どんなしごと？　１ 学研プラス
37 あの子の発達障害がわかる本　２ 内山　登紀夫　監修 ミネルヴァ書房
43 めんそーれ！化学 盛口　満　著 岩波書店
43 元素キャラクター図鑑 若林　文高　監修 日本図書センター
47 ようこそ！葉っぱ科学館 多田　多恵子　写真　文 少年写真新聞社
486 ゲッチョ先生のトンデモ昆虫記 盛口　満　著 ポプラ社
49 ミクロワールド人体大図鑑　生命と細胞 宮澤　七郎　監修 小峰書店
49 ミクロワールド人体大図鑑　消化器 宮澤　七郎　監修 小峰書店
49 ミクロワールド人体大図鑑　呼吸器と心臓 宮澤　七郎　監修 小峰書店
49 ミクロワールド人体大図鑑　脳と感覚器 宮澤　七郎　監修 小峰書店
51 森里川海大好き！ 『森里川海大好き！』編集委員会　編著 環境省
52 火災報知機のひみつ 藤　みき生　まんが 学研プラス
53 新幹線 小賀野　実　写真　文 ＪＴＢパブリッシング

58 にゅうさん菌 佐々木　泰子　監修 農山漁村文化協会
59 にぎっておいしいきほんのおにぎり 寺西　恵里子　作 汐文社
64 災害にあったペットを救え 高橋　うらら　著 小峰書店
75 ひなにんぎょうができるまで ひさかたチャイルド

780 中村裕 佐野　慎輔　文 小峰書店
79 かるたをつくって遊ぼう！　２ 原口　美貴子　著 国土社
80 こどもアナウンスブック 常世　晶子　著 子どもの未来社
81 故事成語キャラクター図鑑 深谷　圭助　監修 日本図書センター

C どれにしようかな よこみち　けいこ　脚本 童心社
C おすわりやす いすどっせ！ 長野　ヒデ子　脚本　絵 童心社

《《  ちしきの本    　　   》》

《《  かみしばい     　　  》》
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