
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4日(日) 4月11日(日) 4月21日(水)

5月2日(日) 5月9日(日) 5月19日(水)

4月17日(土) ※１　4月24日(土) 4月3日(土)

5月15日(土) ※１　5月22日(土) 5月1日(土)

赤ちゃんおはなし会０・１・２ ※２　5月19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(4月28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 アニメおさるのジョージちしきえほん わるいきんをやっつけろ マーガレット　レイ　原作 金の星社
E ｱ ありがとう 谷川　俊太郎　詩 講談社
E ｱ アンデルセンの夢の旅 ハインツ　ヤーニッシュ　文 西村書店
E ｱ アンパンマンとみかづきまん やなせ　たかし　作　絵 フレーベル館
E ｲ 今、世界はあぶないのか？　地球を守る ハナネ　カイ　絵 評論社
E ｲ 今、世界はあぶないのか？　文化と多様性 ハナネ　カイ　絵 評論社
E ｳ うみがめのおじいさん いとう　ひろし　作 講談社
E ｴ えらんで！ のぶみ　さく ＫＡＤＯＫＡＷＡ
E ｵ おおきなかぶとちいさなかぶ きしら　まゆこ　作　絵 教育画劇
E ｵ おしえて！ジャンボくん新型コロナウイルス　（１～６） 上田　勢子　訳 子どもの未来社
E ｵ おすしやさんにいらっしゃい！ おかだ　だいすけ　文 岩崎書店
E ｵ おにぎり！ 石津　ちひろ　文 小峰書店
E ｵ おねぼうさんはだあれ？ 片山　令子　文 学研プラス
E ｶ かきやまぶし もとした　いづみ　文 講談社
E ｶﾞ ガチャガチャぽん！ ナカオ　マサトシ　ぶん マイクロマガジン社

E ｷ キャベツをもって 浦中　こういち　作 クレヨンハウス
E ｷ きりかぶのきりじいちゃんときりばあちゃん なかや　みわ　さく 小学館
E ｸ くつやさんとおばけ いわさき　さとこ　作 ＢＬ出版
E ｸ クマとオオカミ ダニエル　サルミエリ　さく 評論社
E ｸ くらいのなんか〈そんなに〉こわくない アンナ　ミルボーン　文 すばる舎
E ｸ クリスマスかぞえうた 西村　敏雄　さく 白泉社
E ｸ くるまはこびます 小風　さち　ぶん 福音館書店
E ｸﾞ ぐん太 夢枕　獏　文 小学館
E ｺ こまったこまったサンタクロース　新版 マシュー　プライス　ぶん ほるぷ出版
E ｺ コロナウイルスのころなっちとぼく 近藤　えり　作　絵 チャイルド社
E ｻ サンタクロースっているの？ いもと　ようこ　絵　訳 金の星社

《《  えほん　        　　 》》
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E ｼ しあわせなクレヨン 丸山　陽子　作 ＢＬ出版
E ｽ スタジオジブリのいろんなくらし スタジオジブリ　監修 徳間書店
E ﾀ た・ま・ご ケビン　ヘンクス　作 光村教育図書
E ﾁ ちかてつサブちゃん みやにし　たつや　作　絵 ほるぷ出版
E ﾃ てあらいできるかな きむら　ゆういち　さく 偕成社
E ﾃ てあらいまんとうがいひめ たあ先生　さく サニーサイド
E ﾄﾞ どうして？ アダム　レックス　ぶん 化学同人
E ﾄﾞ どちらがおおい？かぞえるえほん 村山　純子　著 小学館
E ﾅ なすびは何色？ 山本　泉　作 ＢＬ出版
E ﾅ なんでもない 鈴木　のりたけ　作　絵 アリス館
E ﾈ 年少版・こどものとも　（１号～５０号） 福音館書店
E ﾉ のびるじどうしゃ 平山　暉彦　さく 福音館書店
E ﾊ はからはじまるカルシウムのはなし 伊沢　尚子　作 福音館書店
E ﾊﾞ バナナをもって 浦中　こういち　作 クレヨンハウス
E ﾊ はらすきー あきやま　ただし　作　絵 講談社
E ﾊ はりねずみのおいしゃさんとおばけのこ ふくざわ　ゆみこ　作 世界文化ワンダークリエイト

E ﾊﾟ パンどろぼうｖｓにせパンどろぼう 柴田　ケイコ　作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
E ﾋ ひびけわたしのうたごえ カロライン　ウッドワード　文 福音館書店
E ﾋﾟ ぴぽん 内田　麟太郎　作　絵 鈴木出版
E ﾋ ひめちゃんのマスク のぶみ　さく 幻冬舎メディアコンサルティング

E ﾍ ヘビと船長 ふしみ　みさを　文 ＢＬ出版
E ﾎﾟ ぽかぽかぐ～ん 角野　栄子　作 小学館
E ﾎﾞ ぼくのきょうりゅうかんさつ日記 長崎　真悟　作　絵 中信出版日本
E ﾎ ほくほくおいもまつり すとう　あさえ　ぶん ほるぷ出版
E ﾎﾟ ぽっちゃりマン のぶみ　さく ＫＡＤＯＫＡＷＡ
E ﾏ まだまだまだまだ 五味　太郎　作 偕成社
E ﾏ まほうつかいウーのふしぎなえ エド　エンバリー　作 文溪堂
E ﾐ みかんおいしくなーれ 矢野　アケミ　さく 大日本図書
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E ﾐ みんなとおなじくできないよ 湯浅　正太　作 日本図書センター
E ﾓ もうふちゃん くさか　みなこ　作 小学館
E ﾓ もりねこ くさか　みなこ　文 文研出版
E ﾓ モンスターれっしゃシューシュー 鈴木　翼　文　原案 世界文化ワンダークリエイト

E ﾔ やっこさんのけんか 殿内　真帆　作　絵 フレーベル館
E ﾙ ルルロロのてあらいだいすき！ あいはら　ひろゆき　さく サニーサイド
E ﾜ わたしはあなたをしんじてる リサ　パップ　作 ＷＡＶＥ出版

F-ｱｲ 青星学園★チームＥＹＥ－Ｓの事件ノート　ゆずの涙と、人魚のピアノの謎 相川　真　作 集英社
F-ｲﾄ 兄が３人できまして　１ 伊藤　クミコ　作 講談社
F-ｲﾄ おねえちゃんって、まいにちはらはら！ いとう　みく　作 岩崎書店
F-ｲﾄ おねえちゃんって、きょうもやきもき！ いとう　みく　作 岩崎書店
F-ｲﾄ あしたの幸福 いとう　みく　著 理論社
F-ｲﾄ １ねん１くみの女王さま いとう　みく　作 学研プラス
F-ｶｼ モンスター・ホテルでおばけやしき 柏葉　幸子　作 小峰書店
F-ｸﾂ さくら村は大さわぎ 朽木　祥　作 小学館
F-ｸﾄﾞ ノラネコぐんだんと金色の魔法使い 工藤　ノリコ　著 白泉社
F-ｸﾄﾞ サイコーの通知表 工藤　純子　著 講談社
F-ｻｸ 近くて遠くて、甘くて苦い　咲月の場合 櫻　いいよ　作 講談社
F-ﾊﾏ Ｍガールズ 濱野　京子　著 静山社
F-ﾊﾗ かいけつゾロリきょうふのエイリアン 原　ゆたか　さく　え ポプラ社
F-ﾋﾛ 猫町ふしぎ事件簿 廣嶋　玲子　作 童心社
F-ﾋﾛ ふしぎ駄菓子屋銭天堂にようこそ　公式ガイドブック 廣嶋　玲子　著 偕成社
F-ﾏﾍﾞ キニ子の日記　（上，下） 間部　香代　作 ＷＡＶＥ出版
F-ﾐﾀ ふしぎ町のふしぎレストラン　３ 三田村　信行　作 あかね書房
F-ﾑﾗ おばけのうんどうかい むらい　かよ　著 ポプラ社
F-ﾖｼ 強制終了、いつか再起動 吉野　万理子　著 講談社
F-ﾚｲ 妖怪コンビニで、バイトはじめました。 令丈　ヒロ子　著 あすなろ書房

《《  日本のおはなし　　 》》
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N-ｶｼﾞ かじ屋と妖精たち 脇　明子　編訳 岩波書店
N-ｸﾞﾚ フェラルズ　３ ジェイコブ　グレイ　著 講談社
N-ﾃﾞｲ ディズニーおやすみまえの１０のおはなし 岡田　直子　訳 学研プラス
N-ﾋﾞﾙ 見知らぬ友 マルセロ　ビルマヘール　著 福音館書店
N-ﾍﾞｽ ロサリンドの庭 エルサ　ベスコフ　作 あすなろ書房
N-ﾎﾞﾃﾞ ピーターラビットのクリスマス レイチェル　ボーデン　文 文化学園文化出版局

N-ﾘﾝ やかまし村はいつもにぎやか アストリッド　リンドグレーン　作 岩波書店
N-ﾛﾘ クィディッチ今昔　カラーイラスト版 Ｊ．Ｋ．ローリング　作 静山社

03 かいけつゾロリのまいにちおもしろクイズ１年分 土門　トキオ　作 ポプラ社
15 よくできました！ 齋藤　孝　監修 日本図書センター
20 ３６６日じてん 平野　恵理子　著 偕成社
28 偉人もみんな悩んでいた こざき　ゆう　文 枻出版社
28 ｳ 国芳と仙厓 金子　信久　監修 東京美術
28 ｼ シューベルト ひの　まどか　著 ヤマハミュージックエンタテインメント

28 ｼ クララ・シューマン 萩谷　由喜子　著 ヤマハミュージックエンタテインメント

28 ｼ ショパン ひの　まどか　著 ヤマハミュージックエンタテインメント

28 ﾀ 宗達と光琳 金子　信久　監修 東京美術
28 ﾁ チャイコフスキー ひの　まどか　著 ヤマハミュージックエンタテインメント

28 ﾊﾞ バッハ ひの　まどか　著 ヤマハミュージックエンタテインメント

28 ﾍﾞ ベートーヴェン ひの　まどか　著 ヤマハミュージックエンタテインメント

28 ﾓ モーツァルト 萩谷　由喜子　著 ヤマハミュージックエンタテインメント

28 ﾚ レオナルド・ダ・ヴィンチとミケランジェロ 高橋　明也　監修 東京美術
28 ﾚ レンブラントとフェルメール 高橋　明也　監修 東京美術
31 警察署図鑑 梅澤　真一　監修 金の星社
31 平和の女神さまへ　平和ってなんですか？ 小手鞠　るい　作 講談社
36 障害者とともに働く 藤井　克徳　著 岩波書店

《《  外国のおはなし　　 》》

《《  ちしきの本    　　   》》
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36 なかよしの天才 榊原　洋一　監修 講談社
36 女の子はどう生きるか 上野　千鶴子　著 岩波書店
36 子どもへのハラスメント 喜多　明人　監修 ＰＨＰ研究所
37 調べるまとめる発表する調べ学習パーフェクトガイド 稲葉　茂勝　著 新日本出版社
40 どっちが強い！？Ｘ　（３,４） エアーチーム　まんが ＫＡＤＯＫＡＷＡ
40 すごい科学者のアカン話 藤嶋　昭　監修 ナツメ社
44 ねえねえはかせ、かぐや姫はどうやって月に帰ったの？ 寺田　健太郎　作 大阪大学出版会
44 宇宙に行ったらこうだった！ 山崎　直子　著 ｒｅｐｉｃｂｏｏｋ

45 きみがまだ知らないティラノサウルス ベン　ギャロッド　著 早川書房
47 あなたのあしもとコケの森 鵜沢　美穂子　文 文一総合出版
480 ゾウは足音を立てずに歩く 小泉　祐里　著 双葉社
481 ウンチでわかるいきもの図鑑 アンディ　シード　文 ＮＨＫ出版
487 はっけん！ニホンヤモリ 関　慎太郎　写真 緑書房
489 どっちが強い！？シャチｖｓシュモクザメ ジノ　ストーリー ＫＡＤＯＫＡＷＡ
50 ユニバーサルデザインでみんなが過ごしやすい町へ　（１～３） 白坂　洋一　監修 汐文社
51 ツリーハウスの風 楠木　誠一郎　作 講談社
51 ぼくらの青 佐藤　まどか　作 講談社
52 建築家になりたい君へ 隈　研吾　著 河出書房新社
56 アルミ鋳物のひみつ 山口　育孝　まんが 学研プラス
59 プロから学ぶ修理ずかん　３ フレーベル館
59 お菓子はすごい！ 柴田書店　編 柴田書店
61 うねゆたかの田んぼの絵本　１ 宇根　豊　作 農山漁村文化協会
61 未来を変えるレストラン 小林　深雪　作 講談社
65 自分の力で肉を獲る 千松　信也　著 旬報社
68 はたらく電車大百科 「旅と鉄道」編集部　編 天夢人
70 西洋美術とレイシズム 岡田　温司　著 筑摩書房
911 奈良の都 上野　誠　監修 ミネルヴァ書房
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C あかずきんちゃんとウイルスオオカミ あくざわ　めぐみ　作　絵 教育画劇
C それいけ！アンパンマン やなせ　たかし　作　絵 フレーベル館
C アンパンマンとカレーパンマン やなせ　たかし　作　絵 フレーベル館
C アンパンマンとだだんだん やなせ　たかし　作　絵 フレーベル館
C メロンパンナとひみつのはなぞの やなせ　たかし　作　絵 フレーベル館
C アンパンマンとちびぞうくん やなせ　たかし　作　絵 フレーベル館
C さんじょう！てあらいかめん よしむら　あきこ　作　絵 教育画劇

《《  かみしばい     　　  》》
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