
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3日(日) 4月10日(日) ※３　4月20日(水)

5月1日(日) 5月8日(日) ※３　5月18日(水)

4月16日(土) ※１　4月23日(土) 4月2日(土)

5月21日(土) ※１　5月28日(土) 5月7日(土)

赤ちゃんおはなし会０・１・２ ※２　5月18日(水)

※緊急事態宣言が発出された場合、おはなし会は中止となります

あっぷっぷ
あたらしくはいったこどもの本

２０２２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

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(5月4日～）　　□対象：０～２歳児とその保護者

　　　　　　　※３　西宇治図書館おはなしかいについて、3才～小学校低学年には、今月のテーマのおは
　　　　　　　　　　なしをします。0・１・２才には、個別に絵本を読みます。（15分程度）



分類 書名 著者名 出版社

E ｲ いいな「じぶん」！ くすのき　しげのり　作 世界文化ワンダークリエイト

E ｲ いえるよ！ＮＯ ジェニー　シモンズ　作 大月書店
E ｵ おうちりくじょうグランプリ 二宮　由紀子　ぶん 文研出版
E ｵ おきがえあそび きむら　ゆういち　さく 偕成社
E ｵ おべんとうバスのかくれんぼ 真珠　まりこ　作　絵 ひさかたチャイルド

E ｵ おめんです　３ いしかわ　こうじ　作　絵 偕成社
E ｶ カイマンのクロ マリア　エウヘニア　マンリケ　文 福音館書店
E ｺﾞ ごっつあん！うまいもんずもう 岩田　明子　作 佼成出版社
E ｻ サクラ おくやま　ひさし　作 ほるぷ出版
E ｼ しっぽや ななもり　さちこ　作 こぐま社
E ｼ しびと 柳田　国男　原作 汐文社
E ｼ 出動せよ！世界の緊急車両図鑑 サイモン　タイラー　作 あすなろ書房
E ｾ せかいでいちばんのばしょ ペトル　ホラチェック　さく ＢＬ出版
E ﾀﾞ 大ピンチずかん 鈴木　のりたけ　作 小学館
E ﾀﾞ だれかさんのかたっぽてぶくろ すずき　みほ　作 ほるぷ出版
E ﾁ チョコボと空飛ぶ船 青木　和彦　作 スクウェア・エニックス

E ﾄﾞ どうしよう 浜田　桂子　作 理論社
E ﾅ ながみちくんがわからない 数井　美治　作 ＢＬ出版
E ﾅ なかよしの犬はどこ？ エミリー　サットン　作　絵 徳間書店
E ﾆ ニュートンりきがくｆｏｒ ｂａｂｉｅｓ クリス　フェリー　さく サンマーク出版
E ﾉ のいちごつみ さとう　わきこ　さく　え 福音館書店
E ﾊ はっぴーなっつ 荒井　良二　作 ブロンズ新社
E ﾊ はるいちばん 青山　友美　作 講談社
E ﾋ ひなまつりセブン もとした　いづみ　作 世界文化ワンダークリエイト

E ﾎﾟ ポンポとポコポ秋のぎょうじ かなざわ　まこと　作 神宮館
E ﾎﾟ ポンポとポコポ冬のぎょうじ かなざわ　まこと　作 神宮館

《《  えほん　        　　 》》
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E ﾏ 魔法のことば 柚木　沙弥郎　絵 福音館書店
E ﾏ マロングラッセ だるま森　作 ＢＬ出版
E ﾔ ヤマネコとアザラシちょうさだん 五十嵐　美和子　作　絵 ＰＨＰ研究所
E ﾖ 妖怪横丁大運動会 広瀬　克也　作 絵本館
E ﾛ ロケットかがくｆｏｒ ｂａｂｉｅｓ クリス　フェリー　さく サンマーク出版

F-ｱｷ 怪盗レッド　１９ 秋木　真　作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
F-ｲﾄ １ねん１くみの女王さま　２ いとう　みく　作 学研プラス

F-ｵｶﾞ 逃走中　禁断のプレゼント交換！？巨大ショッピングモール
を制覇せよ！ 逃走中　原案 集英社

F-ｵﾄ 大人になるまでに読みたい１５歳のエッセイ　２ 和合　亮一　編　エッセイ ゆまに書房
F-ｶｶﾞ 科学探偵ＶＳ．ミステリートレイン 佐東　みどり　作 朝日新聞出版
F-ｶｼ １８枚のポートレイト 柏葉　幸子　著 理論社
F-ｷﾀ クーちゃんとぎんがみちゃん 北川　佳奈　作 岩崎書店
F-ｷﾐ 君色パレット　ちょっと気になるあの人 戸森　しるこ　著 岩崎書店
F-ﾀﾙ まよなかのサイクリング たるいし　まこ　作 あかね書房
F-ﾑﾗ タブレット・チルドレン 村上　しいこ　作 さ・え・ら書房
F-ﾚｲ レイワ怪談　青月の章 ありがとう　ぁみ　原作 学研プラス

N-ｵﾙ くまのピエール イブ　スパング　オルセン　作 こぐま社
N-ﾎﾊﾞ けんかのたね ラッセル　ホーバン　作 岩波書店
N-ﾏｺﾞ 荒野にヒバリをさがして アンソニー　マゴーワン　作 徳間書店

00 名探偵アルゴのプログラミング入門　（１～３） 石戸　奈々子　監修 角川アスキー総合研究所

00 １０代と考える「スマホ」 竹内　和雄　著 岩波書店
03 大きな写真で楽しむはじめてのわくわく図鑑　動物編 キャサリン　Ｄ．ヒューズ　著 エムディエヌコーポレーション

21 しらべてまとめるまちとくらしのうつりかわり　（１～３） 澤井　陽介　監修 汐文社
21 くらしをくらべる戦前・戦中・戦後　（１～３）　 古舘　明廣　著 岩崎書店

《《  日本のおはなし　　 》》

《《  外国のおはなし　　 》》

《《  ちしきの本    　　   》》
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28 世界の国が好きになる国旗図鑑 小林　知之　著 太田出版
28 お札になった２１人の偉人なるほどヒストリー 河合　敦　監修　著 あすなろ書房
28 ライトニング・メアリ アンシア　シモンズ　作 岩波書店
31 １０歳から読める・わかるいちばんやさしい民主主義 五野井　郁夫　監修 東京書店
31 明日香さんは負けない 福田　隆浩　作 講談社
32 少年のための少年法入門 山下　敏雅　監修 旬報社
33 シオンの花言葉 濱野　京子　作 講談社
36 ビジュアルブック∞障害のある人とともに生きる　２ 障害のある人とともに生きる本編集委員会　編著 合同出版
36 ひとりでがんばらない！ 藤田　孝典　著 クレヨンハウス
40 実験対決　（３９,４０） 洪　鐘賢　絵 朝日新聞出版
41 世界一ひらめく！算数＆数学の大図鑑 アンナ　ウェルトマン　文 河出書房新社
480 教科書にでてくる生きものをくらべよう　（１～４） 今泉　忠明　監修 学研プラス
487 はっけん！オオサンショウウオ 関　慎太郎　写真 緑書房
489 どっちが強い！？オランウータンｖｓセンザンコウ ジノ　ストーリー ＫＡＤＯＫＡＷＡ
49 女子も！男子も！生理を知ろう　（１～３） 宋　美玄　監修 汐文社
51 はじめての脱炭素 すなだ　ゆか　作　絵 小峰書店
57 和ろうそくは、つなぐ 大西　暢夫　著 アリス館
59 生き抜くためのごはんの作り方 河出書房新社　編 河出書房新社
65 木はおどろきでいっぱい ニコラ　デイビス　文 化学同人
68 気をつけよう！自転車トラブル　（１～３） 日本交通安全教育普及協会　監修 汐文社
786 無人島の迷路 香川　元太郎　作　絵 ＰＨＰ研究所
911 わくわく子ども俳句スクール　（１～３） おおぎやなぎ　ちか　著 国土社
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