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12月7日(日) 12月3日(水)

1月11日(日) 1月7日(水) 1月21日(水)

12月20日(土) 12月6日(土)

1月17日(土) ※1月24日(土) 1月10日(土)

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

※　東宇治図書館おはなしのへやのみ、１１時～１１時３０分になります

あっぷっぷ
あたらしくはいったこどもの本

２０１４年１2月号

１2月～１月のおはなしかい・おはなしのへや　　　　　　　　３時３０分～４時

中央図書館



分類 書名 著者名 出版社

E ゆうぐれ ユリ　シュルヴィッツ　作 あすなろ書房
E ぼくつかまらないもん！ マーガレット　ワイズ　ブラウン　文 あすなろ書房
E わたしは樹だ 松田　素子　文 アノニマ・スタジオ

E ぼくはうちゅうじん 中川　ひろたか　ぶん アリス館
E どうぶつたいじゅうそくてい 聞かせ屋。けいたろう　文 アリス館
E おめでとうくまちゃん シャーリー　パレントー　ぶん 岩崎書店
E おさるのジョージピザをつくる Ｍ．レイ　原作 岩波書店
E おさるのジョージどうぶつだいすき Ｍ．レイ　原作 岩波書店
E おさるのジョージねむれないよる Ｍ．レイ　原作 岩波書店
E おさるのジョージはいしゃさんへいく Ｍ．レイ　原作 岩波書店
E こわくない 谷川　俊太郎　作 絵本塾出版
E ほげちゃんまいごになる やぎ　たみこ　作 偕成社
E ぼくはきみできみはぼく ルース　クラウス　文 偕成社
E ムーン・ジャンパー ジャニス　メイ　ユードリー　文 偕成社
E はらぺこあおむし　Ｍｉｎｉエディション エリック＝カール　さく 偕成社
E いっしょにあそばへん？ 岡田　よしたか　作　絵 金の星社
E フランシスさん、森をえがく フレデリック　マンソ　作 くもん出版
E 「あ・そ・ぼ」やで！ くすのき　しげのり　作 くもん出版
E ４ひきのりっぱなこぐま アーノルド　ローベル　さく 好学社
E ほしいもマン あきやま　ただし　著 佼成出版社
E ムーミンのファミリーアルバム パイヴィ　アレニウス　さく 講談社
E ムーミンやしきはひみつのにおい トーベ　ヤンソン　文 講談社
E もうじゅうつかいのムチがなる いとう　ひろし　作　絵 講談社
E てぶくろ いもと　ようこ　作 講談社
E みまわりこびと アストリッド　リンドグレーン　文 講談社
E カッパもやっぱりキュウリでしょ？ シゲタ　サヤカ　作　絵 講談社
E 雑木林の一年 向田　智也　作 小学館
E オオサンショウウオ 福田　幸広　しゃしん そうえん社

《《  えほん　        　　 》》
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E おとまりのひ 中川　ひろたか　文 童心社
E はなみずじゅるじゅるせきごほごほ 細谷　亮太　文 童心社
E ゲーゲーピーピーおなかのびょうき 細谷　亮太　文 童心社
E まいにちからだはあたらしい！ 細谷　亮太　文 童心社
E ピンクがとんだ日 村上　康成　作　絵 徳間書店
E ちいさなねずみのクリスマス アン　モーティマー　作　絵 徳間書店
E ふしぎなふしぎなまほうの木 クリスティ　マシソン　作 ひさかたチャイルド

E ねこのピートだいすきなよっつのボタン エリック　リトウィン　作 ひさかたチャイルド

E しきぶとんさんかけぶとんさんまくらさん 高野　文子　作　絵 福音館書店
E キュッパのおんがくかい オーシル　カンスタ　ヨンセン　さく 福音館書店
E メリーさんのひつじ ウィル　モーゼス　さく 福音館書店
E パンツはながれる 林　正博　文 福音館書店
E ぼくのたいせつなぼうし ヒド　ファン　ヘネヒテン　さく　え フレーベル館
E おにいちゃんだいすき ローラ　Ｍ．シェーファー　作 フレーベル館
E あれあれ？そっくり！ 今森　光彦　著 ブロンズ新社
E ほんをひらいて トニ　モリスン　文 ほるぷ出版
E トムテと赤いマフラー レーナ　アッロ　文 光村教育図書

F-ｲｹ 新妖界ナビ・ルナ　１０ 池田　美代子　作 講談社
F-ｲﾜ きみは知らないほうがいい 岩瀬　成子　作 文研出版
F-ｳｴ 鹿の王　上，下 上橋　菜穂子　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
F-ｵｵ ３人のまじょとドラゴン あくまのデクノボッチ おおとも　やすお　さく　え 偕成社
F-ｵｵ ３人のまじょとドラゴン なぞなぞようかい おおとも　やすお　さく　え 偕成社
F-ｶｶﾞ みなぞこの人形 香谷　美季　作 講談社
F-ｶﾝ はりねずみのルーチカ　星のうまれた夜 かんの　ゆうこ　作 講談社
F-ｺﾊﾞ 転校生は魔法使い 小林　深雪　作 講談社
F-ｻｲ テーマパークの黒髪人形 斉藤　洋　作 あかね書房
F-ﾄﾐ アヤカシさん 富安　陽子　作 福音館書店
F-ﾎﾘ カステラやさんのバースデーケーキ 堀　直子　作 小峰書店
F-ﾐｽﾞ お願い！フェアリー♥　１３ みずの　まい　作 ポプラ社

《《  日本のおはなし　　 》》
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F-ﾐﾀ 旅の終わりは妖怪ワールド 三田村　信行　作 あかね書房
F-ﾓﾓ 悪夢ちゃん－Ｔｈｅ 夢ｏｖｉｅ－ 大森　寿美男　作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
F-ﾓﾓ 悪夢ちゃん　謎編 大森　寿美男　作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
F-ﾓﾓ 悪夢ちゃん　解決編 大森　寿美男　作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
F-ﾓﾘ あしたあさってしあさって もりやま　みやこ　作 小峰書店
F-ﾜﾀ こうえんのシロ　なつのてがみ わたなべ　ひろみ　さく　え ポプラ社

N-ｷﾔ ふしぎの国のアリス　新訳 ルイス　キャロル　作 アスキー・メディアワークス

N-ﾃﾞｲ 魔使いの敵 ジョゼフ　ディレイニー　著 東京創元社
N-ﾊﾞﾘ ピーター・パン　新訳 Ｊ．Ｍ．バリー　作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
N-ﾌｱ おしゃれ教室 アン　ファイン　作 評論社
N-ﾌﾞﾙ サマセット四姉妹の大冒険 レズリー　Ｍ．Ｍ．ブルーム　作 ほるぷ出版

07 新聞社・出版社で働く人たち 山下　久猛　著 ぺりかん社
15 いつもこういうときどうするんだっけ 辰巳　渚　著 毎日新聞社
28 平和のバトンをつないで 池田　まき子　著 ＷＡＶＥ出版
28 戦国ヒーローズ！！ 奥山　景布子　著 集英社
31 戦争するってどんなこと？ Ｃ．ダグラス　ラミス　著 平凡社
38 世界のともだち　１２ 偕成社
39 ひみつにされた登戸研究所ってどんなとこ？ 登戸研究所保存の会　編 登戸研究所保存の会

40 ジュニア空想科学読本　２ 柳田　理科雄　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
40 信じられない現実の大図鑑 ドーリング　キンダースリー　編 東京書籍
43 粒でできた世界 結城　千代子　著 太郎次郎社エディタス

44 宇宙はこう考えられている 青野　由利　著 筑摩書房
44 宇宙人に会いたい！ 平林　久　著 学研教育出版
486 昆虫のふしぎ 栗林　慧　写真 あかね書房
486 カブトムシとクワガタ 高家　博成　監修 主婦の友社
49 わたしたちはいのちの守人 岩貞　るみこ　著 講談社
54 気をつけよう！ＳＮＳ　２ 小寺　信良　著 汐文社
54 １０歳からのデジタル・シチズンシップ 清水　讓治　作 玉川大学出版部

《《  外国のおはなし　　 》》

《《  ちしきの本    　　   》》
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75 大人気！！親子で遊べるたのしい！おりがみ 新宮　文明　著 高橋書店
75 大人気！！親子で遊べる３－５才のたのしい！おりがみ 新宮　文明　著 高橋書店
75 大人気！！親子で遊べる５－７才のたのしい！おりがみ 新宮　文明　著 高橋書店
75 親子でつくろうわりばし工作 滝口　明治　著 実業之日本社
75 作ってみよう！しかけ貯金箱 ブティック社
77 かんたんカード＆コインマジック ステファニー　ターンブル　作 ほるぷ出版
781 かこさとしあそびの本　１～５ かこ　さとし　著 復刊ドットコム
81 打倒！センター試験の現代文 石原　千秋　著 筑摩書房
908 ５分後に意外な結末　４ 学研教育出版

C おばけたまご 内田　麟太郎　脚本 童心社
《《  かみしばい     　　  》》
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