
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

12月3日(日) 12月6日(水)

1月7日(日) 1月10日(水) 1月17日(水)

12月16日(土) 12月2日(土)

1月20日(土) ※　1月27日(土) 1月6日(土)

※　東宇治図書館おはなしのへやのみ、午前１１時～１１時３０分になります

おはなしのへや

中央図書館 東宇治図書館

あっぷっぷ
あたらしくはいったこどもの本

２０１７年１２月号

おはなしかい

西宇治図書館

１2月～１月のおはなしかい・おはなしのへや　　　　　　　　　　午後３時３０分～４時



分類 書名 著者名 出版社

E モノモノノケ ｔｕｐｅｒａ　ｔｕｐｅｒａ　作 アリエスブックス
E おたのしみじどうはんばいき 宮知　和代　作 アリス館
E おさるのジョージほんやさんへいく Ｍ．レイ　原作 岩波書店
E おさるのジョージバスケットボールをする Ｍ．レイ　原作 岩波書店
E カランポーのオオカミ王 ウィリアム　グリル　作 岩波書店
E チューリップ畑をつまさきで 山本　容子　著 偕成社
E いそげ！きゅうきゅうしゃ 竹下　文子　作 偕成社
E しましまかしてください 林　なつこ　作 教育画劇
E モリくんのおいもカー かんべ　あやこ　作 くもん出版
E ドングリ・ドングラ コマヤスカン　作 くもん出版
E はやくちことばでおでんもおんせん 川北　亮司　文 くもん出版
E ドリー、泳ぎつづけてごらん エイミー　ノベスキー　文 講談社
E しあわせ いもと　ようこ　作 講談社
E くるみのなかには たかお　ゆうこ　作 講談社
E かわいいおとうさん 山崎　ナオコーラ　ぶん こぐま社
E とてもとてもサーカスなフロラ ジャック　センダック　文 集英社
E ブタのドーナツやさん 谷口　智則　作 小学館
E おつきみバス 藤本　ともひこ　作　絵 鈴木出版
E なんにもせんにん 唯野　元弘　文 鈴木出版
E ウサギのすあなにいるのはだあれ？ ジュリア　ドナルドソン　文 徳間書店
E とりこしふくろう 滑川　まい　著 白泉社
E ノラネコぐんだんアイスのくに 工藤　ノリコ　著 白泉社
E おててかいじゅうつみきのまちへ 真珠　まりこ　作　絵 ＰＨＰ研究所
E ジングルベル キャサリン　Ｎ．デイリー　作 ＰＨＰ研究所
E みんなみんないただきます パット　ジトロー　ミラー　さく ＢＬ出版
E イルカようちえん のぶみ　さく ひかりのくに
E ６０秒のきせき レズリア　ニューマン　ぶん 評論社
E オニのサラリーマン しゅっちょうはつらいよ 富安　陽子　文 福音館書店

《《  えほん　        　　 》》
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E じょやのかね とうごう　なりさ　さく 福音館書店
E ねことさかなとなみぼうず わたなべ　ゆういち　作　絵 フレーベル館
E ＮＥＷウォーリーをさがせ！ マーティン　ハンドフォード　作　絵 フレーベル館
E こねてのばして ヨシタケ　シンスケ　作 ブロンズ新社
E いっこさんこ 及川　賢治　作 文溪堂
E 冒険！発見！大迷路魔法使いと魔人のランプ 原　裕朗　作　絵 ポプラ社
E おじいちゃん 梅田　俊作　作　絵 ポプラ社
E ビークル ダン　サンタット　作 ほるぷ出版
E ママはしらないの？ ふくだ　いわお　作 光村教育図書

F-ｱﾝ ルルとララのハロウィン あんびる　やすこ　作　絵 岩崎書店
F-ｲｼ つくえの下のとおい国 石井　睦美　著 講談社
F-ｵｸﾞ グータラ王子のぐ～たらきょうふの大まおうのしろ 小栗　かずまた　さく　え 集英社
F-ｻﾄ 一〇五度 佐藤　まどか　著 あすなろ書房
F-ｽｷﾞ １００年の木の下で 杉本　りえ　著 ポプラ社
F-ﾂｶ あした飛ぶ 束田　澄江　作 学研プラス
F-ﾄｷ 二度めの夏、二度と会えない君 時海　結以　著 小学館
F-ﾄﾐ サラとピンキー ヒマラヤへ行く 富安　陽子　作　絵 講談社
F-ﾅｶﾞ レイナが島にやってきた！ 長崎　夏海　作 理論社
F-ﾊﾉ ジョジョの奇妙な冒険 はの　まきみ　著 集英社
F-ﾋﾛ ふしぎ駄菓子屋銭天堂　８ 廣嶋　玲子　作 偕成社
F-ﾔﾏ 妖怪たぬきポンチキン化けねこ屋敷と消えたねこ 山口　理　作 文溪堂
F-ﾖｼ とうふやのかんこちゃん 吉田　道子　文 福音館書店

N-ｲｾ フォックスクラフト　２ インバリ　イセーレス　著 静山社
N-ｷﾝ ぼくはＯ・Ｃ・ダニエル ウェスリー　キング　作 鈴木出版
N-ｼﾞﾖ ビーおばさんとおでかけ ダイアナ　ウィン　ジョーンズ　作 徳間書店
N-ｽﾚ セブン・レター・ワード キム　スレイター　作 評論社
N-ｾﾍﾟ 凍てつく海のむこうに ルータ　セペティス　作 岩波書店
N-ﾋﾟﾂ さよなら、スパイダーマン アナベル　ピッチャー　著 偕成社

《《  日本のおはなし　　 》》

《《  外国のおはなし　　 》》
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13 おおきく考えよう ペーテル　エクベリ　作 晶文社
15 １０歳の質問箱　続 日本ペンクラブ「子どもの本」委員会　編 小学館
16 イスラム世界やさしいＱ＆Ａ 岩永　尚子　著 講談社
18 こどもブッダのことば 齋藤　孝　監修 日本図書センター
38 世界に通じるマナーとコミュニケーション 横手　尚子　著 岩波書店
45 鉱物・宝石のひみつ 松原　聰　監修 岩崎書店
46 ずかん海外を侵略する日本＆世界の生き物 今泉　忠明　監修 技術評論社
481 教科書に出てくる生きもののすみか　１～４ 学研プラス
481 美しい数になった海のいきもの図鑑 デビッド　マクリマン　著 エクスナレッジ
49 おいしくたべる 松本　仲子　監修 朝日新聞出版
50 日本の手仕事　下駄職人さん・紙すき職人さんほか 遠藤　ケイ　絵と文 汐文社
55 貨物船のはなし 柳原　良平　作 福音館書店
59 子どもの手芸楽しいかわいいボンボン 寺西　恵里子　著 日東書院本社
62 花育をはじめよう　花とふれあおう 大久保　有加　著 汐文社
62 花育をはじめよう　みんなのくらしと花 大久保　有加　著 汐文社
64 生きているだけでいい！ 倉橋　燿子　作 講談社
66 サケが帰ってきた！ 奥山　文弥　著 小学館
67 総合リース会社図鑑 三井住友ファイナンス＆リース　監修 日経ＢＰ社
68 探検！世界の港 ＰＨＰ研究所　編 ＰＨＰ研究所
74 はたらく 長倉　洋海　著 アリス館
780 よくわかる障がい者スポーツ 藤田　紀昭　監修 ＰＨＰ研究所
786 ジャングルのサバイバル　４ 洪　在徹　文 朝日新聞出版
81 数え方のえほん 高野　紀子　作 あすなろ書房

《《  ちしきの本    　　   》》
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