
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

1月7日(日) 1月10日(水) 1月17日(水)

2月4日(日) 2月7日(水)

1月20日(土) ※　1月27日(土) 1月6日(土)

2月17日(土) ※　2月24日(土) 2月3日(土)

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、午前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

２０１８年１月号

１月～２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 とのさまサンタ 長野　ヒデ子　作　絵 あすなろ書房
E あきとふゆ はたけのごちそうなーんだ？ すずき　もも　作 アリス館
E ひとりでえほんかいました くすのき　しげのり　作 アリス館
E 灰屋灰次郎 灰はございー 飯野　和好　作 アリス館
E もしかしてオオカミ！？ ヴェロニク　カプラン　作 岩崎書店
E ぼくのねこはどこ？ ヘンリー　コール　著 岩崎書店
E うまれてくれてありがとう マーク　スペリング　文 ＷＡＶＥ出版
E メグとモグ ヘレン　ニコル　さく 偕成社
E はみがきあそび きむら　ゆういち　さく 偕成社
E きみはライオン！ ユ　テウン　作　絵 偕成社
E おててをぽん ささがわ　いさむ　作 学研プラス
E こどもってね… ベアトリーチェ　アレマーニャ　作 きじとら出版
E すっぱりめがね 藤村　賢志　作 教育画劇
E ３びきのこぶた いもと　ようこ　文絵 金の星社
E ぼくは発明家 メアリー　アン　フレイザー　作 廣済堂あかつき
E ねんねのうた えがしら　みちこ　作 講談社
E ぜったいにおしちゃダメ？ ビル　コッター　さく サンクチュアリ出版

E おやさいめしあがれ 視覚デザイン研究所　さく 視覚デザイン研究所

E くねくね！ クレール　ズケリ　ローマー　作 小学館
E わけっこしよう ティシュ　レイビー　文 女子パウロ会
E ちびのミイとおかしなこづつみ トーベ　ヤンソン　原作 徳間書店
E くまのテディおはよう レスリー　フランシス　ぶん 日本キリスト教団出版局

E あしのゆびになまえをつけたら…？ ジャン　ルロワ　文 パイインターナショナル

E おてんとうさまがみてますよ 山本　省三　作 ＰＨＰ研究所
E おさかなどろぼう いしい　ひろし　作　絵 ＰＨＰ研究所
E ぐるぐるまわろうぐるぐるでんしゃ 間瀬　なおかた　作　絵 ひさかたチャイルド

E あたしのすきなもの、なぁんだ？ バーナード　ウェーバー　ぶん 評論社
E まるみつけた 大塚　いちお　さく 福音館書店

《《  えほん　        　　 》》

2



E しかくみつけた 大塚　いちお　さく 福音館書店
E さんかくみつけた 大塚　いちお　さく 福音館書店
E パパゲーノとパパゲーナ 小西　英子　作 福音館書店
E アニマルアルファベットサーカス ｔｕｐｅｒａ　ｔｕｐｅｒａ　さく フレーベル館
E なずずこのっぺ？ カーソン　エリス　さく フレーベル館
E 天女かあさん ペク　ヒナ　作 ブロンズ新社
E じっちょりんのふゆのみち かとう　あじゅ　作 文溪堂
E さあ、なげますよ 角野　栄子　作 文溪堂
E いえないいえない くすはら　順子　作 文研出版
E どうぶつマンションにようこそ 二宮　由紀子　文 文研出版
E もうじゅうはらへりくま 塚本　やすし　作 ポプラ社
E マララのまほうのえんぴつ マララ　ユスフザイ　作 ポプラ社
E エンリケタ、えほんをつくる リニエルス　作 ほるぷ出版
E しずかにあみものさせとくれー！ ベラ　ブロスゴル　さく ほるぷ出版
E ももちゃんとじゃまじゃまねことクリスマス にわ　さく マイクロマガジン社

E おちゃかいのおやくそく エイミー　ダイクマン　文 光村教育図書

F-ｱｻ わたしの苦手なあの子 朝比奈　蓉子　作 ポプラ社
F-ｱﾝ 満月の娘たち 安東　みきえ　著 講談社
F-ｲｹ 劇部ですから！　Ａｃｔ．２ 池田　美代子　作 講談社
F-ｲｽﾞ 夏空に、かんたーた 和泉　智　作 ポプラ社
F-ｲﾉ カラスだんなのはりがねごてん 井上　よう子　作 文研出版
F-ｴﾓ 絵物語古事記 富安　陽子　文 偕成社
F-ｵｸﾞ グータラ王子のぐ～たらおばけ大レース！！ 小栗　かずまた　さく　え 集英社
F-ｵｸﾞ グータラ王子のぐ～たらミラクルクリスマス 小栗　かずまた　さく　え 集英社
F-ｶｾﾞ 氷の上のプリンセス　自分を信じて！ 風野　潮　作 講談社
F-ｸﾘ １５歳、ぬけがら 栗沢　まり　著 講談社
F-ｺﾃﾞ ねこの町のダリオ写真館 小手鞠　るい　作 講談社
F-ｺﾊﾞ 蘭の花が咲いたら 小林　深雪　著 講談社
F-ｺﾏ 三国志　８，１０ 小前　亮　文 理論社

《《  日本のおはなし　　 》》
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F-ｻｲ オリンピックのおばけずかん 斉藤　洋　作 講談社
F-ｻｴ ヘッチャラくんがやってきた！ さえぐさ　ひろこ　作 新日本出版社
F-ｽｷﾞ にちようびは名探偵 杉山　亮　作 偕成社
F-ｿｳ ぼくらのロストワールド 宗田　理　作 ポプラ社
F-ﾀｶ 青いスタートライン 高田　由紀子　作 ポプラ社
F-ﾄﾞﾓ １０分で読める大わらい落語 土門　トキオ　文 学研プラス
F-ﾅｶ まほろ姫とにじ色の水晶玉 なかがわ　ちひろ　作 偕成社
F-ﾅｶ おとのさま、小学校にいく 中川　ひろたか　作 佼成出版社
F-ﾅｼ キズナキス 梨屋　アリエ　著 静山社
F-ﾆｲ 手ぶくろを買いに／ごんぎつね 新美　南吉　作 学研プラス
F-ﾆｼ ツトムとネコのひのようじん にしかわ　おさむ　ぶん　え 小峰書店
F-ﾉﾅ 空飛ぶおべんとうツアー 野中　柊　作 理論社
F-ﾊﾏ ソーリ！ 濱野　京子　作 くもん出版
F-ﾎｼ 駅のふしぎな伝言板 ほしお　さなえ　作 徳間書店
F-ﾎﾘ あぐり☆サイエンスクラブ：秋と冬、その先に 堀米　薫　作 新日本出版社
F-ﾏﾂ トンカチくんと、ゆかいな道具たち 松居　スーザン　作 あすなろ書房

F-ﾐﾀ 安寿姫草紙
ものがたり

三田村　信行　作 ポプラ社

F-ﾐﾀ 炎の風吹け妖怪大戦 三田村　信行　作 あかね書房
F-ﾑﾗ 保健室の日曜日　なぞなぞピクニックへいきたいかぁ！ 村上　しいこ　作 講談社
F-ﾔﾏ まほうのゆうびんポスト やまだ　ともこ　作 金の星社

F-ﾖｺ 四重奏
カ ル テ ッ ト

デイズ 横田　明子　作 岩崎書店

N-ｵﾙ 口ひげが世界をすくう？！ ザラ　ミヒャエラ　オルロフスキー　作 岩波書店
N-ｸﾚ ぼくたち負け組クラブ アンドリュー　クレメンツ　著 講談社
N-ｼﾕ 動物と話せる少女リリアーネ　１２ タニヤ　シュテーブナー　著 学研プラス
N-ﾊﾝ 木の中の魚 リンダ　マラリー　ハント　著 講談社
N-ﾌﾟｶ プーカの谷 渡辺　洋子　編　訳 こぐま社
N-ﾏｸ テディが宝石を見つけるまで パトリシア　マクラクラン　著 あすなろ書房
N-ﾓﾊﾟ 図書館にいたユニコーン マイケル　モーパーゴ　作 徳間書店

《《  外国のおはなし　　 》》
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N-ﾘｵ アポロンと５つの神託　１ リック　リオーダン　著 ほるぷ出版

00 １３歳からの「学問のすすめ」 福澤　諭吉　著 筑摩書房
00 プログラミングとコンピュータ 大岩　元　監修 ＰＨＰ研究所
01 今すぐ読みたい！１０代のためのＹＡブックガイド１５０！　２ 金原　瑞人　監修 ポプラ社
29 世界の国ぐに 小学館
36 髪がつなぐ物語 別司　芳子　著 文研出版
40 科学の歴史 有賀　暢迪　日本語版監修 ポプラ社
45 原色ワイド図鑑　恐竜　新装版 学研アソシエ
47 世界は変形菌でいっぱいだ 増井　真那　著 朝日出版社
480 原色ワイド図鑑　動物　新装版 学研アソシエ
480 原色ワイド図鑑　飼育１　新装版 学研アソシエ
481 原色ワイド図鑑　水の生物　新装版 学研アソシエ
481 原色ワイド図鑑　飼育２　新装版 学研アソシエ
486 原色ワイド図鑑　昆虫１　新装版 学研アソシエ
486 原色ワイド図鑑　昆虫２・クモ　新装版 学研アソシエ
487 原色ワイド図鑑　魚・貝　新装版 学研アソシエ
488 原色ワイド図鑑　鳥　新装版 学研アソシエ
49 原色ワイド図鑑　人体　新装版 学研アソシエ
49 歯科衛生士の一日 ＷＩＬＬこども知育研究所　編著 保育社
49 食べるってどんなこと？ 古沢　広祐　著 平凡社
50 日本の手仕事　ガラス職人さん・建具師さんほか 遠藤　ケイ　絵と文 汐文社
53 パイロットのたまご 吉野　万理子　作 講談社
59 お好み焼のひみつ たまだ　まさお　漫画 学研プラスメディアビジネス部コンテンツ営業室

62 キウイフルーツのひみつ おがた　たかはる　漫画 学研プラスメディアビジネス部コンテンツ営業室

65 おちばであそぼう ひさかたチャイルド

66 かつお節とだしのひみつ たまだ　まさお　漫画 学研プラスメディアビジネス部コンテンツ営業室

71 仏像なんでも事典 大谷　徹奘　監修 理論社
72 鳥獣戯画を読みとく 五味　文彦　監修 岩崎書店
72 ゆめはまんが家！ 小林　深雪　作 講談社

《《  ちしきの本    　　   》》
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79 マンガで覚える図解将棋の基本 矢内　理絵子　監修 滋慶出版／つちや書店

79 １０才からはじめるゲームプログラミング図鑑 キャロル　ヴォーダマン　ほか著 創元社
80 ディベートをやろう！ 全国教室ディベート連盟　監修 ＰＨＰ研究所
81 大人になって困らない語彙力の鍛えかた 今野　真二　著 河出書房新社
83 中学英語で話そう日本の文化　３ 大門　久美子　編著 汐文社
911 自分におどろく たなか　かずお　文 童話屋
911 大人になるまでに読みたい１５歳の詩　４ ゆまに書房

C ハロウィンのかぼちゃ ますい　さちみ　脚本 童心社
《《  かみしばい     　　  》》
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