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宇治市東宇治図書館 　　℡  39-9182
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ばしょ

ないよう

1月6日(日) 1月9日(水) 1月16日(水)

2月3日(日) 2月6日(水) 2月20日(水)

1月19日(土) ※１　1月26日(土) 1月5日(土)

2月16日(土) ※１　2月23日(土) 2月2日(土)

赤ちゃんおはなし会０・１・２ ※２　1月16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
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（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

２０１９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 わたしのおじさんのロバ トビー　リドル　作 あすなろ書房
E ようこそ！ティールームことりへ どい　かや　ぶん アリス館
E みーせーて スギヤマ　カナヨ　著 アリス館
E １００年たったら 石井　睦美　文 アリス館
E かにのしょうばい 新美　南吉　文 安城市図書情報館
E どうぶつたちのクリスマスって？ アン　ウィットフォード　ポール　ぶん 岩崎書店
E わにのだんす 今井　雅子　ぶん エンブックス
E まほうつかい いしかわ　こうじ　作　絵 偕成社
E ふるふるフルーツ ひがし　なおこ　文 学研教育みらい
E 星のひとみ せな　けいこ　絵 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
E きりみ 長嶋　祐成　え　ぶん 河出書房新社
E おやすみなさいトマトちゃん エリーザ　マッツォーリ　文 きじとら出版
E かわいいおかし かけひ　さとこ　さく　え 教育画劇
E まいにちがプレゼント いもと　ようこ　作絵 金の星社
E どこがながいかわかる？ みやにし　たつや　作　絵 金の星社
E とろとっと 内田　麟太郎　文 くもん出版
E あいさつできるよ リチャード　スキャリー　さく 好学社
E まめとすみとわら せな　けいこ　ぶん　え 廣済堂あかつき
E 藤城清治影絵の絵本  アンデルセン アンデルセン　〔原作〕 講談社
E ほしじいたけほしばあたけ　いざ、せんにんやまへ石川　基子　作 講談社
E おすわりどうぞ しもかわら　ゆみ　作 講談社
E みずとはなんじゃ？ かこ　さとし　作 小峰書店
E しっぽがわらう いとう　じゅんこ　さく 三五館シンシャ
E ヒョウのハチ 門田　隆将　ぶん 小学館
E 石たちの声がきこえる マーグリート　ルアーズ　作新日本出版社
E まぼろしえほん 井上　洋介　作　絵 鈴木出版
E まいごのてがみ 石井　睦美　作 世界文化社
E せかいいちのいちご 林　木林　作 小さい書房

《《  えほん　        　　 》》

2



E ごろりんたまねぎ いわさ　ゆうこ　さく 童心社
E ねずみさんちのはじめてのクリスマス キャラリン　ビーナー　文 徳間書店
E 京都和のなぞなぞ絵本 石津　ちひろ　文 白泉社
E だいだいだいすき 石津　ちひろ　ぶん ハッピーオウル社
E ダム デイヴィッド　アーモンド　文評論社
E オーロラの国の子どもたち イングリ　ドーレア　さく 福音館書店
E シカの童女 岡野　薫子　さく 復刊ドットコム
E だいすきライオンさん ジム　ヘルモア　文 フレーベル館
E ぼくのたび みやこし　あきこ　作 ブロンズ新社
E お？かお！ ひらぎ　みつえ　作 ほるぷ出版
E だんごたべたいおつきさま すとう　あさえ　ぶん ほるぷ出版
E なにはこんでるの？ スズキ　サトル　さく ほるぷ出版
E ママー、ポケット！ デヴィッド　エズラ　シュタイン　作光村教育図書
E きりんきりん 武鹿　悦子　詩 リーブル
E ノホホンむらのねこたち さとう　あや　さく 理論社

F-ｱｻ まっしょうめん！　小手までの距離 あさだ　りん　作 偕成社
F-ｲｹ 妖界ナビ・ルナ　７ 池田　美代子　作 講談社
F-ｲﾄ 学校へ行こう いとう　ひろし　作 理論社
F-ｲﾄ トリガー いとう　みく　著 ポプラ社
F-ｳｴ 風と行く者 上橋　菜穂子　作 偕成社
F-ｳﾁ 大どろぼうジャム・パン　かげのない町 内田　麟太郎　作 文研出版
F-ｵｸ つっきーとカーコのけんか おくはら　ゆめ　作 佼成出版社
F-ｶｼ 魔女が相棒？ねぐせのヤマネ姫 柏葉　幸子　作 理論社
F-ｶﾀ ぼくとニケ 片川　優子　著 講談社
F-ｶﾅ 王様ゲーム 金沢　伸明　著 双葉社
F-ｸﾗ 夜カフェ　１ 倉橋　燿子　作 講談社
F-ｸﾜ 絶叫学級　家族のうらぎり編 桑野　和明　著 集英社
F-ｸﾜ 絶叫学級　不幸を呼ぶ親友編 桑野　和明　著 集英社
F-ｸﾜ 絶叫学級　死を招く都市伝説編 桑野　和明　著 集英社

《《  日本のおはなし　　 》》
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F-ｸﾜ 絶叫学級　呪われた初恋編 桑野　和明　著 集英社
F-ｸﾜ 絶叫学級　満たされないココロ編 桑野　和明　著 集英社
F-ｸﾜ 絶叫学級　笑顔の裏の本音編 桑野　和明　著 集英社
F-ｸﾜ 絶叫学級　ナイモノねだりの報い編 桑野　和明　著 集英社
F-ｸﾜ 絶叫学級　人気者の正体編 桑野　和明　著 集英社
F-ｸﾜ 絶叫学級　いびつな恋愛編 桑野　和明　著 集英社
F-ｸﾜ 絶叫学級　つきまとう黒い影編 桑野　和明　著 集英社
F-ｸﾜ 絶叫学級　悪意にまみれた友だち編 桑野　和明　著 集英社
F-ｸﾜ 絶叫学級　災いを生むウワサ編 桑野　和明　著 集英社
F-ｺﾃﾞ ぼくのなまえはユウユウ 小手鞠　るい　作 講談社
F-ｺﾊﾞ 作家になりたい！　４ 小林　深雪　作 講談社
F-ｻｲ オリンピックのおばけずかん　ビヨヨンぼう 斉藤　洋　作 講談社
F-ﾀｷ たまねぎとはちみつ 瀧羽　麻子　作 偕成社
F-ﾀｹ いじめ　希望の歌を歌おう 武内　昌美　著 小学館
F-ﾀｹ 竹取物語 越水　利江子　文 学研プラス
F-ﾁﾊﾞ スケッチブック ちば　るりこ　作 学研プラス
F-ﾂﾂ いいね！ 筒井　ともみ　さく あすなろ書房
F-ﾄﾐ サラとピンキー サンタの国へ行く 富安　陽子　作　絵 講談社
F-ﾄﾓ ぼくの、ミギ 戸森　しるこ　作 講談社
F-ﾄﾖ 電車で行こう！　８０円で関西一周！！駅弁食いだおれ４６３．９ｋｍ！！！ 豊田　巧　作 集英社
F-ﾄﾖ 電車で行こう！　東武特急リバティで行く、さくら舞う歴史旅！ 豊田　巧　作 集英社
F-ﾄﾖ 電車で行こう！　目指せ！東急全線、一日乗りつぶし！ 豊田　巧　作 集英社
F-ﾅｶﾞ 魔女のレッスンはじめます 長井　るり子　作 出版ワークス
F-ﾅｶ おとのさま、ほいくしさんになる 中川　ひろたか　作 佼成出版社
F-ﾅｶ 小学生まじょとまほうのくつ 中島　和子　作 金の星社
F-ﾅｷﾞ 青影神話 名木田　恵子　著 ポプラ社
F-ﾊﾏ この川のむこうに君がいる 濱野　京子　作 理論社
F-ﾊﾗ かいけつゾロリ大図鑑キャラクター大全 原　ゆたか　原作　監修 ポプラ社
F-ﾋﾛ ふしぎ駄菓子屋銭天堂　１０ 廣嶋　玲子　作 偕成社
F-ﾍｲ 平家物語 弦川　琢司　文 学研プラス
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F-ﾐｳ チア☆ダンＲＯＣＫＥＴＳ　２ みうら　かれん　文 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
F-ﾑｶ 昔話法廷　Ｓｅａｓｏｎ３ ＮＨＫ　Ｅテレ「昔話法廷」制作班　編 金の星社
F-ﾑﾗ 七転びダッシュ！　２ 村上　しいこ　作 講談社
F-ﾑﾗ みけねえちゃんにいうてみな 村上　しいこ　作 理論社
F-ﾑﾗ 図工室の日曜日　おいしい話に気をつけろ 村上　しいこ　作 講談社
F-ﾓﾄ 転校生は忍者？！ もとした　いづみ　作 佼成出版社
F-ﾓﾘ おばあちゃんのわすれもの 森山　京　作 のら書店
F-ﾔｽ むこう岸 安田　夏菜　著 講談社
F-ﾕｷ ナニュークたちの星座 雪舟　えま　文 アリス館
F-ﾖｼ 昨日のぼくのパーツ 吉野　万理子　著 講談社

N-ｱｻ アーサー王の世界　４ 斉藤　洋　作 静山社
N-ｱﾂ 願いごとの樹 キャサリン　アップルゲイト　作 偕成社
N-ｳｳﾞ チャルーネ ホーコン　ウーヴレオース　作 ゴブリン書房
N-ｶﾞﾂ ぼくたちは幽霊じゃない ファブリツィオ　ガッティ　作 岩波書店
N-ｺﾙ ザ・ランド・オブ・ストーリーズ　１ クリス　コルファー　著 平凡社
N-ｾﾊﾟ マンザナの風にのせて ロイス　セパバーン　作 文研出版
N-ﾌｱ シロクマが空からやってきた！ マリア　ファラー　作 あかね書房
N-ﾌﾞﾗ 野生のロボット ピーター　ブラウン　作　絵 福音館書店
N-ﾓﾊﾟ トンネルの向こうに マイケル　モーパーゴ　作 小学館
N-ﾘｵ アポロンと５つの神託　２ リック　リオーダン　著 ほるぷ出版
N-ﾙﾌﾞ 怪盗アルセーヌ・ルパン　少女オルスタンスの冒険 モーリス　ルブラン　作 学研プラス

03 こども大百科もっと大図解 小学館
15 幸福とは何か 森村　進　著 筑摩書房
21 １０代に語る平成史 後藤　謙次　著 岩波書店
28 こども自助論 齋藤　孝　監修 日本図書センター
28 アンネのこと、すべて アンネ　フランク　ハウス　編 ポプラ社
29 １日１０分日本地図をおぼえる本 あきやま　かぜさぶろう　作 白泉社
31 ヒロシマをのこす 佐藤　真澄　著 汐文社

《《  外国のおはなし　　 》》

《《  ちしきの本    　　   》》

5



36 夢をそだてるみんなの仕事３００ 講談社
40 キッチンで楽しむ！おやつの実験 村上　祥子　著 宝島社
45 世界恐竜アトラス エミリー　ホーキンズ　文 徳間書店
45 やりすぎ恐竜図鑑 小林　快次　監修 宝島社
45 オレはどうくつ探検家 吉田　勝次　著 ポプラ社
45 ぼくは恐竜探険家！ 小林　快次　著 講談社
45 ビジュアル地球探検図鑑 ジョン　ウッドワード　文 ポプラ社
46 外来生物はなぜこわい？　１～３ 阿部　浩志　著 ミネルヴァ書房
480 ウソナンデス こざき　ゆう　文 学研プラス
481 おどろき！変身する生き物 学研プラス
485 ここにも！そこにも！ダニ 皆越　ようせい　写真　文 ポプラ社
49 どうなってるの？からだのなか ケイティ　デインズ　文 ひさかたチャイルド

53 きみは宇宙飛行士！ ロウイー　ストーウェル　文 偕成社
58 保存食の大研究 中居　惠子　著 ＰＨＰ研究所
59 おしゃれ＆かわいい！とっておきの手づくり小物 皿海　佐多子　著 ナツメ社
65 ひろって調べる落ち葉のずかん 安田　守　写真　文 岩崎書店
69 知ってる？郵便のおもしろい歴史 郵政博物館　編著 少年写真新聞社
72 おとうさんとぼく ｅ．ｏ．プラウエン　作 岩波書店
75 つくろう！あそぼう！かたちともよう むらかみ　ひとみ　作 玉川大学出版部
75 ストローとモールでつくる幾何学オブジェ 日本数学検定協会　著 日本数学検定協会
75 花・木の実・藍・野菜・葉っぱのかんたん染めもの 春田　香歩　著 偕成社
77 ビックリ３Ｄ図鑑　ジュラシック・ワールド炎の王国 キャロライン　ローランズ　作 岩崎書店
D786 ジャングルのサバイバル　１０ 洪　在徹　文 朝日新聞出版
80 はじめての子ども手話 谷　千春　監修 主婦の友社
81 クレオとパトラのなんでナンデさくぶん まえだ　やすまさ　著 大和書房
902 少年少女のためのミステリー超入門 芦辺　拓　著 岩崎書店

C はなはなどんなはな にへい　たもつ　作 教育画劇
C あたま・あたま こわせ　たまみ　作 教育画劇
C どうぶつむらのたなばたまつり 一條　めぐみ　絵 教育画劇

《《  かみしばい     　　  》》
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C ドロロンクリスマス いとう　かな　絵 教育画劇
C きれいになあれシュッシュッシュッ いとう　みき　作　絵 教育画劇
C はははおんがくたい おざき　えみ　作　絵 教育画劇
C のりものプップー！ おおい　じゅんこ　作　絵 教育画劇
C どろねこちゃんになっちゃった たけした　ふみこ　作 教育画劇
C おやすみなさいっていわないと… おくだ　あきこ　作　絵 教育画劇
C ひなまつりのおともだち かとう　ようこ　作　絵 教育画劇
C おいていかないで～！ 藤巻　吏絵　作 教育画劇
C くまちゃんもじもじどうしたの？ きたがわ　めぐみ　作　絵 教育画劇
C こどものひはおおさわぎ！ 鈴木　アツコ　作　絵 教育画劇
C くまちゃんねこちゃんたべようね 山本　和子　作 教育画劇
C ブーくんのおいもほり 田中　伸介　作　絵 教育画劇
C てであそぼ 床屋　かなぶん　作　絵 教育画劇
C みみたとみみきち にへい　たもつ　作 教育画劇
C どこどこおへそ はしもと　ゆたか　作　絵 教育画劇
C おにはそとふくはうち わしお　としこ　作 教育画劇
C だだっこだあれ？ フジイ　カクホ　作　絵 教育画劇
C かたづけやだもんおうじ 藤本　ともひこ　作　絵 教育画劇
C ぷりぷりおしり 村田　エミコ　作　絵 教育画劇
C ぼくのめ やべ　みつのり　作　絵 教育画劇

7


