
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

2月3日(日) 2月6日(水) 2月20日(水)

3月3日(日) 3月6日(水) 3月20日(水)

2月16日(土) ※１　2月23日(土) 2月2日(土)

3月16日(土) ※１　3月23日(土) 3月2日(土)

赤ちゃんおはなし会０・１・２ ※２　3月20日(水)

あっぷっぷ
あたらしくはいったこどもの本

２０１９年２月号

２月～３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
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（対象：０～２歳児とその保護者）



分類 書名 著者名 出版社

E ペンギンホテル 牛窪　良太　作 アリス館
E タイヤタイヤだれのタイヤ そく　ちょるうぉん　作 アリス館
E そらのうえのそうでんせん 鎌田　歩　作 アリス館
E まちのくるま コヨセ　ジュンジ　さく ＷＡＶＥ出版
E だーるまさんだーるまさん おおなり　修司　文 絵本館
E たまねぎたまちゃんのやさいもぐもぐいちねんかん 赤塚　不二夫　原案 オークラ出版
E いっせーのばあ 新井　洋行　作　絵 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
E でんせつのじゃんけんバトル ドリュー　デイウォルト　ぶん 河出書房新社
E たぬきのおもち せな　けいこ　作　絵 金の星社
E つちをほらなくなったスチームショベル ジョージ　ウォルターズ　文 好学社
E ねこのオーランドーたのしい日々 キャスリーン　ヘイル　さく 好学社
E シンデレラが語るシンデレラ 柴田　ケイコ　絵 高陵社書店
E 浦島太郎が語る浦島太郎 ニシワキ　タダシ　絵 高陵社書店
E どんどんばしわたれ こばやし　えみこ　案 こぐま社
E なんびきのねこたちおどる？ キャロライン　スタットソン　文 犀の工房
E チェブラーシカ　どうぶつえんへいく エドゥアルド　ウスペンスキー　原作 小学館
E いっしょにのぼろう マリアンヌ　デュブク　作 ＴＡＣ株式会社出版事業部

E ねーずみねーずみどーこいきゃ？ こが　ようこ　構成　文 童心社
E おせんべやけたかな こが　ようこ　構成　文 童心社
E おおかみのおなかのなかで マック　バーネット　文 徳間書店
E ムーミントロールと氷のおまつり トーベ　ヤンソン　原作　絵 徳間書店
E いちまるとふしぎな手 日本漢字能力検定協会　編 日本漢字能力検定協会

E パンのずかん 大森　裕子　作 白泉社
E お正月 桂　文我　ぶん ＢＬ出版
E 金の鳥 八百板　洋子　文 ＢＬ出版
E ぴちぱちさくさく 若菜　ひとし　作 ひさかたチャイルド

E まゆとかっぱ 富安　陽子　文 福音館書店
E 森のオーケストラ 塚本　やすし　さく　え 冨山房インターナショナル

《《  えほん　        　　 》》
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E ジャッキーのしあわせ あだち　なみ　絵 ブロンズ新社
E あめだま ペク　ヒナ　作 ブロンズ新社
E てんぐ 杉山　亮　作 ポプラ社
E お正月がやってくる 秋山　とも子　作　絵 ポプラ社
E いち・にい・サンタ！ ひらぎ　みつえ　作 ほるぷ出版
E 「いたいっ！」がうんだ大発明 バリー　ウィッテンシュタイン　文 光村教育図書
E 歯のえほん エドワード　ミラー　作 光村教育図書
E 藤吉じいとイノシシ 椋　鳩十　作 理論社

F-ｳﾀ 母さんがどんなに僕を嫌いでも 歌川　たいじ　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
F-ｶﾄﾞ おばけのソッチぞびぞびオーディション 角野　栄子　さく ポプラ社
F-ｸｽ ハニーのためにできること 楠　章子　作 童心社
F-ﾄﾓ ゆかいな床井くん 戸森　しるこ　著 講談社
F-ﾊﾔ ねこの商売 林原　玉枝　文 福音館書店
F-ﾋﾅ 火狩りの王　１ 日向　理恵子　作 ほるぷ出版
F-ﾐﾁ みちのく妖怪ツアー 佐々木　ひとみ　ほか作 新日本出版社
F-ﾐﾄﾞ 猛獣学園！アニマルパニック 緑川　聖司　作 集英社
F-ﾖｼ 雲と鉛筆 吉田　篤弘　著 筑摩書房
F-ﾖｼ はらぺこペンギンのぼうけん 吉野　万理子　作 講談社

N-ｽﾃ 少女探偵アガサ　６ サー　スティーヴ　スティーヴンソン　作 岩崎書店
N-ﾊﾟｸ ジュリアが糸をつむいだ日 リンダ　スー　パーク　作 徳間書店
N-ﾌﾗ アラルエン戦記　１２ ジョン　フラナガン　作 岩崎書店
N-ﾌﾟﾚ くろグミ団は名探偵　消えた楽譜 ユリアン　プレス　作　絵 岩波書店

01 外国の本っておもしろい！ 読書探偵作文コンクール事務局　編 サウザンブックス社

28 みんなちがって、それでいい 宮崎　恵理　著 ポプラ社
28 星の旅人 小前　亮　著 小峰書店
28 金栗四三 佐野　慎輔　文 小峰書店
29 見て、学んで、力がつく！こども日本地図　２０１９年版 永岡書店編集部　編 永岡書店

《《  日本のおはなし　　 》》

《《  外国のおはなし　　 》》

《《  ちしきの本    　　   》》
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29 世界あっちこっちくらし探検 スージー　レイ　文 汐文社
31 こんなに恐ろしい核兵器　１ 鈴木　達治郎　著 ゆまに書房
36 ミラクルハッピーお仕事ずかんＤＸ ドリームワーク調査会　編著 西東社
40 ジュニア空想科学読本　１４ 柳田　理科雄　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
44 火星を知る！ 三品　隆司　構成　文 岩崎書店
45 ほんとのおおきさ恐竜博 真鍋　真　監修 学研プラス
480 泣けるいきもの図鑑 今泉　忠明　監修 学研プラス
480 ほろっと泣けるいきもの図鑑 今泉　忠明　監修 学研プラス
481 いきもの寿命ずかん 新宅　広二　著 東京書籍
49 義肢装具士の一日 ＷＩＬＬこども知育研究所　編著 保育社
49 おしっこ“小”百科 ヤクプ　プラヒー　絵と文 河出書房新社
51 わたしたちの地球環境と天然資源　５ 本間　愼　監修 新日本出版社
51 クジラのおなかからプラスチック 保坂　直紀　著 旬報社
52 エクステリアのひみつ たまだ　まさお　まんが 学研プラス
59 ミラクルハッピーかんたん♥かわいいヘアアレンジＤＸ ガールズ向上委員会　編著 西東社
61 イチからつくるカレーライス 関野　吉晴　編 農山漁村文化協会
67 昭和のお店屋さん 藤川　智子　作 ほるぷ出版
72 ミラクルハッピーまねしてかわいい♥イラスト＆デコ文字ＤＸ ハッピーデコ研究会　編著 西東社
75 カッターであそぼう！ 五味　太郎　著 ＫＴＣ中央出版
81 ただしいかぞえかたの絵本 ＷＩＬＬこども知育研究所　編　著 金の星社

C てんぐのはなくらべ 堀尾　青史　脚本 童心社
C ピーターラビットのおはなし ビアトリクス　ポター　原作  絵 教育画劇

《《  かみしばい     　　  》》
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