
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7日(日) 2月14日(日) 2月10日(水)

3月7日(日) 3月14日(日) 3月17日(水)

2月20日(土) ※１　2月27日(土) 2月6日(土)

3月20日(土) ※１　3月27日(土) 3月6日(土)

赤ちゃんおはなし会０・１・２ ※２　3月17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

　　　　　　　　　　　　　　□要事前申込(3月3日～）　□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

２０２１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



分類 書名 著者名 出版社

E ｱ あづみのちゃん 上原　ゆう子　作 郷土出版社
E ｱ あばれネコ キューライス　さく　え ＫＡＤＯＫＡＷＡ
E ｱ あるひとつぜんおねえちゃん ウティヒャ　マルモン　さく ワールドライブラリー

E ｲ いくつ？ すなやま　えみこ　作　絵 ニコモ
E ｳ うしとざん 高畠　那生　作 小学館
E ｳ うりぼうと母さん 矢野　誠人　写真　文 大空出版
E ｵ おともだちになってくれる？ サム　マクブラットニィ　ぶん 評論社
E ｵ おばあちゃんのおうち はせがわ　さとみ　さく　え 学研プラス
E ｵ オレ、ねたくないからねない デヴ　ペティ　ぶん マイクロマガジン社

E ｶﾞ がろあむし 舘野　鴻　作　絵 偕成社
E ｷ きょうぼくはなまえをもらった かさい　まり　文 アリス館
E ｷ きょうはおかねがないひ ケイト　ミルナー　さく 合同出版
E ｺ こぐまとブランケット Ｌ．Ｊ．Ｒ．ケリー　文 早川書房
E ｺ ことばたんてい テンテン・マールをおえ 平田　昌広　作 新日本出版社
E ｺﾞ ごめんなさい！だいじょうぶ！ ルイス　スロボドキン　さく 出版ワークス
E ｼ しかくいので 新井　洋行　作 講談社
E ｾ せかいでさいしょにズボンをはいた女の子 キース　ネグレー　作 光村教育図書
E ﾀﾞ だっこさんかいサンタクロース 角野　栄子　作 小学館
E ﾀ たなばたバス 藤本　ともひこ　作　絵 鈴木出版
E ﾀ たぬきのおまじない おおなり　修司　文 絵本館
E ﾄﾞ どうなってるの？どうぶつの歯　海の生きもの編 鈴木　勝　さく はる書房
E ﾄﾞ どすこーい 山岡　ひかる　作 アリス館
E ﾅ ながれぼし 武田　康男　監修　写真 岩崎書店
E ﾈ ネコとなかよくなろうよ トミー　デ　パオラ　作 光村教育図書
E ﾈ ねられんねられんかぼちゃのこ やぎゅう　げんいちろう　さく 福音館書店
E ﾌﾟ プララのひこうきびゅーん 武内　祐人　さく　え 大日本図書
E ﾎﾞ ぼくんちのおふろやさん とよた　かずひこ　作　絵 ひさかたチャイルド

E ﾏ まどのむこうのくだものなあに？ 荒井　真紀　さく 福音館書店

《《  えほん　        　　 》》
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E ﾐ みえないこいぬぽっち ワンダ　ガアグ　作 好学社
E ﾑ むくげの花の少女 植野　雅枝　作 飛鳥出版室
E ﾕ ゆきだるまとかがみもち 林　木林　作 鈴木出版
E ﾖ ようかいむらのざくざくいもほり たかい　よしかず　作　絵 国土社

F-ｱﾏ 人狼サバイバル　絶体絶命！伯爵の人狼ゲーム 甘雪　こおり　作 講談社
F-ｱﾏ 人狼サバイバル　極限投票！騎士ｖｓ．人狼ゲーム 甘雪　こおり　作 講談社
F-ｱﾏ 人狼サバイバル　絶望街区！生存率１％の人狼ゲーム 甘雪　こおり　作 講談社
F-ｱﾏ 人狼サバイバル　一発逆転！ＩＱ２００の人狼ゲーム 甘雪　こおり　作 講談社
F-ｱﾏ 人狼サバイバル　戦慄恐怖！氷点下の人狼ゲーム 甘雪　こおり　作 講談社
F-ｲﾜ ネムノキをきらないで 岩瀬　成子　作 文研出版
F-ｶｺ くもとり山のイノシシびょういん かこ　さとし　文 福音館書店
F-ｶﾄﾞ リンゴちゃんのいえで 角野　栄子　作 ポプラ社
F-ﾄﾓ しかくいまち 戸森　しるこ　作 理論社
F-ﾅｶ おとのさま、まほうつかいになる 中川　ひろたか　作 佼成出版社
F-ﾅｽ めいたんていサムくんとあんごうマン 那須　正幹　作 童心社
F-ﾑﾗ みけねえちゃんにいうてみな　ともだちのひみつ 村上　しいこ　作 理論社

N-ｱｻ アーサー王の世界　６ 斉藤　洋　作 静山社
N-ｷｴ 消えない叫び Ｒ．Ｌ．スタイン　監修 理論社
N-ﾄﾏ オン・ザ・カム・アップ アンジー　トーマス　作 岩崎書店
N-ﾋﾟｱ 彼方の光 シェリー　ピアソル　作 偕成社
N-ﾌｱ シロクマといっしょにお引っ越し！？ マリア　ファラー　作 あかね書房
N-ﾏﾂ ルーパートのいた夏 ヒラリー　マッカイ　作 徳間書店
N-ﾛﾌ ドリトル先生 ロフティング　作 ポプラ社

01 見たい！知りたい！図書館はうら側もすごい！ 小田　光宏　監修 ＷＡＶＥ出版
03 小学生なら知っておきたいもっと教養３６６ 齋藤　孝　著 小学館
15 よいこととわるいことって、なに？　第２版 オスカー　ブルニフィエ　文 朝日出版社
15 もっとよのなかルールブック 高濱　正伸　監修 日本図書センター

《《  日本のおはなし　　 》》

《《  外国のおはなし　　 》》

《《  ちしきの本    　　   》》
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28 かけはし 中川　なをみ　作 新日本出版社
28 わたしは大統領の奴隷だった エリカ　アームストロング　ダンバー　著 汐文社
28 渋沢栄一人物としごと こどもくらぶ　編 岩崎書店
36 わたしは女の子だから ローズマリー　マカーニー　文 西村書店
36 サッコ先生と！からだこころ研究所 高橋　幸子　著 リトルモア
36 すし屋のすてきな春原さん 戸森　しるこ　作 講談社
36 みんなはアイスをなめている 安田　夏菜　作 講談社
38 十二支えほん 谷山　彩子　作 あすなろ書房
40 できかた図鑑 猪郷　久義　ほか監修 ＰＨＰ研究所
42 はじめまして量子力学 シェダード　カイド＝サラーフ　フェロン　著 化学同人
42 はじめまして相対性理論 シェダード　カイド＝サラーフ　フェロン　著 化学同人
45 絶景のふしぎ１００ 佐野　充　監修 偕成社
46 ビジュアル顔の大研究 原島　博　監修 丸善出版
47 きれいでふしぎな粘菌 新井　文彦　著 文一総合出版
480 水族館のサバイバル　２ ゴムドリｃｏ．　文 朝日新聞出版
488 カラスのいいぶん 嶋田　泰子　著 童心社
49 人体の知識が身につくはたらく細胞学べるクイズ 講談社　編 講談社
49 感染症ってなんだろう？ 岡田　晴恵　著 岩崎書店

51 森里川海大好き！
『森里川海大好き！』編集委員会
編著

環境省「つなげよう、
支えよう森里川海」プ
ロジェクトチーム

58 大研究！みんなに元気を！栄養ドリンク トリル　漫画 講談社ビーシー
59 プロから学ぶ修理ずかん　１ フレーベル館
64 高野山の案内犬ゴン 関　朝之　作 ハート出版
65 山をつくる 菅　聖子　文 小峰書店
66 和食のだしは海のめぐみ　２ 阿部　秀樹　写真　文 偕成社
69 希望、きこえる？ 榮谷　明子　著 汐文社
782 わかるかな？小学生の陸上競技ルール 三浦　敬司　著 ベースボール・マガジン社
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