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ばしょ

ないよう

12月6日(日) 12月13日(日) 12月16日(水)

1月10日(日) 1月10日(日) 1月20日(水)

12月19日(土) 12月5日(土)

1月16日(土) ※１　1月23日(土) 1月9日(土)

赤ちゃんおはなし会０・１・２ ※２　1月20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　□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

２０２０年１２月号

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

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 あとでやるよ。 津久井　たかゆき。　文 文芸社
E ｱ あの湖のあの家におきたこと トーマス　ハーディング　文 クレヨンハウス
E ｲ いのち シンシア　ライラント　文 カクイチ研究所
E ｲ いらいらばいばい つむぱぱ　さく　え 鈴木出版
E ｳ うごきません。 大塚　健太　作 パイインターナショナル

E ｵ 男の子でもできること プラン　インターナショナル　文 西村書店
E ｵ おばけのジョージー メリーメリークリスマス！ ロバート　ブライト　さく 好学社
E ｵ おふろにはいろ 三浦　太郎　さく　え 童心社
E ｵ おめでとうかいぎ 浜田　桂子　作 理論社
E ｶ かべのあっちとこっち ジョン　エイジー　さく 潮出版社
E ｷ きみはどこからやってきた？ フィリップ　バンティング　作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
E ｷ きりんりんりん きむら　ゆういち　さく 新日本出版社
E ｸ クリスマスツリーをかざろうよ トミー　デ　パオラ　作 光村教育図書
E ｹ けしごむぽんいぬがわん ほりかわ　りまこ　さく ひさかたチャイルド

E ｺ こたつうし かわまた　ねね　作 世界文化ワンダークリエイト

E ｺ こんたのさかなつり 田中　友佳子　作　絵 徳間書店
E ｻ サンタさん 長尾　玲子　さく 福音館書店
E ｼ シェルパのポルパ　エベレストにのぼる 石川　直樹　文 岩波書店
E ｽ すずめのうんどうぼうしつくります 西本　鶏介　作 金の星社
E ｽ スマイルショップ きたむら　さとし　作 岩波書店
E ｿﾞ ぞぞぞぞでんしゃ 薫　くみこ　作 ひさかたチャイルド

E ｿ そらのうえ うみのそこ 長沼　毅　監修 ３０３  ＢＯＯＫＳ

E ﾀﾞ だから、さびしくない 落合　久恵　さく　え みらいパブリッシング

E ﾀ たびにでた 楓　真知子　作 絵本館
E ﾅ 那須与一 神田　伯山　監修 講談社
E ﾅ 夏の大三角形のひみつ ほっしーえいじ　監修 三恵社
E ﾈ ねこのオーランドー３びきのグレイス キャスリーン　ヘイル　さく 好学社
E ﾈ ねこはすっぽり 石津　ちひろ　文 こぐま社

《《  えほん　        　　 》》
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E ﾉ 野ねずみきょうだいの草花あそび　秋から春まで 相澤　悦子　さく 福音館書店
E ﾉ ノラネコぐんだんケーキをたべる 工藤　ノリコ　著 白泉社
E ﾉ のりものいっぱい！どこにいくの？ 間瀬　なおかた　作　絵 ひさかたチャイルド

E ﾊ はつめいたいかい ピップ　ジョーンズ　ぶん ＢＬ出版
E ﾊﾟ パンダはんたいことば スージー　エスターハス　文　写真 ワールドライブラリー

E ﾋ ひとりひとり 谷川　俊太郎　詩 講談社
E ﾌﾞ ブウさん、だいじょうぶ？ バレリー　ゴルバチョフ　作 山烋
E ﾌﾟ ぷかぷかぽかぽか ひだの　かな代　作 みらいパブリッシング

E ﾌ ふみきりかんかんくん きょうはなんのひ？ 斉藤　洋　作 講談社
E ﾌ ふゆごもりのまえに ジャン　ブレット　作 福音館書店
E ﾎﾞ ぼうしくんのクリスマスプレゼント 新井　洋行　作　絵 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
E ﾎﾞ ぼく、ひつじじゃなくてぶたなんだ ピム　ラマース　ぶん ほるぷ出版
E ﾎﾟ ポケモンのしま ザ　キャビンカンパニー　作　絵 小学館
E ﾎﾟ ポッポーきかんしゃ とよた　かずひこ　著 アリス館
E ﾎﾟ ぽめちゃん 柴田　ケイコ　著 白泉社
E ﾎﾟ ぽめちゃんとだっくすちゃん 柴田　ケイコ　著 白泉社
E ﾏ 曲垣平九郎 神田　伯山　監修 講談社
E ﾏ ますくちゃんでばんです よこみち　けいこ　作　絵 ニコモ
E ﾐ みどりバアバ ねじめ　正一　作 童心社
E ﾔ やさいだいすきだワニ タンム　ニュウ　文　絵 おむすび舎
E ﾗ 雷電為右衛門 神田　伯山　監修 講談社
E ﾘ りんごごろごろ もぎ　あきこ　ぶん 世界文化ワンダークリエイト

E ﾚ レミーさんのひきだし 斉藤　倫　作 小学館

F-ｱﾝ 魔法の絵筆としあわせの呪文 あんびる　やすこ　作　絵 講談社
F-ｲｼﾞ ゆめ☆かわ ここあのコスメボックス　恋する遊園地で大ピンチ！ 伊集院　くれあ　著 小学館
F-ｲｼﾞ ゆめ☆かわ ここあのコスメボックス　ストアイベントで恋の勝負！？ 伊集院　くれあ　著 小学館
F-ｲﾄ 糸子の体重計 いとう　みく　作 童心社
F-ｲﾜ 泣きたい私は猫をかぶる 岩佐　まもる　文 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
F-ｸｽ へんくつさんのお茶会 楠　章子　作 学研プラス

《《  日本のおはなし　　 》》
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F-ｸﾗ 夜カフェ　７ 倉橋　燿子　作 講談社
F-ｺｳ この声とどけ！　放送部にひびく不協和音！？ 神戸　遥真　作 集英社
F-ｺﾃﾞ おとうとのたからもの 小手鞠　るい　作 岩崎書店
F-ｺﾉ スキ・キライ相関図　２ このはな　さくら　作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
F-ﾅｶ ワタシゴト 中澤　晶子　作 汐文社
F-ﾊﾅ あおいの世界 花里　真希　著 講談社
F-ﾊﾏ ウィズ・ユー 濱野　京子　作 くもん出版
F-ﾋｶﾞ くまのこのるうくんとおばけのこ 東　直子　作 くもん出版
F-ﾋﾅ 雨ふる本屋と雨かんむりの花 日向　理恵子　作 童心社
F-ﾎﾈ ほねほねザウルス　２３ カバヤ食品株式会社　原案　監修 岩崎書店
F-ﾏﾂ 保健室経由、かねやま本館。　３ 松素　めぐり　著 講談社
F-ﾏﾊ なみだの穴 まはら　三桃　作 小峰書店
F-ﾐﾁ みちのく妖怪ツアー　古民家ステイ編 佐々木　ひとみ　ほか作 新日本出版社
F-ﾐﾁ みちのく妖怪ツアー　ワークショップ編 佐々木　ひとみ　ほか作 新日本出版社
F-ﾐﾔ キミと、いつか。　星空の“願い” 宮下　恵茉　作 集英社
F-ﾑﾗ フルーツふれんずブドウくん 村上　しいこ　作 あかね書房

N-ｳﾞｴ 橋の上の子どもたち パドマ　ヴェンカトラマン　作 講談社
N-ｸﾘ クリスマスの小屋 ルース　ソーヤー　再話 福音館書店
N-ｺﾞｼ プチ・ニコラのなやみ ゴシニ　文 世界文化社
N-ｺﾙ ザ・ランド・オブ・ストーリーズ　赤ずきん女王への道 クリス　コルファー　著 平凡社
N-ｼﾕ 夜の妖精フローリー ローラ　エイミー　シュリッツ　作 学研プラス
N-ｼﾞﾖ 色どろぼうをさがして エヴァ　ジョゼフコヴィッチ　作 ポプラ社
N-ｾﾝ 雪山のエンジェル ローレン　セントジョン　作 評論社
N-ﾃﾞｲ ぼくの犬スーザン ニコラ　デイビス　文 あすなろ書房
N-ﾊﾞｳ オズのまほうつかい ライマン　フランク　ボーム　作 学研プラス
N-ﾍﾟﾂ コヨーテのはなし リー　ペック　作 徳間書店
N-ﾏｺ ロイヤルシアターの幽霊たち ジェラルディン　マコックラン　著 小学館
N-ﾚﾅ 列車探偵ハル Ｍ．Ｇ．レナード　著 早川書房

《《  外国のおはなし　　 》》
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03 かいけつゾロリのまいにちなぞなぞ１年分 小野寺　ぴりり紳　作 ポプラ社
05 朝日ジュニア学習年鑑　２０２０ 朝日新聞出版
11 時間ってなに？流れるのは時？それともわたしたち？ クリストフ　ブトン　文 岩崎書店
16 世界の神話と英雄大図鑑 フィリップ　ウィルキンソン　著 河出書房新社
28 スティーブ・ジョブズ パム　ポラック　著 ポプラ社
28 六千人の命を救え！外交官・杉原千畝 白石　仁章　著 ＰＨＰ研究所
28 葛飾北斎 芝田　勝茂　文 あかね書房
28 やなせたかし 中野　晴行　文 あかね書房
28 世界のすごい女子伝記 キャスリン　ハリガン　文 講談社
30 調べる学習子ども年鑑　２０２０ 朝日小学生新聞　監修 岩崎書店
31 公務員という仕事 村木　厚子　著 筑摩書房
33 ＳＤＧｓのきほん　１ 稲葉　茂勝　著 ポプラ社
36 窓をひろげて考えよう 下村　健一　著 かもがわ出版
36 子どもを守る言葉『同意』って何？ レイチェル　ブライアン　作 集英社
38 世界幻妖図鑑 フロールチェ　ズウィヒトマン　文 フレーベル館
38 ニッポンじゃアリエナイ世界の国 斗鬼　正一　監修 ＳＢクリエイティブ

38 みんなが知りたい！日本のユネスコ無形文化遺産がわかる本　増補改訂版 文化遺産を学ぶ会　著 メイツユニバーサルコンテンツ

38 大迫力！世界の都市伝説大百科 朝里　樹　監修 西東社
40 科学者になりたい君へ 佐藤　勝彦　著 河出書房新社
41 さんすうの天才 榊原　洋一　監修 講談社
42 絵でさぐる音・光・宇宙 コリン　スチュアート　著 岩崎書店
45 恐竜と古代の生き物図鑑 ジョン　ウッドワード　著 創元社
45 ＮＨＫ子ども科学電話相談恐竜スペシャル！ ＮＨＫ「子ども科学電話相談」制作班　編 ＮＨＫ出版
46 ウイルスって何だろう？ 武村　政春　監修 ＰＨＰ研究所
481 集めてわかるぬけがらのなぞ 盛口　満　文　絵 少年写真新聞社
482 わけあって絶滅しました。　も～っと 丸山　貴史　著 ダイヤモンド社
486 巣づくりの名人スズメバチ 須田　貢正　さく＋写真 六耀社
487 さかなのかたち なかの　ひろみ　ぶん アリス館
487 サンゴ礁の海 大方　洋二　著 岩崎書店

《《  ちしきの本    　　   》》
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489 クジラをめぐる冒険 石川　創　著 旬報社
49 正しく知って正しく使う「くすり」の大事典 くすりの適正使用協議会　監修 くもん出版
49 信じられない現実のうんこ科学図鑑 ＤＫ社　編著 東京書籍
53 瑠璃色の星 山崎　直子　著 世界文化社
57 セメントのひみつ 工藤　ケン　まんが 学研プラス
61 すがたをかえる食べものずかん 石井　克枝　監修 あかね書房
61 パスタのひみつ 宮原　美香　まんが 学研プラス
61 納豆の本 全国納豆協同組合連合会　総監修 岩崎書店
64 ウマ大図鑑 日本ウマ科学会　監修 ＰＨＰ研究所
64 絵でわかる馬の本 Ｅ．ボーモン　著 ＷＡＶＥ出版
75 日本の伝統工芸 竹永　絵里　画 河出書房新社
79 ｅスポーツはじめて事典　（１，３） 筧　誠一郎　監修 文溪堂
80 かいけつゾロリのまいにちおやじギャグ１年分 小野寺　ぴりり紳　作 ポプラ社
80 こどもプレゼン教室 前田　鎌利　著 宝島社
80 さがしてみよう！マークのえほん ぼここうぼう　え 学研プラス
81 まんがで学ぶ故事成語 八木　章好　著 国土社
81 小学生のまんがことわざ辞典 金田一　春彦　監修 学研プラス
902 小学生のうちに読んでおきたい名作１０１ 齋藤　孝　監修 日本図書センター
911 元気がでる詩４年生 池田　夏子　ほか著 理論社
911 元気がでる詩６年生 長田　弘　ほか著 理論社
911 子どもへの詩の花束　２０１６ 武鹿　悦子　ほか編集委員 竹林館

C にょろにょろり とよた　かずひこ　脚本　絵 童心社
C かばがおおきなくちをあけるわけ こが　ようこ　脚本 童心社

《《  かみしばい     　　  》》
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