
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2日(日) 2月9日(日) 2月19日(水)

3月1日(日) 3月8日(日) 3月18日(水)

2月15日(土) 2月1日(土)

3月21日(土) ※１　3月18日(水) 3月7日(土)

赤ちゃんおはなし会０・１・２ ※２　3月18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

２０２０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 おかしなめんどり 林　なつこ　作　絵 鈴木出版
E サンゴといっしょすいぞくかん ともなが　たろ　絵 アリス館
E にじいろのしあわせ マーロン　ブンド　作 岩崎書店
E まどのそと 佐野　史郎　作 岩崎書店
E あなたがおおきくなるひまで ケイト　バンクス　ぶん 岩崎書店
E ゆきのけっしょう 武田　康男　監修　写真 岩崎書店
E おろろんおろろん 石黒　亜矢子　作 偕成社
E おうさまのこどもたち 三浦　太郎　作 偕成社
E ロビンソン ピーター　シス　作 偕成社
E おかしなおきゃくさま ペク　ヒナ　作 学研プラス
E だれのパンツ？ シゲリ　カツヒコ　作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
E そんなにみないでくださいな ａｃｃｏｔｏｔｏ　作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
E きょだいなガチャガチャ 大橋　慶子　作　絵 教育画劇
E ほんのなかのほんのなかのほん ジュリアン　ベール　さく くもん出版
E だいこんだいすき たまき　かずみ　えとぶん ケイエスティープロダクション

E みずたまり アデレイド　ホール　さく 好学社
E しょうぎのくにであそぼう 中倉　彰子　作 講談社
E たこあげ 青山　友美　作 講談社
E ようかいむらのだいうんどうかい たかい　よしかず　作　絵 国土社
E いつもとなりで よしだ　るみ　さく　え 国土社
E レナレナ ハリエット　ヴァン　レーク　作 朔北社
E かんさいののりもの 持田　昭俊　写真 ＪＴＢパブリッシング

E いろいろいろんなからだのほん メアリ　ホフマン　ぶん 少年写真新聞社
E やきいもとおにぎり みやにし　たつや　作絵 鈴木出版
E まほうでなんでやねん 鈴木　翼　文 世界文化社
E おもちさんがね… とよた　かずひこ　さく　え 童心社
E ねこなんていなきゃよかった 村上　しいこ　作 童心社
E ちび竜 工藤　直子　文 童心社

《《  えほん　        　　 》》
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E めくって発見！えほん こうじげんば 永岡書店
E おまつりをたのしんだおつきさま マシュー　ゴラブ　文 のら書店
E みーんなねちゃった？ オードレイ　プシエ　作 ＢＬ出版
E チンチラカと大男 片山　ふえ　文 ＢＬ出版
E いれてくやさーい わたなべ　あや　絵 ひかりのくに
E わんぱくだんのてんぐのすむやま ゆきの　ゆみこ　作 ひさかたチャイルド

E ちいさなひこうきのたび みねお　みつ　さく 福音館書店
E 巨大空港 鎌田　歩　さく 福音館書店
E ふみきりくん えのもと　えつこ　文 福音館書店
E たいこ 樋勝　朋巳　ぶん　え 福音館書店
E かえるの天神さん 日野　十成　文 福音館書店
E おにぎりをつくる 高山　なおみ　文 ブロンズ新社
E ウォッシュバーンさんがいえからでない１３のりゆう 中川　ひろたか　作 文溪堂
E ようかいオリリンピック めぐろ　みよ　作 星の環会
E パンダしりとりコアラしりとり 石津　ちひろ　ことば ポプラ社
E おいかけっこのひみつ いとう　ひろし　作 ポプラ社
E おかたづけバストリオ 新井　洋行　作 ほるぷ出版
E きんぎょびじゅつかん 松沢　陽士　写真 ほるぷ出版
E おでんのおうさま 山本　祐司　さく ほるぷ出版
E 自転車がほしい！ マリベス　ボルツ　文 光村教育図書
E チョコレート・ウォーズ エリス　ドラン　作 光村教育図書
E じゅんびはいいかい？ 末吉　里花　文 山川出版社
E るすばんかいぎ 浜田　桂子　作 理論社
E パディントンのてんらんかい マイケル　ボンド　さく 理論社
E モンスターだって、はをみがく！ ジェシカ　マルティネロ　ぶん ワールドライブラリー

F-ｱｷ 怪盗レッド　１４ 秋木　真　作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
F-ｸﾎﾞ きつねの橋 久保田　香里　作 偕成社
F-ｻｲ ゆるびーくんえんそくにいく 斉藤　洋　さく ほるぷ出版
F-ﾀﾁ ５分後に恋の結末　春が来たら、泣くかもしれない 橘　つばさ　著 学研プラス

《《  日本のおはなし　　 》》
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F-ﾏｷ 「未完成」なぼくらの、生徒会 麻希　一樹　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
F-ﾐﾀ キャベたまたんていじごくツアーへごしょうたい 三田村　信行　作 金の星社
F-ﾐﾔ おはなし！コウペンちゃん　きみに会いにきたよ 深山　くのえ　著 小学館
F-ﾐﾔ おはなし！コウペンちゃん　きみのそばにいるよ 深山　くのえ　著 小学館
F-ﾑﾗ みけねえちゃんにいうてみな　モフモフさいこう！ 村上　しいこ　作 理論社
F-ﾓｲ 魔法のたいこと金の針 茂市　久美子　作 あかね書房

N-ｱｻ アーサー王の世界　５ 斉藤　洋　作 静山社
N-ｼﾔ ねこと王さま ニック　シャラット　作　絵 徳間書店
N-ﾃﾞｲ オリバー・ツイスト　上，下 チャールズ　ディケンズ　作 偕成社
N-ﾊﾄﾞ きれいずきのマグスおばさん イーディス　サッチャー　ハード　ぶん 大日本図書
N-ﾒﾃﾞ スアレス一家は、今日もにぎやか メグ　メディナ　著 あすなろ書房

01 戦場の秘密図書館 マイク　トムソン　著 文溪堂
01 「走る図書館」が生まれた日 シャーリー　グレン　作 評論社
01 図書委員アイデアブック 吉岡　裕子　監修 あかね書房
15 １０分で読める一流の人の名言１００ 西沢　泰生　著 メイツ出版
15 なぜきみは生きるのか 大坪　信之　著 幻冬舎メディアコンサルティング

18 キャラ絵で学ぶ！仏教図鑑 山折　哲雄　監修 すばる舎
20 歴史のなかの子どもたち フィリップ　ウィルキンソン　著 岩崎書店
31 平和への願いも新たに　第３０集 宇治市平和都市推進協議会　編 宇治市平和都市推進協議会

36 社会格差はどこから？ プランテルグループ　文 あかね書房
36 女と男のちがいって？ プランテルグループ　文 あかね書房
36 「もしも」のときに役に立つ！防災クッキング　２ 今泉　マユ子　著 フレーベル館
38 売り声図鑑　３ 宮田　章司　文 絵本塾出版
44 宇宙飛行士はどうやってウンチをするの？ キッズトリビア倶楽部　編 えほんの杜
45 ヘンなかたちの化石 土屋　健　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
45 地図で見る日本の地震 山川　徹　文 偕成社
46 ゆるゆる外来生物図鑑 さの　かける　まんが 学研プラス
480 なんでもつかまえてみる本 秋山　幸也　監修 成美堂出版

《《  外国のおはなし　　 》》

《《  ちしきの本    　　   》》
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481 だれのあし？ ひさかたチャイルド

481 たまごの図鑑 大木　邦彦　文　構成 あかね書房
49 はたらく細胞人体のふしぎ図鑑 講談社　編 講談社
49 いのちを救う災害時医療 森村　尚登　著 河出書房新社
50 そこが知りたい！発明と特許　２ こどもくらぶ　編 筑摩書房
51 ごみ育 滝沢　秀一　著 太田出版
52 日本１００名城のひみつ 萩原　さちこ　著 小学館
53 世界ののりもの図鑑２５００ スタジオタッククリエイティブ

53 マックス宇宙ステーションへ行く ジェフリー　ベネット　著 勉誠出版
58 サイダーのひみつ　新版 海野　そら太　まんが 学研プラス
61 「いただきます」を考える 生源寺　眞一　著 少年写真新聞社
68 まちの電車大百科 「旅と鉄道」編集部　編 天夢人
75 ディズニーツムツムちょこっとメモ折り紙あそびｍｏｒｅ！ いしばし　なおこ　著 ブティック社
76 音楽ってなんだろう？ 池辺　晋一郎　著 平凡社
780 スポーツの迷路 香川　元太郎　作　絵 ＰＨＰ研究所
780 オリンピックをささえるスポーツ・テクノロジー　１ スポーツデザイン研究所　編著 汐文社
783 判断力を鍛える！ラグビーＩＱドリル クボタスピアーズ　監修 メイツ出版
79 キョエちゃんの挑戦状！？チコちゃんのまちがいさがしＢＯＯＫ ＮＨＫ「チコちゃんに叱られる！」制作班　監修 宝島社
908 大人になるまでに読みたい１５歳の海外の詩　１ 青木　健　編 ゆまに書房
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