
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

12月1日(日) 12月8日(日)

1月5日(日) 1月12日(日) 1月15日(水)

12月21日(土) 12月7日(土)

1月18日(土) ※１　1月25日(土) 1月11日(土)

赤ちゃんおはなし会０・１・２ ※２　1月15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 なんでもモッテルさん 竹下　文子　文 あかね書房
E みらいのえんそく ジョン　ヘア　作 あすなろ書房
E かべのすきま 中西　翠　文 アリス館
E ドラゴンのお医者さん パトリシア　バルデス　文 岩崎書店
E わたしねこがかいたいの ミシェル　ロビンソン　文 岩崎書店
E よっ、おとこまえ！ いがらし　あつし　作　絵 絵本塾出版
E リュックをしょって 村上　康成　作 絵本塾出版
E くいしんぼうのサンタクロース 中川　ひろたか　作 教育画劇
E おなべさんとおたまちゃん 宮本　えつよし　作 教育画劇
E ぎょうれついろいろ ａｃｃｏｔｏｔｏ　さく 幻冬舎
E ねこのオーランドーよるのおでかけ キャスリーン　ヘイル　さく 好学社
E かがみとチコリ 角野　栄子　文 講談社
E さいたさいたゆきのはな 鈴木　真実　作 講談社
E ようかいむらのびっくりゆうえんち たかい　よしかず　作　絵 国土社
E いつかはぼくも よしだ　るみ　さく　え 国土社
E ようかいむらのわくわくなつやすみ たかい　よしかず　作　絵 国土社
E だっぴ！ 北村　直子　作 こぐま社
E 夜のあいだに テリー　ファン　作 ゴブリン書房
E 恐竜トリケラトプスとゴルゴサウルス 黒川　みつひろ　作　絵 小峰書店
E まちがいまちにようこそ 斉藤　倫　さく 小峰書店
E うっかりおじさん エマ　ヴィルケ　作 朔北社
E オーロラみつけた 片岡　龍峰　さく ジャムハウス
E 森のゲオルグ ノーブスミー　さく　え 出版ワークス
E つき ステイシー　マカナルティー　原作 小学館
E 本の声を聞きました ささき　みお　絵 少年写真新聞社
E こんにちは、ばいばい サトシン　作 神宮館
E ふしぎなやかた 福田　義子　原案 新日本出版社
E ながしそうめん ささき　みお　作　絵 鈴木出版

《《  えほん　        　　 》》
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E おおゆき 最上　一平　作 鈴木出版
E 図書館のふしぎな時間 福本　友美子　作 玉川大学出版部
E はなくそゆうかいじけん マルジック＆モリソー　さく　え 汐文社
E きらいきらい！ 武田　美穂　作　絵 童心社
E 「へてかへねかめ」おふろでね 宮川　ひろ　作 童心社
E せかいいちしあわせなクマのぬいぐるみ サム　マクブラットニィ　文 徳間書店
E ムーミントロールと金のはっぱ トーベ　ヤンソン　原作　絵 徳間書店
E だーれだ？ ヒド　ファン　ヘネヒテン　文　絵 パイインターナショナル

E おにゃけ 大塚　健太　作 パイインターナショナル

E ノラネコぐんだんカレーライス 工藤　ノリコ　著 白泉社
E つるつるプール えぐち　よしこ　作 ＰＨＰ研究所
E アイアイ 相田　裕美　詞 ひさかたチャイルド

E フォックスさんのにわ ブライアン　リーズ　さく 評論社
E あついあつい 垂石　眞子　さく 福音館書店
E やぎのグッドウィン ドン　フリーマン　さく 福音館書店
E ぼくにはあながある まるやま　なお　著 文芸社
E はらぺこれいぞうこ 桜木　紗綾　ぶん 文芸社
E アイスクリームおうこく ナカオ　マサトシ　さく ポプラ社
E ながーい５ふん みじかい５ふん リズ　ガートン　スキャンロン　文 光村教育図書

F-ｱﾏ オンライン！　（１７，１８） 雨蛙ミドリ　作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
F-ｲﾄ きみひろくん いとう　みく　作 くもん出版
F-ｳﾁ タコのターくんうみをでる 内田　麟太郎　作 童心社
F-ｶｼ 星くずクライミング 樫崎　茜　作 くもん出版
F-ｶｼ 湖の国 柏葉　幸子　作 講談社
F-ｸｻ またね、かならず 草野　たき　作 岩崎書店
F-ｸﾄﾞ あした、また学校で 工藤　純子　著 講談社
F-ｸﾗ 夜カフェ　４ 倉橋　燿子　作 講談社
F-ｸﾛ グリーズランド　１ 黒野　伸一　著 静山社
F-ｺﾉ １％　１３ このはな　さくら　作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

《《  日本のおはなし　　 》》
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F-ｻﾄ アドリブ 佐藤　まどか　著 あすなろ書房
F-ﾄﾐ 夢の森のティーパーティー 富安　陽子　著 偕成社
F-ﾊﾏ 南河国物語 濱野　京子　作 静山社
F-ﾋﾛ 鬼遊び　髑髏の手まり歌 廣嶋　玲子　作 小峰書店
F-ﾌｼﾞ しあわせなハリネズミ 藤野　恵美　作 講談社
F-ﾎﾝ 望みがかなう魔法の日記 本田　有明　著 ＰＨＰ研究所
F-ﾐﾀ ふしぎ町のふしぎレストラン　１ 三田村　信行　作 あかね書房
F-ﾓﾘ 蝶の羽ばたき、その先へ 森埜　こみち　作 小峰書店
F-ﾔﾏ 今、空に翼広げて 山本　悦子　著 講談社

N-ｳｵ この海を越えれば、わたしは ローレン　ウォーク　作 さ・え・ら書房
N-ｸﾗ 希望の図書館 リサ　クライン　ランサム　作 ポプラ社
N-ﾏﾙ ベネベントの魔物たち　（１，２） ジョン　ベーメルマンス　マルシアーノ　作 偕成社
N-ﾓﾊﾟ フラミンゴボーイ マイケル　モーパーゴ　作 小学館

00 何のための「教養」か 桑子　敏雄　著 筑摩書房
11 子どものための「いのちの授業」 鈴木　中人　文 致知出版社
23 父さんはどうしてヒトラーに投票したの？ ディディエ　デニンクス　文 解放出版社
29 マップス　愛蔵版 アレクサンドラ　ミジェリンスカ　作　絵 徳間書店
29 大人になったら行ってみたい！世界のふしぎな風景図鑑 パイインターナショナル　編著 パイインターナショナル

33 どうなる？これからのお金図鑑 荻原　博子　監修 文溪堂
36 親子で学ぶ防災教室　災害食がわかる本 今泉　マユ子　著 理論社
36 「もしも」のときに役に立つ！防災クッキング　３ 今泉　マユ子　著 フレーベル館
36 となりの難民 織田　朝日　著 旬報社
38 ビジュアル日本の住まいの歴史　４ 小泉　和子　監修 ゆまに書房
40 クマムシ調査隊、南極を行く！ 鈴木　忠　著 岩波書店
45 じぶんでよめるきょうりゅうずかん 成美堂出版編集部　編著 成美堂出版
45 雷のひみつ こめ助　まんが 学研プラス
46 おさわがせいきもの事典 加藤　英明　監修 高橋書店
480 戦う動物大百科 アマナ　ネイチャー＆サイエンス　編 西東社

《《  外国のおはなし　　 》》

《《  ちしきの本    　　   》》
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480 世界のＵＭＡ未確認生物データブック 横山　雅司　著 日本文芸社
480 くらべてわかる！ほんとのおおきさ動物図鑑 イザベラ　グロット　イラスト エクスナレッジ
486 じゅえき太郎のゆるふわ昆虫大百科 じゅえき太郎　著 実業之日本社
51 プラスチック惑星・地球 藤原　幸一　写真と文 ポプラ社
53 かっこいいぞ！ひこうき大集合 イカロス出版
53 銀河帝国は必要か？ 稲葉　振一郎　著 筑摩書房
61 こうや豆腐のひみつ 山口　育孝　まんが 学研プラス
61 食品ロスの大研究 井出　留美　監修 ＰＨＰ研究所
64 大研究！おいしく食べよう！ヨーグルト 松浦　まどか　漫画 講談社ビーシー
66 真珠のひみつ おぎの　ひとし　まんが 学研プラス
908 ５分後に意外な結末ｅｘ　アクアマリンからあふれる涙 桃戸　ハル　編著 学研プラス
908 Ｂａｌｌｅｔ　Ｓｔｏｒｉｅｓ セイビア　ピロッタ　文 文化学園文化出版局

C くまくんのうんどうかい？ 武田　美穂　脚本　絵 童心社
《《  かみしばい     　　  》》
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