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宇治市東宇治図書館 　　℡  39-9182
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ばしょ

ないよう

12月12日(日) 12月12日(日) 12月15日(水)

1月9日(日) 1月9日(日) 1月19日(水)

12月18日(土) 12月4日(土)

1月15日(土) ※１　1月22日(土) 1月8日(土)

赤ちゃんおはなし会０・１・２ ※２　1月19日(水)

あっぷっぷ
あたらしくはいったこどもの本

２０２１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

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(１月７日～）　□対象：０～２歳児とその保護者

※緊急事態宣言発出中のおはなし会は中止となります



分類 書名 著者名 出版社

E ｱ 赤いスパゲッチ 藤川　幸之助　さく クリエイツかもがわ

E ｱ あかいてぶくろ 林　木林　文 小峰書店
E ｱ 赤ちゃんキューちゃん 藤川　幸之助　さく クリエイツかもがわ

E ｱ 空き家 有田　奈央　文 新日本出版社
E ｱ あさだおはよう 三浦　太郎　さく　え 童心社
E ｱ アンパンマンとゆうれいせん やなせ　たかし　作　絵 フレーベル館
E ｲ いきものづくしものづくし　７ 小林　路子　ほか作 福音館書店
E ｲ 石ころのスープ ジュディス　マリカ　リバーマン　文 光村教育図書
E ｲ 一本の線をひくと 藤川　幸之助　さく クリエイツかもがわ

E ｴ エゾシマリス 佐藤　圭　写真　文 文一総合出版
E ｵ おいでおいで… 中村　まさみ　作 金の星社
E ｵ おじいちゃんの手帳 藤川　幸之助　さく クリエイツかもがわ

E ｵ おしえてくやさーい わたなべ　あや　絵 ひかりのくに
E ｵ おしっこ、うんこはどこにいく？ 中川　ひろたか　作 アリス館
E ｵ おちばのほん いわさ　ゆうこ　著 文一総合出版
E ｵ おてんきガールズ アキ　作 ほるぷ出版
E ｵ 音楽をお月さまに フィリップ　ステッド　文 カクイチ研究所
E ｶ かんじるえ 大谷　陽一郎　さく 福音館書店
E ｷ 黄色い星 カーメン　アグラ　ディーディ　文 ＢＬ出版
E ｷ きつね 柳田　国男　原作 汐文社
E ｷ きつねのぱんとねこのぱん 小沢　正　作 世界文化ワンダークリエイト

E ｷ きつね山の赤い花 安房　直子　作 マイクロマガジン社

E ｷ キミとはのうた 平山　カンタロウ　作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
E ｸ くすのきだんちのおとなりさん 武鹿　悦子　作 ひかりのくに
E ｸ くぬぎのもりのどきどきはっぴょうかい ふくざわ　ゆみこ　作 アリス館
E ｸ クレソン・リバーサイド・ストーリー 石松彰子＆Ｔｈｅ　ｓｔｏｎｅ　著 みらいパブリッシング

《《  えほん　        　　 》》
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E ｹﾞ げっけいのはなし いのちのはなし おおいし　まな　さく みらいパブリッシング

E ｺ こうさぎとおちばおくりのうた わたり　むつこ　作 のら書店
E ｺ コールテンくんのクリスマス ドン　フリーマン　原案 好学社
E ｺ ここはいつでもぼくの場所 埜納　タオ　絵 少年写真新聞社
E ｺ こねこのウィンクルとクリスマスツリー ルース　エインズワース　さく 福音館書店
E ｺ こんにち、わ！ 三浦　太郎　さく　え 童心社
E ｻ サンタクロースの冬やすみ マウリ　クンナス　作 偕成社
E ｻ サンドイッチでんしゃ いりやま　さとし　作　絵 ひさかたチャイルド

E ｼﾞ じいちゃん、出発進行！ 藤川　幸之助　さく クリエイツかもがわ

E ｼﾞ 人体ジェットコースター 中垣　ゆたか　作 ポプラ社
E ｾ 性の絵本 たきれい　作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
E ｾ せんせいって まつした　じゅんじ　さく みらいパブリッシング

E ﾀ たいそうするよ 高畠　純　作　装丁 光村教育図書
E ﾀﾞ だれがいちばん？がんばれ、ヘルマン！ イヴォンヌ　ヤハテンベルフ　作 講談社
E ﾁ ちいさなおじさんとおおきな犬 バールブロー　リンドグレン　文 あすなろ書房
E ﾁ ちちんぷいぷい 谷川　俊太郎　ぶん くもん出版
E ﾄ とうみんホテルグッスリドーゾ かめおか　あきこ　作 岩崎書店
E ﾄ とことことこ やまだ　だり　作 講談社
E ﾄﾞ ドン・ウッサ グッスリだいぼうけん！ キューライス　著 白泉社
E ﾅ ナナフシのからだどうしてながいの？ 北窓　優太　え 文一総合出版
E ﾈ ねむたくないせんにん ナカオ　マサトシ　さく 佼成出版社
E ﾉ ノラネコぐんだんラーメンやさん 工藤　ノリコ　著 白泉社
E ﾊﾟ パ・パ・パ・パパジャマ 石津　ちひろ　文 のら書店
E ﾊ ハミガキクエスト 山岡　ひかる　作 くもん出版
E ﾊﾟ パンツのなかのまほう なかがわ　さやこ　さく かもがわ出版
E ﾋ ひめさま！ぞうはすごくおおきいでござる 丸山　誠司　作 光村教育図書
E ﾋﾟ ピンクいろのうさぎ たかお　ゆうこ　作 講談社
E ﾌﾞ ぶうとぴょんのまほうのつえ 多田　ヒロシ　作 こぐま社
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E ﾌ ふみきりかんかんかーん くにすえ　たくし　え 視覚デザイン研究所

E ﾎﾞ ぼく、わたしのトリセツ まつした　じゅんじ　著 Ａｍａｚｉｎｇ  Ａｄｖｅｎｔｕｒｅ

E ﾎ ほしじいたけほしばあたけ　おにたいじはいちだいじ？ 石川　基子　作 講談社
E ﾎﾞ ボッチャの大きなりんごの木 滝川　英治　作　絵 朝日新聞出版
E ﾎﾟ ポンポとポコポ夏のぎょうじ かなざわ　まこと　作 神宮館
E ﾎ ほんやねこ 石川　えりこ　作 講談社
E ﾏ マイロのスケッチブック マット　デ　ラ　ペーニャ　作 鈴木出版
E ﾏ まるのみへび 花田　鳩子　ぶん 大日本図書
E ﾐ みんなおやすみ かきもと　こうぞう　絵 学研プラス
E ﾒ めんぼうズ かねこ　まき　作 アリス館
E ﾔ やまがみさまのきょだいべんとう 大串　ゆうじ　作 偕成社
E ﾕ ゆすってごらんりんごの木 ニコ　シュテルンバウム　さく サンマーク出版
E ﾕ ゆらゆら 北澤　平祐　作 講談社
E ﾖ よくみると… ｓｈｉｍｉｚｕ　作　絵 学研プラス
E ﾛ ロボベイビー デイヴィッド　ウィーズナー　作 ＢＬ出版
E ﾜ わたしたち パロマ　バルディビア　作 岩崎書店
E ﾜ わたしたちの森 ジアナ　マリノ　作 ポプラ社

F-ｱｲ 青星学園★チームＥＹＥ－Ｓの事件ノート
　レオがピンチ！？沖縄恋愛事件の謎を解け！ 相川　真　作 集英社

F-ｱﾔ 南極犬物語 綾野　まさる　著 ハート出版
F-ｲｼ 二ノ丸くんが調査中　天狗さまのお弟子とり 石川　宏千花　作 偕成社
F-ｲｼ 魔女のマジョランさん世界一まずいクッキーのひみつ 石井　睦美　作 ポプラ社
F-ｲﾄ かせいじんのおねがい いとう　ひろし　作 童心社
F-ｲﾄ レッツキャンプ いとう　みく　作 佼成出版社
F-ｶﾝ りりかさんのぬいぐるみ診療所 かんの　ゆうこ　作 講談社
F-ｸﾗ 夜カフェ　１０ 倉橋　燿子　作 講談社
F-ｺﾃﾞ ある晴れた夏の朝　英文版 小手鞠　るい　著 偕成社

《《  日本のおはなし　　 》》
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F-ｺﾃﾞ 文豪中学生日記 小手鞠　るい　著 あすなろ書房
F-ｺﾏ ポーチとノート こまつ　あやこ　著 講談社
F-ﾅﾝ Ｓｕｒｆ　Ｂｏｙｓ 南田　幹太　著 ＰＨＰ研究所
F-ﾋﾛ ふしぎ駄菓子屋銭天堂　１６ 廣嶋　玲子　作 偕成社
F-ﾎﾝ おれは女の子だ 本田　久作　作 ポプラ社
F-ﾐｽﾞ 放課後オンライン みずの　まい　作 ポプラ社
F-ﾑﾗ 資料室の日曜日 村上　しいこ　作 講談社
F-ﾓﾘ チイの花たば 森　絵都　作 岩崎書店
F-ﾓﾘ 飛べ！遺伝子を超えて 森川　成美　作 国土社
F-ﾔｽ セカイを科学せよ！ 安田　夏菜　著 講談社

N-ｷﾂ キプリング童話集 ラドヤード　キプリング　作 ＫＴＣ中央出版
N-ｸﾛ タフィー サラ　クロッサン　作 岩波書店
N-ﾃｲ イアリーの魔物　１ トーマス　テイラー　作 小学館
N-ﾊﾞﾈ オンボロやしきの人形たち フランシス　ホジソン　バーネット　作 徳間書店
N-ﾋﾟｺ 赤い糸でむすばれた姉妹 キャロル　アントワネット　ピーコック　作 フレーベル館
N-ﾛﾘ クリスマス・ピッグ Ｊ．Ｋ．ローリング　著 静山社

03 しらべるちがいのずかん おかべ　たかし　文 東京書籍
28 ﾃ 手塚治虫 中野　晴行　文 あかね書房
29 キャラ絵で学ぶ！都道府県図鑑 伊藤　賀一　監修 すばる舎
29 京都まるごと図鑑 塩原　直美　監修 岩崎書店
31 大統領の大事典 関　眞興　監修 くもん出版
32 法は君のためにある 小貫　篤　著 筑摩書房
33 教科で学ぶＳＤＧｓ学 稲葉　茂勝　著 今人舎
33 ムズカシそうなＳＤＧｓのことがひと目でやさしくわかる本 本田　亮　著 小学館
33 ファッションの仕事で世界を変える 白木　夏子　著 筑摩書房
36 福祉用具の図鑑　手や足の働きを助ける 徳田　克己　監修 金の星社

《《  外国のおはなし　　 》》

《《  ちしきの本    　　   》》
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40 自然の一生図鑑 林　良博　監修 誠文堂新光社
44 古代文明と星空の謎 渡部　潤一　著 筑摩書房
45 恐竜　ＧＥＴ！角川の集める図鑑 小林　快次　監修 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
45 まるごとわかる！海の科学大図鑑 ＤＫ社　編 河出書房新社
47 旅をしたがる草木の実の知恵 盛口　満　文　絵 少年写真新聞社
480 ざんねんないきもの事典　ますます 今泉　忠明　監修 高橋書店
480 どっちが強い！？もっと動物オリンピック編 Ｘベンチャーオールスターズ　ストーリー ＫＡＤＯＫＡＷＡ
486 昆虫　ＧＥＴ！角川の集める図鑑 丸山　宗利　総監修　撮影　執筆 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
487 魚の教え　（上巻，下巻） 群羊社
489 動物　ＧＥＴ！角川の集める図鑑 小菅　正夫　総監修 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
489 命の境界線 今西　乃子　著 合同出版
489 自然を再生させたイエローストーンのオオカミたち キャサリン　バー　文 化学同人
49 人体断面図鑑 スティーブン　ビースティー　画 あすなろ書房
49 未来の医療で働くあなたへ 奥　真也　著 河出書房新社
49 「心」のお仕事 河出書房新社　編 河出書房新社
49 おしっこ、ヒル、頭にドリル クライブ　ギフォード　作 化学同人
53 陸送会社図鑑 ゼロ　監修 日経ＢＰ
58 和紙のよさと作り方 増田　勝彦　監修 金の星社
59 せいかつの天才 榊原　洋一　監修 講談社
61 ＳＤＧｓ時代の食べ方 井出　留美　著 筑摩書房
62 まるごときゅうり 八田　尚子　構成　文 絵本塾出版
64 洞窟少年と犬のシロ 祓川　学　作 ハート出版
64 動物愛護ってなに？ 浅川　千尋　監修 ＰＨＰ研究所
65 山火事のサバイバル　２ ポドアルチング　文 朝日新聞出版
71 修学旅行が楽しくなる仏像“ここ見て”調査隊　奈良編 中村　文人　著 くもん出版
75 ヘンテコおりがみ 笹川　勇　著 主婦の友社
77 すぐにできる手品 ナポレオンズ　監修 日東書院本社
783 小学生のための卓球上達バイブル 原田　隆雅　監修 メイツユニバーサルコンテンツ
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79 都会
ま ち

のトム＆ソーヤゲーム・ブック　ぼくたちの映画祭 はやみね　かおる　作 講談社

79 かいけつゾロリのちょ～いたずらさがしえ３３３ 原　ゆたか　原作 ポプラ社
81 さくぶんめいじん 田中　定幸　編著 本の泉社
81 国語をめぐる冒険 渡部　泰明　著 岩波書店
81 方言ずかん 篠崎　晃一　監修 ほるぷ出版
911 俳句のきた道 藤田　真一　著 岩波書店

C おおきくなーれ！ひよこちゃん ようふ　ゆか　作　絵 教育画劇
《《  かみしばい     　　  》》
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