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1月9日(日) 1月9日(日) 1月19日(水)

2月6日(日) 2月13日(日) 2月9日(水)

1月15日(土) ※１　1月22日(土) 1月8日(土)

2月19日(土) ※１　2月26日(土) 2月5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

２０２２年１月号

１月～２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 青い花のえかきさん ソーニャ　ハートネット　文 童話屋
E ｱ あかいさんりんしゃ 犬飼　由美恵　文 成美堂出版
E ｱ あ・さ・ご・は・ん！ 武田　美穂　作 ほるぷ出版
E ｱ アリ スージー　ウィリアムズ　作 化学同人
E ｲ いろいろクリスマスツリー おおで　ゆかこ　作 アリス館
E ｲ いろんなところにいろんなさかな ブリッタ　テッケントラップ　作 講談社
E ｲ いろんなところにいろんなむし ブリッタ　テッケントラップ　絵 講談社
E ｳ うちのくるまはバン！！ 鎌田　歩　作 アリス館
E ｴ エイモスさんがバスに乗りおくれると フィリップ　Ｃ．ステッド　文 光村教育図書
E ｵ 王さまのお菓子 石井　睦美　文 世界文化ブックス
E ｵ おうちおおずもう 二宮　由紀子　文 文研出版
E ｵ おおきなトラとシカのはんぶんくん バーニス　フランケル　さく 好学社
E ｵ おちばのねどこでおやすみなさい カレン　ジェイムソン　文 ほるぷ出版
E ｵ おつきさまのスープ 野中　柊　作 くもん出版
E ｵ オノモロンボンガ アルベナ　イヴァノヴィッチ＝レア　再話 光村教育図書
E ｵ おまつりおばけ くろだ　かおる　作 フレーベル館
E ｶ かいじゅうたちはこうやってピンチをのりきった 新井　洋行　著 パイインターナショナル

E ｶ カタツムリ スージー　ウィリアムズ　作 化学同人
E ｷ きつねさん サム　タプリン　文 岩崎書店
E ｸ クリコ シゲタ　サヤカ　作 小学館
E ｺﾞ ごしごしきゅっきゅっ ひろゆた　作 小学館
E ｻ さがせ！ミック たなか　ちづみ　作 みらいパブリッシング

E ｻ さむがりやのスティーナ ラニ　ヤマモト　著 平凡社
E ｼ しずかな夏休み キム　ジヒョン　作 光村教育図書
E ｽ スティーブン・ホーキング キャスリーン　クラル　文 化学同人
E ｿﾞ ゾンビハムスターねずこ 原田　たけし　文 ワイヤーオレンジ

《《  えほん　        　　 》》
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E ﾀﾞ だいじだいじどーこだ？ えんみ　さきこ　さく 大泉書店
E ﾀ たなばたのおねがい がじゅまる　はな　文 文芸社
E ﾀﾞ だれかのプレゼント 谷口　智則　著 文溪堂
E ﾁ ちんあなごのちんちんでんしゃ 大塚　健太　作 講談社
E ﾄﾞ どーこかな？ こが　ようこ　さく 瑞雲舎
E ﾄ ともだち 内田　麟太郎　詩 小峰書店
E ﾆ ＮＩＰＰＯＮのおいしいきのこ図鑑 Ｍｙｎａ　作 三恵社
E ﾆ ににんがし！ 吉田　戦車　作　絵 学研プラス
E ﾊ ハイジ　下巻 ヨハンナ　スピリ　原作 出版ワークス
E ﾊﾞ ばけねこ 杉山　亮　作 ポプラ社
E ﾊ ハタハタ 高久　至　写真　文 あかね書房
E ﾊ はたらくくるまたちのどうろこうじ シェリー　ダスキー　リンカー　文 ひさかたチャイルド

E ﾊ ハナはへびがすき 蟹江　杏　作 福音館書店
E ﾊ ハムおじさん 大桃　洋祐　さく　え 徳間書店
E ﾊ はやおきおばけ くろだ　かおる　作 フレーベル館
E ﾊ はるのクリスマス ティエリー　デデュー　さく 化学同人
E ﾊﾟ パンどろぼうとなぞのフランスパン 柴田　ケイコ　作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
E ﾋ ひとりぼっちのもみの木 クリス　ネイラー　バレステロス　作 ＢＬ出版
E ﾋ ヒミツのひだりききクラブ キリーロバ　ナージャ　さく 文響社
E ﾋ ひよこはにげます 五味　太郎　作 福音館書店
E ﾋﾟ ピンクはおとこのこのいろ ロブ　パールマン　文 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
E ﾍ ヘアーサロンチョッキン ｔｕｐｅｒａ　ｔｕｐｅｒａ　作 小学館
E ﾎﾞ ぼくの！わたしの！いや、おれの！ アヌスカ　アレプス　さく ＢＬ出版
E ﾏ まんじゅうやのてるこさん よこみち　けいこ　作 マイクロマガジン社

E ﾐ ミミズ スージー　ウィリアムズ　作 化学同人
E ﾒ メンドリと赤いてぶくろ 安東　みきえ　作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
E ﾔ やっぱりじゃない！ チョー　ヒカル　作 フレーベル館
E ﾖ 夜をあるく マリー　ドルレアン　作 ＢＬ出版
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E ﾗ らいおんレストラン やまぐち　りりこ　文 アリス館
E ﾚ れいちゃんのきせつのせいかつえほん すとう　あさえ　文 のら書店
E ﾜ わたしのマントはぼうしつき 東　直子　作 岩崎書店

F-ｱｲ チームＥＹＥ－Ｓ×渚くん 相川　真　作 集英社
F-ｱｷ 怪盗レッド　（１６～１８） 秋木　真　作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
F-ｱﾏ 人狼サバイバル　神出鬼没！１００億円の人狼ゲーム （上，下） 甘雪　こおり　作 講談社
F-ｱﾏ 人狼サバイバル　電光石火！嘘つきたちの人狼ゲーム 甘雪　こおり　作 講談社
F-ｲｼ ６年１組黒魔女さんが通る！！　１４ 石崎　洋司　作 講談社
F-ｲﾄ おねえちゃんって、ちょっぴりせのび！ いとう　みく　作 岩崎書店
F-ｲﾄ ぼくんちのねこのはなし いとう　みく　作 くもん出版
F-ｵｶﾞ 逃走中　参加者は小学生！？渋谷の街を逃げまくれ！ 小川　彗　著 集英社
F-ｵｶﾞ 逃走中　迫るハンター＆パンダ！？中華街をかけぬけろ！ 小川　彗　著 集英社
F-ｵｶﾞ 逃走中　テーマパークはハンターだらけ！？絆で勝利をつかみとれ！ 小川　彗　著 集英社
F-ｵｶﾞ 逃走中　時空を超えた大決戦！？花のお江戸を逃げのびろ！ 小川　彗　著 集英社
F-ｵｸ とりあえずとりのはなし おくはら　ゆめ　作 あかね書房
F-ｶｴ ３１センチの約束 嘉悦　洋　文 西日本新聞社
F-ｶｶﾞ 科学探偵怪奇事件ファイル　廃病院に舞う霊魂 佐東　みどり　ほか作 朝日新聞出版
F-ｶｶﾞ 科学探偵怪奇事件ファイル　襲来！宇宙人の謎 佐東　みどり　ほか作 朝日新聞出版
F-ｶﾐ 屋根に上る かみや　としこ　作 学研プラス
F-ｷﾀ サマークエスト 北山　千尋　作 フレーベル館
F-ｸｻ マイブラザー 草野　たき　著 ポプラ社
F-ｸﾄﾞ しんぱいなことがありすぎます！ 工藤　純子　作 金の星社
F-ｻｲ だいとかいのおばけずかん　ゴーストタワー 斉藤　洋　作 講談社
F-ｻｶﾞ ばけねこキッチン 佐川　芳枝　作 講談社
F-ｼｵ あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。 汐見　夏衛　著 スターツ出版
F-ﾄﾐ 博物館の少女 富安　陽子　著 偕成社
F-ﾊﾔ かなしきデブ猫ちゃん　マルの秘密の泉 早見　和真　文 愛媛新聞社

《《  日本のおはなし　　 》》
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F-ﾊﾔ 怪盗クイーン ニースの休日 はやみね　かおる　作 講談社
F-ﾊﾔ 怪盗クイーン モナコの決戦 はやみね　かおる　作 講談社
F-ﾋﾛ お天気屋と封印屋 廣嶋　玲子　作 静山社
F-ﾋﾛ 秘密に満ちた魔石館　３ 廣嶋　玲子　作 ＰＨＰ研究所
F-ﾌｶ スイッチ！　８ 深海　ゆずは　作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
F-ﾎﾘ まじょばーのたまごやき 堀　直子　作 文研出版

F-ﾏﾁ 都会
ま ち

のトム＆ソーヤ最強ガイド はやみね　かおる　原作 講談社

F-ﾏﾂ 鬼滅の刃　遊郭潜入大作戦編 松田　朱夏　著 集英社
F-ﾐﾀ ふしぎ町のふしぎレストラン　４ 三田村　信行　作 あかね書房
F-ﾐﾄﾞ 絶対に見ぬけない！！　“こわい”がかくれた１分間ストーリー 緑川　聖司　作 集英社
F-ﾐﾄﾞ 絶対に見ぬけない！！　あっとおどろく１分間ストーリー 緑川　聖司　作 集英社
F-ﾔｽ ４分の１の魔女リアと真夜中の魔法クラス やすい　やくし　著 小学館
F-ﾔﾏ ガラスの魚 山下　明生　著 理論社
F-ﾕﾒ 夢三十夜 「坊っちゃん文学賞」書籍編集委員会　編 学研プラス

N-ｶﾄ チョコレートタッチ パトリック　スキーン　キャトリング　作 文研出版
N-ｷﾔ ふしぎの国のアリス ルイス＝キャロル　作 講談社
N-ｹｲ チャーリーとフロッグ手話の町の図書館となぞのメッセージ カレン　ケイン　著 岩崎書店
N-ｺﾝ ソフィーの秘密 ニキ　コーンウェル　作 文研出版
N-ｽﾄ スカーレットとブラウン ジョナサン　ストラウド　著 静山社
N-ﾀﾞﾚ 飛べないハトを見つけた日から クリス　ダレーシー　作 徳間書店
N-ﾊﾞｳ ルーミーとオリーブの特別な１０か月 ジョーン　バウアー　著 小学館
N-ﾍﾟﾙ どんぐり喰い エルス　ペルフロム　作 福音館書店
N-ﾗ 三国志 羅　貫中　作 学研プラス
N-ﾘｵ アポロンと５つの神託　５ リック　リオーダン　著 ほるぷ出版

00 未来につながるまなびば　子ども大学　（１～３） こどもくらぶ　編 フレーベル館

《《  外国のおはなし　　 》》

《《  ちしきの本    　　   》》
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03 なぜ、穴を見つけるとのぞきたくなるの？ 石川　幹人　著 朝日新聞出版
17 神話でたどる日本の神々 平藤　喜久子　著 筑摩書房
21 はじめての日本のれきしえほん 溝口　イタル　作 パイインターナショナル

28 ﾃ 手塚治虫 国松　俊英　著 岩崎書店
28 ﾚ モナ・リザとレオナルド・ダ・ヴィンチ名画のひみつ 小林　明子　監修 岩崎書店
31 平等ってなんだろう？ 齋藤　純一　著 平凡社
33 数字でわかる！こどもＳＤＧｓ 秋山　宏次郎　監修 カンゼン
36 パパとママのぜんぶがわかるせつめいしょ フランソワーズ　ブシェ　著 グラフィック社
36 防災ハンドメイド 辻　直美　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
36 おしごと年鑑　２０２１ 谷　和樹　監修 朝日新聞社
36 小学生だから知ってほしいＳＥＸ・避妊・ジェンダー・性暴力 高橋　怜奈　監修 主婦と生活社
36 支える、支えられる、支え合う サヘル　ローズ　編著 岩波書店
37 高校受験で成功する！中学生の「合格ノート」教科別必勝ポイント５５ 小澤　淳　監修 メイツユニバーサルコンテンツ

37 マイテーマの探し方 片岡　則夫　著 筑摩書房
38 日本全国祭り図鑑　西日本編 芳賀　日向　監修 フレーベル館
38 日本全国祭り図鑑　東日本編 芳賀　日向　監修 フレーベル館
38 世界一くさい食べもの 小泉　武夫　著 筑摩書房
40 実験対決　（３４～３８） 洪　鐘賢　絵 朝日新聞出版
40 わかりやすい！まとめやすい！小学生の自由研究 ガリレオ工房　編著 永岡書店
40 見つけよう！探検ブック 露木　和男　監修 えほんの杜
40 理系脳をつくる食べられる実験図鑑 中村　陽子　著 主婦の友社
41 算数の実験大図鑑 ＤＫ社　編著 新星出版社
44 ＮＨＫ子ども科学電話相談天文・宇宙スペシャル！ ＮＨＫ「子ども科学電話相談」制作班　編 ＮＨＫ出版
45 恐竜と古代の生物図鑑 平山　廉　日本語版監修 ポプラ社
480 頂上決戦！世界の危険生物最強王決定戦 Ｃｒｅａｔｕｒｅ　Ｓｔｏｒｙ　編著 西東社
488 どっちが強い！？フクロウｖｓヤマアラシ スライウム　ストーリー ＫＡＤＯＫＡＷＡ
50 どうなってるの？エンジニアのものづくり ローズ　ホール　文 ひさかたチャイルド

51 気候変動 アンドレア　ミノリオ　文 大月書店

6



51 調べてわかる！日本の川　２ 佐久間　博　編著 汐文社
52 城！　（１巻，２巻） 日本城郭協会　監修 フレーベル館
53 多目的作業車のひみつ トミイ大塚　まんが 学研プラス
53 めくって学べる乗り物のしくみ図鑑 学研プラス
58 文房具を使いこなす　（１～４） ＷＩＬＬこども知育研究所　編 フレーベル館
60 日本全国おみやげ図鑑　西日本編 フレーベル館
60 日本全国おみやげ図鑑　東日本編 フレーベル館
68 でんしゃでまなぶすうじとさんすう 「旅と鉄道」編集部　編 天夢人
77 ゴジラ全怪獣大図鑑 講談社　編 講談社
783 小学生のバッティング最強上達ＢＯＯＫ 有安　信吾　監修 メイツユニバーサルコンテンツ

79 一冊で差がつく！将棋上達のコツ５０ 屋敷　伸之　監修 メイツユニバーサルコンテンツ

81 スラスラ書ける読書感想文　小学１・２年生 上條　晴夫　企画　監修 永岡書店
81 スラスラ書ける読書感想文　小学３・４年生 上條　晴夫　企画　監修 永岡書店
81 スラスラ書ける読書感想文　小学５・６年生 上條　晴夫　企画　監修 永岡書店
81 きちんと伝わる手紙の書きかた　（１～３） 手紙の書きかた研究会　編 汐文社
83 自分を励ます英語名言１０１ 小池　直己　著 岩波書店

C みんなげんきピヨピヨ１・２ かこ　さとし　脚本　絵 童心社

03 総合百科事典ポプラディア　第３版　（１～１８） ポプラ社
《《  しらべものの本       》》　※かしだしできません

《《  かみしばい     　　  》》
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