
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6日(日) 2月13日(日) 2月9日(水)

3月13日(日) 3月13日(日) 3月16日(水)

2月19日(土) ※１　2月26日(土) 2月5日(土)

3月19日(土) ※１　3月26日(土) 3月5日(土)

赤ちゃんおはなし会０・１・２ ※２　3月16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(３月２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

あっぷっぷ
あたらしくはいったこどもの本

２０２２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 ｱ あべ弘士のシートン動物記　３ Ｅ．Ｔ．シートン　原作 学研プラス
E ｲ いないいないにゃあ 沖　昌之　作　写真 講談社
E ｵ おなじ星をみあげて ジャック　ゴールドスティン　作　絵 山烋
E ｵ おばあさんとトラ ヤン　ユッテ　作　絵 徳間書店
E ｷ 木のロボットと丸太のおひめさまのだいぼうけん トム　ゴールド　作 ほるぷ出版
E ｸ クロべぇ ふくだ　いわお　作 光村教育図書
E ｺ こねこが まつおか　たつひで　著 めくるむ
E ｺ こんなかお、できる？ ウィリアム　コール　さく 好学社
E ｻ サンタさんのおとしもの 三浦　太郎　作 あすなろ書房
E ｿ そらのきっさてん くまくら　珠美　作 理論社
E ﾀ たぬき いせ　ひでこ　著 平凡社
E ﾀ 旅の絵本　１０ 安野　光雅　著 福音館書店
E ﾁ 2022/3/13 みやけ　ゆま　作 ＢＬ出版
E ﾁ チコちゃんに叱られる　ちきゅうおんだんかってなに？ 海老　克哉　文 文溪堂
E ﾅ なぞなぞはじまるよ　３ おおなり　修司　なぞなぞ文 絵本館
E ﾈ ねこまたごよみ 石黒　亜矢子　作　絵 ポプラ社
E ﾊ はりねずみくんのゆきだるま はらだ　よしこ　作 講談社
E ﾐ みんなのいちにち たけうち　ちひろ　作 アリス館
E ﾔ 山の上に貝がらがあるのはなぜ？ アレックス　ノゲス　文 岩崎書店

F-ｲﾁ 時間割男子　２ 一ノ瀬　三葉　作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
F-ｵｵ ようかいとりものちょう乙　１４ 大崎　悌造　作 岩崎書店
F-ｵﾄ 大人になるまでに読みたい１５歳のエッセイ　１ 和合　亮一　編　エッセイ ゆまに書房
F-ｶｾﾞ 氷の上のプリンセス　ジュニア編１０ 風野　潮　作 講談社
F-ｷｽﾞ きずなの兄弟と鎌倉殿 時海　結以　文 講談社
F-ｺﾊﾞ 作家になりたい！　１１ 小林　深雪　作 講談社

《《  えほん　        　　 》》

《《  日本のおはなし　　 》》
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F-ｻﾜ かずさんの手 佐和　みずえ　作 小峰書店
F-ｽﾐ 心霊スポットは知っている 住滝　良　文 講談社
F-ｿｳ ぼくらの悪校長戦争 宗田　理　作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
F-ﾊﾔ かなしきデブ猫ちゃん　〔１〕 早見　和真　文 愛媛新聞社
F-ﾋﾅ 火狩りの王　外伝 日向　理恵子　作 ほるぷ出版
F-ﾏﾂ 鬼滅の刃　おそわれた刀鍛冶の里編 松田　朱夏　著 集英社
F-ﾐﾄﾞ 絶対に見ぬけない！！　“本当はこわい”１分間ストーリー 緑川　聖司　作 集英社
F-ﾓｶﾞ ようかい村のようかいばあちゃん 最上　一平　作 新日本出版社

N-ｼﾞﾖ ミオととなりのマーメイド　（９，１０） ミランダ　ジョーンズ　作 ポプラ社
N-ﾃｲ イアリーの魔物　２ トーマス　テイラー　作 小学館
N-ﾋﾟｱ 空から見える、あの子の心 シェリー　ピアソル　作 童心社
N-ﾏﾃ プーさんの戦争 リンジー　マティック　文 評論社

01 図書館図鑑 小田　光宏　監修 金の星社
02 ぼくのわたしの著作権ずかん 森田　盛行　監修 ほるぷ出版
03 世界のふしぎ断面図鑑 スティーブン　ビースティー　画 あすなろ書房
14 錯視で遊ぼう 杉原　厚吉　著 誠文堂新光社
15 ことばのおまもり 齋藤　孝　著 幻冬舎
28 ﾅ 中谷宇吉郎 清水　洋美　文 汐文社
31 月別カレンダーで１からわかる！日本の政治 伊藤　賀一　監修 小峰書店
31 サクラの川とミライの道 稲葉　なおと　作 講談社
38 妖怪最強バトル大図鑑 村上　健司　監修 宝島社
38 伝え守る 宇井　眞紀子　写真　文 少年写真新聞社
40 わくわく科学実験図鑑 クリスタル　チャタトン　著 ディスカヴァー・トゥエンティワン

44 ブラックホールと宇宙の謎 荒舩　良孝　構成　文 岩崎書店
45 よみがえれ、マンモス！ 令丈　ヒロ子　文 講談社
480 ざんねんないきもの事典　さらに 今泉　忠明　監修 高橋書店

《《  外国のおはなし　　 》》

《《  ちしきの本    　　   》》
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487 じぶんでよめるさかなずかん 成美堂出版編集部　編著 成美堂出版
49 この指とどけ 村上　しいこ　作 講談社
49 パンデミック・プラネット アンナ　クレイボーン　作 評論社
49 保健委員アイデアブック 齋藤　久美　監修 あかね書房
51 ＣＯ２はどこへ行くのか？ 小西　哲之　編著 ＰＨＰ研究所
51 こども気候変動アクション３０ 高橋　真樹　著 かもがわ出版
53 だいすき！しんかんせん＆でんしゃ マシマ　レイルウェイ　ピクチャーズ　写真　監修 交通新聞社
59 野菜はすごい！ 柴田書店　編 柴田書店
68 日本全国鉄道旅行　２版 昭文社
68 地下鉄のサバイバル　１ ゴムドリｃｏ．　文 朝日新聞出版
75 きむらゆういちの手作りおもちゃ傑作集　おはなし工作 きむら　ゆういち　著 金の星社
75 きむらゆういちの手作りおもちゃ傑作集　ゲーム工作 きむら　ゆういち　著 金の星社
75 決定版１００円グッズで作ろう！遊ぼう！ 工作　実験工房　著 理論社
75 おえかきでしあげるどうぶつおりがみ　（１～３） たかはし　なな　著 理論社

910 いにしえの言葉に学ぶきみを変える古典の名言
　随筆 枕草子・徒然草ほか 福井　蓮　文 汐文社

910 いにしえの言葉に学ぶきみを変える古典の名言
　物語 竹取物語・今昔物語ほか 福井　蓮　文 汐文社

910 いにしえの言葉に学ぶきみを変える古典の名言
　紀行文・日記 奥の細道・更級日記ほか 福井　蓮　文 汐文社

C むしさんのめ ねもと　まゆみ　脚本 童心社
《《  かみしばい     　　  》》
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