
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

1月11日(日) 1月7日(水) 1月21日(水)

2月1日(日) 2月4日(水) 2月18日(水)

1月17日(土) ※　1月24日(土) 1月10日(土)

2月21日(土) ※　2月28日(土) 2月7日(土)

おはなしかい

おはなしのへや

※　東宇治図書館おはなしのへやのみ、１１時～１１時３０分になります

あっぷっぷ
あたらしくはいったこどもの本

２０１５年１月号

１月～２月のおはなしかい・おはなしのへや　　　　　　　　　　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 開運えほん かんべ　あやこ　作 あかね書房
E いかだにのって とよた　かずひこ　作　絵 アリス館
E まばたき 穂村　弘　作 岩崎書店
E いちごパフェエレベーター 石崎　なおこ　作　絵 教育画劇
E ピヨピヨはじめてのキャンプ 工藤　ノリコ　著 佼成出版社
E おばあちゃんのななくさがゆ 野村　たかあき　作　絵 佼成出版社
E ヘレン・ケラーのかぎりない夢 ドリーン　ラパポート　文 国土社
E キャンディーがとけるまで もとした　いづみ　作 集英社
E としょかんねずみ　４ ダニエル　カーク　さく 瑞雲舎
E わたしのひみつ 石津　ちひろ　さく 童心社
E ねずみがぱくっ！ 西村　敏雄　さく 白泉社
E きょうりゅうようちえん のぶみ　さく ひかりのくに
E やっぱりノミタくん！ ヘレン　スティーヴンズ　さく 評論社
E フワフワさんはけいとやさん 樋勝　朋巳　文　絵 福音館書店
E やさしいかいじゅう ひさまつ　まゆこ　さく　え 冨山房インターナショナル

E きかんしゃパーシー ウィルバート　オードリー　原作 ポプラ社

F-ｱﾘ アナザー修学旅行 有沢　佳映　著 講談社
F-ｱﾝ 空色ハーブのふしぎなききめ あんびる　やすこ　作　絵 ポプラ社
F-ｳｻ 影なし山のりん 宇佐美　敬子　作 学研教育出版
F-ｵｶ あなたの夢におじゃまします 岡田　貴久子　作 ポプラ社
F-ｵｻﾞ こぶたのぶうくん 小沢　正　作 鈴木出版
F-ｶﾜ １２月の夏休み　続 川端　裕人　作 偕成社
F-ｻｲ いえのおばけずかん 斉藤　洋　作 講談社
F-ｻﾄ シロガラス　１，２ 佐藤　多佳子　著 偕成社
F-ｼｵ かぐやのかご 塩野　米松　作 佼成出版社
F-ｿｳ ぼくが見た太平洋戦争 宗田　理　著 ＰＨＰ研究所
F-ｿｳ 悪ガキ７　タイ行きタイ！ 宗田　理　著 静山社

《《  えほん　        　　 》》

《《  日本のおはなし　　 》》
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F-ﾀｶ ルゥルゥおはなしして たかどの　ほうこ　作　絵 岩波書店
F-ﾃﾗ ６月３１日６時３０分 寺村　輝夫　作 復刊ドットコム
F-ﾄﾐ 都ギツネの宝 富安　陽子　著 偕成社
F-ﾅｶ まほろ姫とブッキラ山の大テング なかがわ　ちひろ　作 偕成社
F-ﾅｶ おとのさま、ひこうきにのる 中川　ひろたか　作 佼成出版社
F-ﾆｼ こぶたのぶーぷ 西内　ミナミ　作 福音館書店
F-ﾆﾉ てぶくろのふたご 二宮　由紀子　さく 理論社
F-ﾊﾏ 女子ーズ 浜崎　達也　著 小学館

F-ﾐｽﾞ 名探偵コナン水平線上の陰謀
ストラテジー

水稀　しま　著 小学館

F-ﾐﾔ ないしょにかんぱい！ 宮川　ひろ　作 童心社

N-ｳｴ 遠い日の呼び声 ロバート　ウェストール　作 徳間書店
N-ｵﾄﾞ タラ・ダンカン　９〔上〕，〔下〕 ソフィー　オドゥワン＝マミコニアン　著 メディアファクトリー

N-ｵﾄﾞ タラ・ダンカン　１０〔上〕，〔下〕 ソフィー　オドゥワン＝マミコニアン　著 メディアファクトリー

N-ｵﾄﾞ タラ・ダンカン　１１〔上〕，〔下〕 ソフィー　オドゥワン＝マミコニアン　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
N-ｸﾙ くるみわり人形 斉藤　洋　文 講談社
N-ｻﾃ サーティーナイン・クルーズ　１７ 小浜　杳　訳 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
N-ｾｼﾞ げんきなぬいぐるみ人形ガルドラ モドウィナ　セジウィック　さく 福音館書店
N-ﾊﾟﾏ フットボール・アカデミー　６ トム　パーマー　作 岩崎書店
N-ﾛﾂ 勇者ライと３つの扉　２ エミリー　ロッダ　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
N-ﾜﾅ 暗号クラブ　４ ペニー　ワーナー　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

00 ロボットは東大に入れるか 新井　紀子　著 イースト・プレス
21 京都千二百年　上，下　新装版 西川　幸治　著 草思社
28 長谷川町子 筑摩書房編集部　著 筑摩書房
28 徳川１５人の将軍たち 小沢　章友　著 集英社
32 １３歳からの領土問題 松竹　伸幸　著 かもがわ出版
42 目でみる単位の図鑑 丸山　一彦　監修 東京書籍
43 空気は踊る 結城　千代子　著 太郎次郎社エディタス

480 シートン動物記　 オオカミ王ロボほか シートン　作 角川書店

《《  外国のおはなし　　 》》

《《  ちしきの本    　　   》》
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480 シートン動物記　サンドヒルの雄ジカほか シートン　作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
480 動物のおじいさん、動物のおばあさん 高岡　昌江　文 学研教育出版
49 生き抜くための整体 片山　洋次郎　著 河出書房新社
49 ハーブいっぱいのクリスマス あんびる　やすこ　作　絵 ポプラ社
50 プラレール超図鑑 ポプラ社
52 お城へ行こう！ 萩原　さちこ　著 岩波書店
64 いのちの花 綾野　まさる　作 ハート出版
75 さわこさんとハッポゥくんのへんしん工作 まるばやし　さわこ　著 ＷＡＶＥ出版
77 かんたんテーブルマジック ステファニー　ターンブル　作 ほるぷ出版
780 スポーツナビゲーターのひみつ 宮原　美香　漫画 学研パブリッシング

81 日本語のニュアンス練習帳 中村　明　著 岩波書店
83 身につく英語のためのＡ　ｔｏ　Ｚ 行方　昭夫　著 岩波書店
982 白鳥の湖 チャイコフスキー　原作 講談社

C とくべつなプレゼント ウィルバート　オードリー　原作 教育画劇
C おじいさんとトラ イチンノロブ　ガンバートル　脚本 童心社

《《  かみしばい     　　  》》
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