
宇治市中央図書館 　　℡  39-9256
宇治市東宇治図書館 　　℡  39-9182
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ばしょ

ないよう

12月6日(日) 12月2日(水)

1月10日(日) 1月6日(水) 1月20日(水)

12月19日(土) 12月5日(土)

1月16日(土) ※　1月23日(土) 1月9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１２月号

１２月～１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 わたしの「やめて」 自由と平和のための京大有志の会声明書〈こども語訳〉　文 朝日新聞出版
E おんがくたいくまちゃん シャーリー　パレントー　ぶん 岩崎書店
E ぴっぽのたび 刀根　里衣　著 ＮＨＫ出版
E なんにもできなかったとり 刀根　里衣　著 ＮＨＫ出版
E とおいほしでも 内田　麟太郎　文 絵本塾出版
E ぼくの天国ポスト 寺井　広樹　原案 絵本塾出版
E ハテナはかせのへんてこいきものずかん ザ　キャビンカンパニー　作　絵 偕成社
E おはよう！しゅうしゅうしゃ 竹下　文子　作 偕成社
E おでかけどうぶつえん 阿部　浩志　ぶん 学研教育出版
E ぼくのともだち とね　さとえ　作　絵 学研パブリッシング

E かっきくけっこ 谷川　俊太郎　さく くもん出版
E ともだちのいす 内田　麟太郎　ぶん くもん出版
E ぼくだってウルトラマン　ユウキｖｓセブン！？ よしなが　こうたく　作 講談社
E ケーキやけました 彦坂　有紀　作 講談社
E ぼくらちきゅうじんだいひょう！ くすのき　しげのり　作 講談社
E 子どものためのラ・フォンテーヌのおはなし ラ　フォンテーヌ　原作 こぐま社
E くじらさんのーたーめならえんやこーら 内田　麟太郎　作 鈴木出版
E どんどんくるくる 中尾　昌稔　ぶん 大日本図書
E ビスケット・コレクション デヴィッド　カリ　作 ディー・ティー・ジャパン

E ちぐはぐソックス ユープ　ファン　ト　ヘック　作 ディー・ティー・ジャパン

E あ・あ 三浦　太郎　さく　え 童心社
E あー・あー 三浦　太郎　さく　え 童心社
E こしょこしょきなちゃん ママがおねつのはなし こが　ようこ　さく 童心社
E しゅん 高部　晴市　作 ＢＬ出版
E 金のおさら バーナデット　ワッツ　作 ＢＬ出版
E 風来坊の子守歌 川端　誠　作　絵 ＢＬ出版
E ブレーメンのおんがくたい グリム　原作 ＢＬ出版
E セクター７ デイヴィッド　ウィーズナー　作 ＢＬ出版

《《  えほん　        　　 》》
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E まほうのれいぞうこ たかおか　まりこ　作 ひかりのくに
E 女王さまのぼうし スティーブ　アントニー　さく 評論社
E きっときっとまもってあげる Ｍ．スペリング　ぶん 評論社
E うたのすきなねこララとルル 松田　奈那子　絵　構成 風濤社
E オニのサラリーマン 富安　陽子　文 福音館書店
E クリスマスの森 ルイーズ　ファティオ　文 福音館書店
E チャーちゃん 保坂　和志　作 福音館書店
E しりたがりやのこねこのポコ 安藤　美紀夫　文 復刊ドットコム
E こんできました オームラ　トモコ　作　絵 フレーベル館
E つんつくせんせいとかさじぞう たかどの　ほうこ　さく　え フレーベル館
E もうぬげない ヨシタケ　シンスケ　作 ブロンズ新社
E しんぞうとひげ しまおか　ゆみこ　再話 ポプラ社
E アブナイおふろやさん 山本　孝　作 ほるぷ出版
E おじいちゃんのコート ジム　エイルズワース　文 ほるぷ出版
E おばけのケーキ屋さん ひみつのねがいごと ＳＡＫＡＥ　絵　文 マイクロマガジン社

E つまさきさん、おやすみ！ バーバラ　ボットナー　文 光村教育図書
E 天使がいっぱい 長谷川　集平　作 光村教育図書
E それいけ、スーパーてんとうむし！ ヒド　ファン　ヘネヒテン　作　絵 ワールドライブラリー

F-ｱｼ 降矢木すぴかと魔の洋館事件 芦辺　拓　著 講談社
F-ｱﾝ ルルとララのミルキープリン あんびる　やすこ　作　絵 岩崎書店
F-ｲｼ 死神うどんカフェ１号店　１杯目～４杯目，６杯目 石川　宏千花　著 講談社
F-ｲﾁ みんなのおばけ小学校 市川　宣子　作 佼成出版社
F-ｲﾄ 二日月 いとう　みく　作 そうえん社
F-ｵｶ い・じ・め　アタシハ、マケナイ。 岡崎　いずみ　作 学研教育出版
F-ｵｶ い・じ・め　キット、アシタハ… 岡崎　いずみ　作 学研教育出版
F-ｶｹﾞ ガールズ・ステップ 影山　由美　著 集英社
F-ｶｾﾞ 歌う樹の星 風野　潮　作 ポプラ社
F-ｶﾝ とびらの向こうに かんの　ゆうこ　作 岩崎書店
F-ｸﾒ 言葉屋 久米　絵美里　作 朝日学生新聞社

《《  日本のおはなし　　 》》
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F-ｺｳ おうだんほどうのムッシュトマーレ 香坂　直　作 小学館
F-ｺｾ Ｅｇｇｓ 小瀬木　麻美　作 ポプラ社
F-ｺﾊﾞ 男の子ってなんでできてる？ 小林　深雪　作 講談社
F-ｼﾝ スプーンは知っている 新藤　悦子　作 講談社
F-ｿｳ ぼくらの魔女戦記　１ 宗田　理　作 ポプラ社
F-ﾀｶ ニレの木広場のモモモ館 高楼　方子　作 ポプラ社
F-ﾀﾅ 石の神 田中　彩子　作 福音館書店
F-ﾂｼﾞ １２歳。　おとなでも、こどもでも 辻　みゆき　著 小学館
F-ﾅｶ ひらめきちゃん 中松　まるは　作 あかね書房
F-ﾅｶ べんり屋、寺岡の冬。 中山　聖子　作 文研出版
F-ﾅﾝ トリシアは魔法のお医者さん！！　９ 南房　秀久　作 学研教育出版
F-ﾉﾘ お昼の放送の時間です 乗松　葉子　作 ポプラ社
F-ﾊﾗ かいけつゾロリのようかい大うんどうかい 原　ゆたか　さく　え ポプラ社
F-ﾋﾛ ふしぎ駄菓子屋銭天堂　５ 廣嶋　玲子　作 偕成社
F-ﾌｸ ひみつ 福田　隆浩　著 講談社
F-ﾌｸ 公平、いっぱつ逆転！ 福田　隆浩　作 偕成社
F-ﾏｷ 「悩み部」の結成と、その結末。 麻希　一樹　著 学研教育出版
F-ﾏﾂ ヒロイン失格 松田　朱夏　著 集英社
F-ﾏﾊ 白をつなぐ まはら　三桃　著 小学館
F-ﾏﾊ つくしちゃんとすぎなさん まはら　三桃　作 講談社
F-ﾐｳ おなやみ相談部 みうら　かれん　著 講談社
F-ﾖｼ 時速４７メートルの疾走 吉野　万理子　著 講談社

N-ｱﾀﾞ ニコラといたずら天使 キャロライン　アダーソン　著 講談社
N-ｳｵ ハイブ　ｖｏｌｕｍｅ３ マーク　ウォールデン　作 ほるぷ出版
N-ｸﾞﾗ ミニー＆デイジー　〔１〕 キャリオープ　グラス　文 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
N-ｹﾞｽ 動物病院のマリー　５ タチアナ　ゲスラー　著 学研教育出版
N-ﾃｲ ピッチの王様　１ ティロ　文 ほるぷ出版
N-ﾃﾞｲ アナと雪の女王　エルサと夏の魔法 エリカ　デイビッド　文 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
N-ﾃﾞｳﾞ ぼくのオレンジの木 Ｊ．Ｍ．デ　ヴァスコンセーロス　著 ポプラ社

《《  外国のおはなし　　 》》
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N-ﾋﾞﾂ がれきのなかの小鳥 カーリ　ビッセルス　作 文溪堂
N-ﾍﾟｲ 神々と戦士たち　２ ミシェル　ペイヴァー　著 あすなろ書房
N-ﾏﾛ １／１２の冒険　２，３ マリアン　マローン　作 ほるぷ出版

00 １０才からはじめるプログラミング図鑑 キャロル　ヴォーダマン　ほか著 創元社
03 あそびのおうさまずかん　どうぶつ 学研教育出版
03 世界一ときめく質問、宇宙一やさしい答え ジェンマ　エルウィン　ハリス　編 河出書房新社
15 明日をつくる十歳のきみへ 日野原　重明　著 冨山房インターナショナル

15 屈折万歳！ 小島　慶子　著 岩波書店
21 平和を考える戦争遺産図鑑 安島　太佳由　写真　著 岩崎書店
21 新・日本の歴史　１～５ 大角　修　著 小峰書店
28 新妖界ナビ・ルナ×摩訶不思議ネコ・ムスビ最強ファンブック 池田　美代子　作 講談社
29 ここで土になる 大西　暢夫　著 アリス館
31 新しい制度マイナンバーがよくわかる！　１ フレーベル館
36 こどもあんぜん図鑑 講談社　編 講談社
36 知っておきたい障がいのある人のＳＯＳ　１～５ 河東田　博　著 ゆまに書房
40 なぜ？ど～して？科学の図鑑 永岡書店
41 かけ算冒険迷路 伊藤　竜也　作　絵 ディスカヴァー・トゥエンティワン

41 世界一おもしろい数の本 カリーナ　ルアール　文 ポプラ社
44 げっしょく 中西　昭雄　写真 旬報社
44 １４歳からの宇宙論 佐藤　勝彦　著 河出書房新社
46 ミクロワールド大図鑑　植物 宮澤　七郎　監修 小峰書店
480 レッド・フォックス チャールズ　Ｇ．Ｄ．ロバーツ　作 福音館書店
481 頭の骨 カミラ　デラ　ベドイエール　文 辰巳出版
481 ナイトサファリのサバイバル　２ ゴムドリｃｏ．　文 朝日新聞出版
482 ニホンカワウソはつくづく運がわるかった？！ 熊谷　さとし　著 偕成社
488 タンチョウのきずな 久保　敬親　写真と文 小学館
488 ノグチゲラの親子 渡久地　豊　写真と文 小学館
49 エイズの村に生まれて 後藤　健二　著 汐文社
49 栄養素キャラクター図鑑 田中　明　監修 日本図書センター

《《  ちしきの本    　　   》》
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50 世界にほこる日本の先端科学技術　１～４ 法政大学自然科学センター　監修 岩崎書店
50 日本の発明・くふう図鑑 発明図鑑編集委員会　編著 岩崎書店
59 一人前になるための家事の図鑑 家事の図鑑の会　編 岩崎書店
61 土の絵本　３ 日本土壌肥料学会　へん 農山漁村文化協会
61 肥料と土つくりの絵本　１～５ 藤原　俊六郎　監修 農山漁村文化協会
61 よくわかる植物工場 古在　豊樹　監修 ＰＨＰ研究所
62 くだものと木の実いっぱい絵本 ほりかわ　りまこ　作 あすなろ書房
62 あつめた・そだてたぼくのマメ図鑑 盛口　満　絵　文 岩崎書店
64 めざせ！動物のお医者さん きむら　ゆういち　作 講談社
64 くらべてわかる！イヌとネコ 大野　瑞絵　著 岩崎書店
75 おりがみでのりものおもちゃ いまい　みさ　著 実業之日本社
75 はじめてのぷち♥かわプラバン 福家　聡子　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

783 走れ！みらいのエースストライカー 吉野　万理子　作 講談社
80 辞書・事典のすべてがわかる本　１ 稲葉　茂勝　文 あすなろ書房

C わし、たわし！ かとう　ようこ　脚本 童心社
《《  かみしばい     　　  》》
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