
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

12月4日(日) 12月7日(水)

1月8日(日) 1月11日(水) 1月18日(水)

12月17日(土) 12月3日(土)

1月21日(土) ※　1月28日(土) 1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、午前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

２０１６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



分類 書名 著者名 出版社

E まめまめくん デヴィッド　カリ　文 あすなろ書房
E ワニのワッフルケーキやさんワニッフル 谷口　智則　作 アリス館
E けもののにおいがしてきたぞ ミロコマチコ　作　絵 岩崎書店
E おおゆきくまちゃん シャーリー　パレントー　ぶん 岩崎書店
E シャクルトンの大漂流 ウィリアム　グリル　作 岩波書店
E ママのスマホになりたい のぶみ　さく ＷＡＶＥ出版
E みんなでクリスマス ヒラリー　ロビンソン　文 絵本塾出版
E ほげちゃんとこいぬのペロ やぎ　たみこ　作 偕成社
E うふふ 二宮　由紀子　文 解放出版社
E みつけてかぞえてどこどこどうぶつ　うきうきうみのなか ガレス　ルーカス　絵 河出書房新社
E かまくらレストラン 真珠　まりこ　さく　え 教育画劇
E ひみつのちかしつ 永井　秀幸　作 金の星社
E うさぎマンション のはな　はるか　作 くもん出版
E １００円たんけん 中川　ひろたか　ぶん くもん出版
E みつけてん ジョン　クラッセン　作 クレヨンハウス
E どうぶつたちのクリスマスツリー ジャン　ウォール　さく 好学社
E パンタロンとケーキやさん キャサリン　ジャクソン　さく 好学社
E 七五三だよ一・二・三 長野　ヒデ子　作　絵 佼成出版社
E ねこの看護師ラディ 渕上　サトリーノ　文 講談社
E はじめてのずかん３００　おかわり 講談社ビーシー　編 講談社
E きつねのがっこう いもと　ようこ　作 講談社
E ほしじいたけほしばあたけ　じめじめ谷でききいっぱつ 石川　基子　作 講談社
E 新幹線のたび　金沢から新函館北斗、札幌へ コマヤスカン　作 講談社
E どうぶつえんのあいうえお 小宮　輝之　監修　写真 交通新聞社
E すいぞくかんのあいうえお 中村　元　監修　写真 交通新聞社
E やきいもするぞ おくはら　ゆめ　作 ゴブリン書房
E 恐竜トリケラトプスとそこなしのぬま 黒川　みつひろ　作　絵 小峰書店
E キルトでつづるものがたり バーバラ　ハーカート　文 さ・え・ら書房

《《  えほん　        　　 》》
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E あたまのうえのかみさま のぶみ　さく サンマーク出版
E あそぼう！むしのもり タダ　サトシ　作 小学館
E カエルのおんがくたい 刀根　里衣　絵　文 小学館
E はじめてのオーケストラ 佐渡　裕　原作 小学館
E おとうさんねずみのクリスマスイブ クレメント　Ｃ．ムーア　げんさく 瑞雲舎
E ゆっくりゆっくりなまけものくん オームラ　トモコ　作　絵 鈴木出版
E みかんのめいさんち 平田　昌広　作 鈴木出版
E かっぱ 柳田　国男　原作 汐文社
E ゆっくりおでかけ 五味　太郎　さく 童心社
E いちにちこんちゅう ふくべ　あきひろ　さく ＰＨＰ研究所
E お城と騎士１００１のさがしもの ヘイゼル　マスケル　作 ＰＨＰ研究所
E シラユキさんとあみあみモンスター アンネマリー　ファン　ハーリンゲン　作 ＢＬ出版
E あくしゅかい 村上　しいこ　文 ＢＬ出版
E うんこちゃん のぶみ　さく ひかりのくに
E うんこちゃんようちえんへいく のぶみ　さく ひかりのくに
E ようかいえんのかいすいよく 白土　あつこ　作　絵 ひさかたチャイルド

E いしゃがよい さくら　せかい　さく 福音館書店
E 三方一両損 宝井　琴調　文 福音館書店
E もみの木のねがい エステル　ブライヤー　再話 福音館書店
E エマのたび クレール　フロッサール　文　絵 福音館書店
E はこぶ 佐々木　幹郎　文 復刊ドットコム
E まんなかのはらのおべんとうや やすい　すえこ　作 フレーベル館
E まんなかのはらのおべんとうや そらのこのおはなし やすい　すえこ　作 フレーベル館
E さけのかけごえどんどこせ 菅原　たくや　作 文化学園文化出版局

E じっちょりんとおつきさま かとう　あじゅ　作 文溪堂
E モモンガのはいたつやさんとクリスマスのおとしもの ふくざわ　ゆみこ　著 文溪堂
E のびのびおおかみ みやにし　たつや　作　絵 ポプラ社
E ふたりはバレリーナ バーバラ　マクリントック　作 ほるぷ出版
E トマとエマのとどけもの 大庭　賢哉　作 ほるぷ出版
E 単位がわかる メートルのえほん ほるぷ出版
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E 耳の聞こえないメジャーリーガー ウィリアム・ホイ ナンシー　チャーニン　文 光村教育図書
E 王さまＡＢＣ 寺村　輝夫　原作 理論社
E ちいさなかえる ヤコブ　マーティン　ストリッド　作　絵 ワールドライブラリー

F-ｲｼ 死神うどんカフェ１号店　別腹編☆ 石川　宏千花　著 講談社
F-ｲﾅ なくなタケシ 稲本　昭治　作 文研出版
F-ｵｵ 大笑い！東海道は日本晴れ！！　巻の１ ひこね　のりお　絵 くもん出版
F-ｶｲ メン！　出会いの剣 開　隆人　作 そうえん社
F-ｶｲ メン！　ふたりの剣 開　隆人　作 そうえん社
F-ｶｾﾞ 氷の上のプリンセス　エアメールの約束 風野　潮　作 講談社
F-ｶﾄﾞ おばけのコッチわくわくとこやさん 角野　栄子　さく ポプラ社
F-ｸﾄﾞ セカイの空がみえるまち 工藤　純子　著 講談社
F-ｸﾞﾙ ぐるぐるの図書室 工藤　純子　著 講談社
F-ｺﾃﾞ きみの声を聞かせて 小手鞠　るい　著 偕成社
F-ｺﾝ あかりさん、どこへ行くの？ 近藤　尚子　作 フレーベル館
F-ｻｲ サバンナのいちにち 斉藤　洋　さく 講談社
F-ｻﾄ 日がさ雨がさくもりがさ 佐藤　まどか　作 フレーベル館
F-ﾀﾑ リトル・ダンサー 田村　理江　作 国土社
F-ﾅｶﾞ 蒼とイルカと彫刻家 長崎　夏海　作 佼成出版社

F-ﾆｲ キミは宙
そ ら

のすべて　宙いっぱいの愛をこめて 新倉　なつき　著 小学館

F-ﾆｶ ふしぎ古書店　３ にかいどう　青　作 講談社
F-ﾋｺ なりたて中学生　上級編 ひこ　田中　著 講談社
F-ﾌｼﾞ まじょのナニーさん 藤　真知子　作 ポプラ社
F-ﾏﾂ パスワード探偵スクール 松原　秀行　作 講談社
F-ﾏﾊ ひかり生まれるところ まはら　三桃　著 小学館
F-ﾐｵ 翼もつ者 みお　ちづる　作 新日本出版社
F-ﾐｽﾞ くらのそとのお針箱 水沢　いおり　作 偕成社
F-ﾐﾀ キャベたまたんていからくりにんじゃやしきのなぞ 三田村　信行　作 金の星社
F-ﾐﾔ エリートジャック！！　ミラクルガールは止まらない！！ 宮沢　みゆき　著 小学館
F-ﾐﾔ エリートジャック！！　めざせ、ミラクル大逆転！！ 宮沢　みゆき　著 小学館

《《  日本のおはなし　　 》》
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F-ﾐﾔ キミと、いつか。　好きなのに、届かない“気持ち” 宮下　恵茉　作 集英社
F-ﾓﾄ うめちゃんとたらこちゃん もとした　いづみ　作 講談社
F-ﾓﾘ オムライスのたまご 森　絵都　作 講談社
F-ﾓﾘ 小説小学生のヒミツ 初カレ 森川　成美　文 講談社
F-ﾓﾘ 小説小学生のヒミツ ともだち 森川　成美　文 講談社
F-ﾖｼ ライバル・オン・アイス　１ 吉野　万理子　作 講談社
F-ﾚｲ 温泉アイドルは小学生！　１～３ 令丈　ヒロ子　作 講談社

N-ｱｻ アーサー王の世界　１ 斉藤　洋　作 静山社
N-ｱﾍﾟ ホイッパーウィル川の伝説 キャシー　アッペルト　著 あすなろ書房
N-ｸﾏ クマのプー Ａ．Ａ．ミルン　原案 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
N-ﾊﾛ ぼくが消えないうちに Ａ．Ｆ．ハロルド　作 ポプラ社
N-ﾏﾃ レイン アン　Ｍ．マーティン　作 小峰書店
N-ﾓﾊﾟ ミミとまいごの赤ちゃんドラゴン マイケル　モーパーゴ　作 徳間書店

13 自分で考えよう ペーテル　エクベリ　作 晶文社
15 エリートジャック！！相川ユリアに学ぶ毎日が絶対ハッピーになる１００の名言 いわおか　めめ　原作　イラスト 小学館
15 ミライの授業 瀧本　哲史　著 講談社
28 頭のいい子を育てる偉人のおはなしハンディタイプ 主婦の友社　編 主婦の友社
37 アクティブ・ラーニングで身につく発表・調べ学習　１ 中村　昌子　監修 河出書房新社
38 にっぽんのおかず 白央　篤司　著 理論社
38 日本と世界の祭り 小学館
38 トイレの自由研究　１ 屎尿　下水研究会　監修 フレーベル館
40 ジュニア空想科学読本　８ 柳田　理科雄　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
40 身近なものでふしぎな科学実験 山村　紳一郎　著 誠文堂新光社
42 ふしぎ？ふしぎ！〈時間〉ものしり大百科　１～３ 藤沢　健太　著 ミネルヴァ書房
44 星と星座 藤井　旭　監修 ポプラ社
44 天文キャラクター図鑑 渡部　潤一　監修 日本図書センター
45 恐竜 スティーブ　パーカー　著 六耀社
45 どうなってるの？うみのなか ケイト　デイヴィス　文 ひさかたチャイルド

《《  外国のおはなし　　 》》

《《  ちしきの本    　　   》》
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45 鉱物・化石探し 柴山　元彦　編著 東方出版
46 ずかん細菌 鈴木　智順　監修 技術評論社
47 根っこのえほん　１ 中野　明正　編著 大月書店
486 クマゼミから温暖化を考える 沼田　英治　著 岩波書店
486 昆虫たちの世渡り術 海野　和男　著 河出書房新社
49 イラスト版子どものレジリエンス 上島　博　著 合同出版
49 漢方薬キャラクター図鑑 新見　正則　監修 日本図書センター
49 ある日、お父さんお母さんががんになってしまったら Ａｎｎ　Ｃｏｕｌｄｒｉｃｋ　原作 ＰＩＬＡＲ　ＰＲＥＳＳ

49 カミカミおもしろだ液学 岡崎　好秀　著 少年写真新聞社
49 歯ブラシづくりのひみつ たまだ　まさお　漫画 学研プラス出版プラス事業部出版コミュニケーション室

49 未来のために学ぶ四大公害病 除本　理史　監修 岩崎書店
50 もののしくみ大図鑑　最新版 ジョエル　ルボーム　文 世界文化社
51 シリーズ「ゴミと人類」過去・現在・未来　３ 稲葉　茂勝　著 あすなろ書房
52 これだけは知っておきたい教科書に出てくる日本の城　東日本編 これだけは知っておきたい教科書に出てくる日本の城編集委員会　編著 汐文社
52 これだけは知っておきたい教科書に出てくる日本の城　西日本編 これだけは知っておきたい教科書に出てくる日本の城編集委員会　編著 汐文社
54 新幹線 山崎　友也　監修 ポプラ社
61 ハーブをたのしむ絵本 大野　八生　作 あすなろ書房
64 二本あしのワンコすみれちゃん、生きる すみれのしっぽ　著 セブン＆アイ出版
75 くぼた式脳をきたえるおりがみマラソン１００ 講談社　編 講談社
77 歌舞伎一年生 中川　右介　著 筑摩書房
77 大研究落語と講談の図鑑 国土社編集部　編 国土社
80 日本語あそび学 稲葉　茂勝　著 今人舎

C トイレのおばけちゃん 礒　みゆき　脚本 童心社
C うしかたとやまんば 坪田　譲治　脚本 童心社

《《  かみしばい     　　  》》
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