
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8日(日) 1月11日(水) 1月18日(水)

2月5日(日) 2月1日(水) 2月15日(水)

1月21日(土) ※　1月28日(土) 1月7日(土)

2月18日(土) ※　2月25日(土) 2月4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

２０１７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



分類 書名 著者名 出版社

E おじいちゃんのだいこうぶつ まご 塚本　やすし　絵 朝日新聞出版
E 自然のとびら ケイ　マグワイア　文 アノニマ・スタジオ

E まよなかのせんろ 鎌田　歩　著 アリス館
E はじまりの日 ボブ　ディラン　作 岩崎書店
E イモリくんヤモリくん 松岡　たつひで　さく　え 岩崎書店
E サンタクロースの１１かげつ マイク　リース　ぶん 岩崎書店
E しちふくじん 立川　志の輔　作 岩崎書店
E わたし、お月さま 青山　七恵　文 ＮＨＫ出版
E ぼくのにいちゃんすごいやろ！ くすのき　しげのり　作 えほんの杜
E 船を見にいく アントニオ　コック　作 きじとら出版
E わすれんぼうのサンタクロース 中川　ひろたか　作 教育画劇
E いとしの毛玉ちゃん 室井　滋　作 金の星社
E おおきなねことちいさなねこ 石黒　亜矢子　再話　絵 好学社
E かこちゃんはひとりっこ 石津　ちひろ　さく 好学社
E たまたまタヌキ 内田　麟太郎　文 佼成出版社
E さよならママがおばけになっちゃった！ のぶみ　さく 講談社
E ゆきみちさんぽ えがしら　みちこ　作 講談社
E 大坂城 青山　邦彦　作 講談社
E かぁかぁもうもう 丹治　匠　さく こぐま社
E ぼく、ドジオ。 いわい　としお　さく 小学館
E 人形の家にすんでいたネズミ一家のおはなし マイケル　ボンド　文 徳間書店
E くまくん、はるまでおやすみなさい ブリッタ　テッケントラップ　作　絵 徳間書店
E ど いざわ　かつあき　作 白泉社
E ノラネコぐんだん そらをとぶ 工藤　ノリコ　著 白泉社
E だってたのしくたべたいんだもん！ キャリル　ハート　作 バベルプレス
E なつみはなんにでもなれる ヨシタケ　シンスケ　作　絵 ＰＨＰ研究所
E おかしなこともあるもんだ いしい　ひろし　作　絵 ＰＨＰ研究所
E ぶきみなよるのけものたち ジアナ　マリノ　さく ＢＬ出版

《《  えほん　        　　 》》
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E こどものなかま レイン　スミス　作 ＢＬ出版
E あかちゃんの木 ソフィー　ブラッコール　さく 評論社
E カイとカイサのぼうけん エルサ　ベスコフ　さく　え 福音館書店
E ふくはなにからできてるの？ 佐藤　哲也　文 福音館書店
E こぶたたちのあついよる わたなべ　ゆういち　作　絵 フレーベル館
E しあわせなおうじ オスカー　ワイルド　原作 フレーベル館
E はだかのおうさま アンデルセン　原作 フレーベル館
E もぐらくんのすてきなじかん ダニエラ　クロート　作　絵 フレーベル館
E あなのなかには… レベッカ　コッブ　作　絵 フレーベル館
E ぜったいひとつだからね ローレン　チャイルド　作 フレーベル館
E くりちゃんとエーメさんのトマト どい　かや　さく ポプラ社
E くりちゃんとピーとナーとツー どい　かや　さく ポプラ社
E ゆき、まだかなあ マーシャ　ダイアン　アーノルド　文 光村教育図書
E 世界の難民の子どもたち　１～５ 難民を助ける会　監修 ゆまに書房
E 平太郎のおばけやしき 寮　美千子　文 ロクリン社

F-ｱｶ カレー男がやってきた！ 赤羽　じゅんこ　作 講談社
F-ｱﾔ １２歳。　３～５ 綾野　はるる　著 小学館
F-ｱﾝ ハムスターのすてきなお仕事 あんびる　やすこ　著 岩崎書店
F-ｲｼ 二ノ丸くんが調査中 石川　宏千花　作 偕成社
F-ｲｼ 魔女学校物語　友だちのひみつ 石崎　洋司　作 講談社
F-ｲﾄ 車夫　２ いとう　みく　作 小峰書店
F-ｲﾄ チキン！ いとう　みく　作 文研出版
F-ｵｵ 大笑い！東海道は日本晴れ！！　巻の２，３ ひこね　のりお　絵 くもん出版
F-ｵｶ 森の石と空飛ぶ船 岡田　淳　作 偕成社
F-ｶｲ メン！　試練の剣 開　隆人　作 そうえん社
F-ｶｼ モンスター・ホテルでそっくりさん 柏葉　幸子　作 小峰書店
F-ｶﾅ 流れ星キャンプ 嘉成　晴香　作 あかね書房
F-ｺｳ 四年ザシキワラシ組 こうだ　ゆうこ　作 学研プラス
F-ｺｼﾞ ねこの駅長たま 小嶋　光信　作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

《《  日本のおはなし　　 》》
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F-ｺﾉ １％　１～４ このはな　さくら　作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
F-ｺﾊﾞ 魔法の一瞬で好きになる 小林　深雪　作 講談社
F-ｻｲ びょういんのおばけずかん　なんでもドクター 斉藤　洋　作 講談社
F-ｻﾄ ぼくはおばけのかていきょうし　きょうふのじゅぎょうさんかん さとう　まきこ　作 あかね書房
F-ｻﾄ スパゲッティ大さくせん 佐藤　まどか　作 講談社
F-ﾂｸ パティシエ☆すばる おねがい！カンノーリ つくも　ようこ　作 講談社
F-ﾂﾁ 小説名探偵コナン　ＣＡＳＥ１～３ 土屋　つかさ　著 小学館
F-ﾄﾓ 十一月のマーブル 戸森　しるこ　著 講談社
F-ﾊﾏ 小説名探偵コナン　ＣＡＳＥ４ 浜崎　達也　著 小学館
F-ﾌﾅ 仰げば尊し 舟崎　泉美　小説 学研プラス
F-ﾏﾊ 三島由宇、当選確実！ まはら　三桃　著 講談社
F-ﾐｽﾞ お願い！フェアリー♥　１７ みずの　まい　作 ポプラ社
F-ﾐﾀ 孔明ｖｓ．妖怪孔明 三田村　信行　作 あかね書房
F-ﾐﾔ なきむしにかんぱい！ 宮川　ひろ　作 童心社
F-ﾐﾔ エリートジャック！！　ミラクルチャンスをつかまえろ！！ 宮沢　みゆき　著 小学館
F-ﾐﾔ エリートジャック！！　発令！ミラクルプロジェクト！！ 宮沢　みゆき　著 小学館
F-ﾐﾜ 逆転！ドッジボール 三輪　裕子　作 あかね書房
F-ﾑﾗ じてんしゃのほねやすみ 村上　しいこ　さく ＰＨＰ研究所
F-ﾑﾗ 図書室の日曜日　遠足はことわざの国 村上　しいこ　作 講談社
F-ﾖｼ オレさすらいの転校生 吉野　万理子　著 理論社

N-ｳｲ わたしはイザベル エイミー　ウィッティング　作 岩波書店
N-ｷﾔ ドラゴン・ナイト　１ Ｊ．Ｒ．キャッスル　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
N-ｸﾞﾘ 少年弁護士セオの事件簿　６ ジョン　グリシャム　作 岩崎書店
N-ｽﾚ スマート キム　スレイター　作 評論社
N-ﾌｲ キミがくれた希望のかけら セアラ　ムーア　フィッツジェラルド　作 フレーベル館
N-ﾌﾗ アラルエン戦記　９ ジョン　フラナガン　作 岩崎書店
N-ﾍﾟｲ 神々と戦士たち　３ ミシェル　ペイヴァー　著 あすなろ書房
N-ﾏﾌ まいごのまいごのアルフィーくん ジル　マーフィ　著 評論社
N-ﾘｵ オリンポスの神々と７人の英雄　外伝 リック　リオーダン　作 ほるぷ出版

《《  外国のおはなし　　 》》
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N-ﾛﾌ ドリトル先生のガブガブの本　新訳 ヒュー　ロフティング　作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

02 学校で知っておきたい著作権　１ 小寺　信良　著 汐文社
03 ピクチャーペディア スミソニアン協会　監修 河出書房新社
07 新聞力 齋藤　孝　著 筑摩書房
21 １０分で読む日本の歴史 ＮＨＫ「１０ｍｉｎ．ボックス」制作班　編 岩波書店
D21 平安時代のサバイバル 市川　智茂　マンガ 朝日新聞出版
28 こども菜根譚 齋藤　孝　監修 日本図書センター
28 円周率の謎を追う 鳴海　風　作 くもん出版
32 文学部で読む日本国憲法 長谷川　櫂　著 筑摩書房
36 気をつけよう！ブラックバイト・ブラック企業　１ ブラックバイトから子どもたちを守る会　編 汐文社
37 アクティブ・ラーニングで身につく発表・調べ学習　２ 中村　昌子　監修 河出書房新社
38 世界中からいただきます！ 中山　茂大　文 偕成社
40 理科好きな子に育つふしぎのお話３６５ 自然史学会連合　監修 誠文堂新光社
43 化学変化のひみつ 小森　栄治　監修 ＰＨＰ研究所
44 太陽系のふしぎ１０９ 永田　美絵　著 偕成社
45 見えない大気を見る 日下　博幸　著 くもん出版
45 キッズペディア地球館 神奈川県立生命の星　地球博物館　監修 小学館
46 外来生物ずかん 五箇　公一　監修 ほるぷ出版
486 ぜんぶわかる！トンボ 尾園　暁　著 ポプラ社
487 びっくり！マグロ大百科 葛西臨海水族園クロマグロ飼育チーム　著 講談社
488 鳥のいる地球はすばらしい 国松　俊英　著 文渓堂
49 歯科医師の一日 ＷＩＬＬこども知育研究所　編著 保育社
51 シリーズ「ゴミと人類」過去・現在・未来　１ 稲葉　茂勝　著 あすなろ書房
53 航空機のひみつ 小学館
53 宇宙を仕事にしよう！ 村沢　譲　著 河出書房新社
59 火を使わないで作るごはん 寺西　恵里子　著 日東書院本社
72 江戸を楽しむ！絵ときなぞなぞ 岩崎　均史　監修 ＰＨＰ研究所
75 びっくりしかけのおもしろ貯金箱 ブティック社
75 からくり 安田　真紀子　文 文溪堂

《《  ちしきの本    　　   》》
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79 なぞなぞチャレンジ！Ｎｏ．１　２３４５問 嵩瀬　ひろし　著 新星出版社
79 あそぼう、ヨーヨー ＪＹＹＡ　編著 ベースボール・マガジン社

80 暗号学 稲葉　茂勝　著 今人舎
80 世界のあいさつことば学 稲葉　茂勝　著 今人舎
80 くらしの中のマーク・記号図鑑 村越　愛策　監修 岩崎書店
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