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宇治市東宇治図書館 　　℡  39-9182
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ばしょ

ないよう

2月5日(日) 2月1日(水) 2月15日(水)

3月5日(日) 3月1日(水) 3月15日(水)

2月18日(土) ※　2月25日(土) 2月4日(土)

3月18日(土) ※　3月25日(土) 3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 やきそばばんばん はらぺこめがね　作　装丁 あかね書房
E 泣いた赤おに 浜田　広介　作 あすなろ書房
E でんしゃがいっぱい！ そく　ちょるうぉん　作 アリス館
E えだまめきょうだい 苅田　澄子　文 アリス館
E しいちゃんおひめさまになる えがしら　みちこ　作 アリス館
E わくせいキャベジ動物図鑑 ｔｕｐｅｒａ　ｔｕｐｅｒａ　作　絵 アリス館
E 人と出会う場所 小松　義夫　写真　文 アリス館
E オオカミから犬へ！ ハドソン　タルボット　作　絵 岩崎書店
E そんなときなんていう？　再刊 セシル　ジョスリン　文 岩波書店
E そんなときどうする？　再刊 セシル　ジョスリン　文 岩波書店
E ゆきのひ エズラ＝ジャック＝キーツ　ぶん  え 偕成社
E ラマダンのお月さま ナイマ　Ｂ．ロバート　文 解放出版社
E ええところ くすのき　しげのり　作 学研プラス
E いのちのはな のぶみ　さく ＫＡＤＯＫＡＷＡ
E ヨーレのクマー 宮部　みゆき　作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
E ひつじのショーン おもいでの木 アードマン　アニメーションズ　原作 金の星社
E てんこうせいはつばめくん こんの　ひとみ　作 金の星社
E いもほりくろくま たかい　よしかず　さく　え くもん出版
E ころころパンダ いりやま　さとし　作 講談社
E ぼく、仮面ライダーになる！　ゴースト編 のぶみ　さく 講談社
E ぼく、仮面ライダーになる！　エグゼイド編 のぶみ　さく 講談社
E きょうりゅうもうちゅうじんもパンツがだいすき クレア　フリードマン　文 講談社
E おやすみぞうちゃん 三浦　太郎　作 講談社
E パンダともだちたいそう いりやま　さとし　作 講談社
E パンダなりきりたいそう いりやま　さとし　作 講談社
E ねこいるといいなあ　再刊 佐野　洋子　作　絵 講談社
E スーパートラック スティーヴン　サヴェッジ　さく 講談社
E どんぶらどんぶら七福神 みき　つきみ　文 こぐま社

《《  えほん　        　　 》》

2



E へんてこだより 斉藤　洋　作 小峰書店
E シャバーニだいすき 岡田　新吾　作 三恵社
E サニーちゃん、シリアへ行く 葉　祥明　絵 自由国民社
E かぶきわらし 庄司　三智子　文　絵 出版ワークス
E アリのたんけん 栗林　慧　写真 小学館
E チャレンジミッケ！のひみつ ウォルター　ウィック　作 小学館
E 日本の神話古事記えほん　３ 三浦　佑之　監修 小学館
E えんとつと北極のシロクマ 藤原　幸一　写真と文 少年写真新聞社
E こけしがこけて 新井　洋行　作　絵 鈴木出版
E だじゃれ十二支 中川　ひろたか　文 世界文化社
E うみののりものえほん いしかわ　こうじ　作　絵 童心社
E 十二支のおもちつき すとう　あさえ　さく 童心社
E ばあばは、だいじょうぶ 楠　章子　作 童心社
E ゾウはおことわり！ リサ　マンチェフ　作 徳間書店
E ちびのミイ、かいぞくになる？ トーベ　ヤンソン　原作 徳間書店
E こわい、こわい、こわい？ ラフィク　シャミ　文 西村書店
E はしる！新幹線「はやぶさ」 鎌田　歩　作 ＰＨＰ研究所
E すてきなステッキ 深見　春夫　作 ＰＨＰ研究所
E あくたれラルフのハロウィン ジャック　ガントス　さく ＰＨＰ研究所
E いちばーんのり おかい　みほ　作 ＢＬ出版
E ふくろうおやこ おやここうもり マリー＝ルイーズ　フィッツパトリック　作 ＢＬ出版
E ソフィアのとってもすてきなぼうし ミシェル　エドワーズ　文 ＢＬ出版
E さわってごらん！よるの星 クリスティ　マシソン　作 ひさかたチャイルド

E あきいろのころわん 間所　ひさこ　作 ひさかたチャイルド

E ゆきのひ 加古　里子　さく　え 福音館書店
E かいものづくし いしだ　えつ子　文 福音館書店
E ひょっこりひとつ 佐々木　マキ　さく 福音館書店
E ぐやんよやん 長谷川　摂子　ぶん 福音館書店
E おいしいかぞえうた 岸田　衿子　ぶん 福音館書店
E かげはどこ 木坂　涼　ぶん 福音館書店
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E きょうはハロウィン 平山　暉彦　さく 福音館書店
E カレーライス 小西　英子　さく 福音館書店
E だるまちゃんとにおうちゃん 加古　里子　さく　え 福音館書店
E ダンプのがらっぱち 渡辺　茂男　文 復刊ドットコム
E みどりのはしご 安房　直子　作 復刊ドットコム
E オバケカレー Ｇｏｍａ　作　絵 フレーベル館
E とんでもプリンセスとドラゴン アンナ　ケンプ　作 フレーベル館
E 天女銭湯 ペク　ヒナ　作 ブロンズ新社
E しゅっポッポ！ 松本　千春　文　絵 文芸社
E みんなにゴリラ 高畠　那生　作 ポプラ社
E ゆき きくち　ちき　作 ほるぷ出版
E みちくさしようよ！ はた　こうしろう　作 ほるぷ出版
E つんっ！ 新井　洋行　作 ほるぷ出版
E アマミホシゾラフグ 江口　絵理　ぶん ほるぷ出版
E 単位がわかる グラムのえほん ほるぷ出版
E しんけんしょうぶ だるまさんがころんだ 武田　美穂　作 ほるぷ出版
E クマですが、イヌです ダイアン　フォックス　作 光村教育図書

F-ｱｻ まっしょうめん！ あさだ　りん　作 偕成社
F-ｱｼ うみのとしょかん 葦原　かも　作 講談社
F-ｲｹ 海色のＡＮＧＥＬ　５ 池田　美代子　作 講談社
F-ｲﾁ くじらのくじらん 市川　宣子　さく リーブル
F-ｲﾉ マルゲリータのまるちゃん 井上　林子　作 講談社
F-ｸｽ はじけろ！パットライス くすのき　しげのり　作 あかね書房
F-ｺｶ ピクルスとふたごのいもうと 小風　さち　文 福音館書店
F-ｺｸﾞ サトミちゃんちの８男子　９ こぐれ　京　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
F-ｻｶﾞ にっこりおすしとわさびくん 佐川　芳枝　作 講談社
F-ｼﾞﾕ １４歳 小林　深雪　ほか著 講談社
F-ｽｶﾞ 女神のデパート　２ 菅野　雪虫　作 ポプラ社
F-ﾀｹ まいごのアローおうちにかえる 竹下　文子　作 佼成出版社

《《  日本のおはなし　　 》》
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F-ﾀﾅ 落語少年サダキチ 田中　啓文　作 福音館書店
F-ﾀﾏ じいちゃんの鉄工所 田丸　雅智　作 静山社
F-ﾂｸ パティシエ☆すばる キセキのチョコレート つくも　ようこ　作 講談社
F-ﾄﾐ 指きりは魔法のはじまり 富安　陽子　著 偕成社
F-ﾄﾖ 電車で行こう！　北海道新幹線と函館本線の謎。時間を超えたミステリー！ 豊田　巧　作 集英社
F-ﾄﾖ 電車で行こう！　約束の列車を探せ！真岡鐵道とひみつのＳＬ 豊田　巧　作 集英社
F-ﾄﾖ 電車で行こう！　絶景列車・伊予灘ものがたりと、四国一周の旅 豊田　巧　作 集英社
F-ﾅｶ おとのさま、スキーにいく 中川　ひろたか　作 佼成出版社
F-ﾅｼ きみのためにはだれも泣かない 梨屋　アリエ　著 ポプラ社
F-ﾆﾉ うさぎのぴょんぴょん 二宮　由紀子　さく 学研プラス
F-ﾉﾅ 夜空のスター・チャウダー 野中　柊　作 理論社

F-ﾊﾔ 都会
ま ち

のトム＆ソーヤ　１４上 はやみね　かおる　著 講談社

F-ﾊﾗ かいけつゾロリの王子さまになるほうほう 原　ゆたか　さく　え ポプラ社
F-ﾋﾗ ふたりのカミサウルス 平田　昌広　作 あかね書房
F-ﾌｼﾞ 日小見不思議草紙 藤重　ヒカル　作 偕成社
F-ﾌｼﾞ ＨＭ同好会 藤野　千夜　作 理論社
F-ﾎﾘ 魔法屋ポプル運命のプリンセスと最強の絆 堀口　勇太　作 ポプラ社
F-ﾖｼ ライバル・オン・アイス　２ 吉野　万理子　作 講談社

N-ｱﾘ アリス・イン・ワンダーランド～時間の旅～ カリ　サザーランド　作 偕成社
N-ｳｴ エデとウンク アレクス　ウェディング　著 影書房
N-ｵｽﾞ 走れ犬ぞり、命を救え！ メアリー　ポープ　オズボーン　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
N-ｼﾞﾉ ジョージと秘密のメリッサ アレックス　ジーノ　作 偕成社
N-ﾄﾗ ジュディとニックのズートピア警察署事件簿 グレッグ　トライン　著 講談社
N-ﾅｲ 恐怖のお泊まり会　吹雪の夜に消えた少女 Ｐ．Ｊ．ナイト　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
N-ﾅｲ 恐怖のお泊まり会　のろわれた脚本 Ｐ．Ｊ．ナイト　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
N-ﾅｲ 恐怖のお泊まり会　死者から届いたメール Ｐ．Ｊ．ナイト　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
N-ﾅｲ 恐怖のお泊まり会　裏庭の化け物 Ｐ．Ｊ．ナイト　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
N-ﾅｲ 恐怖のお泊まり会　永遠に親友 Ｐ．Ｊ．ナイト　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
N-ﾅｲ 恐怖のお泊まり会　ひと目ぼれは、悪夢の始まり Ｐ．Ｊ．ナイト　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

《《  外国のおはなし　　 》》
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N-ﾊﾝ ウォーリアーズ　３－５ エリン　ハンター　作 小峰書店
N-ﾊﾝ ウォーリアーズ　４－１，２ エリン　ハンター　作 小峰書店
N-ﾌﾟﾚ くろグミ団は名探偵　紅サンゴの陰謀 ユリアン　プレス　作　絵 岩波書店
N-ﾙｲ 紅のトキの空 ジル　ルイス　作 評論社

06 美術館・博物館で働く人たち 鈴木　一彦　著 ぺりかん社
14 小学生からはじめる考える力が身につく本 山崎　紅　著 日経ＢＰ社
14 キラキラ！星占い大じてん マーク　矢崎治信　監修 成美堂出版
14 こころのふしぎたんけんえほん 平木　典子　監修 ＰＨＰ研究所
21 綾瀬はるか「戦争」を聞く　２ ＴＢＳテレビ『ＮＥＷＳ２３』取材班　編 岩波書店
D21 奈良時代のサバイバル 細雪　純　マンガ 朝日新聞出版
D21 明治時代のサバイバル もとじろう　マンガ 朝日新聞出版
28 世界の国旗図鑑　改訂版 苅安　望　著 偕成社
28 仙台真田氏物語 堀米　薫　著 くもん出版
31 消防署・警察署で働く人たち 山下　久猛　著 ぺりかん社
31 学校が教えないほんとうの政治の話 斎藤　美奈子　著 筑摩書房
31 平和への願いも新たに　平成２８年度 宇治市平和都市推進協議会　編 宇治市平和都市推進協議会

33 銀行で働く人たち 小堂　敏郎　著 ぺりかん社
37 学校で働く人たち 松井　大助　著 ぺりかん社
37 保育園・幼稚園で働く人たち 木村　明子　著 ぺりかん社
37 アクティブ・ラーニングで身につく発表・調べ学習　３ 河出書房新社
38 トイレの自由研究　３ 屎尿　下水研究会　監修 フレーベル館
38 だるまちゃんと楽しむ日本の子どものあそび読本 加古　里子　著 福音館書店
40 研究するって面白い！ 伊藤　由佳理　編著 岩波書店
40 ジュニア空想科学読本　９ 柳田　理科雄　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
40 北極・南極探検の歴史 Ｍａｘｉｎｅ　Ｓｎｏｗｄｅｎ　著 丸善出版
45 土砂災害のきほん 佐藤　丈晴　著 吉備人出版
45 アンダーアース・アンダーウォーター アレクサンドラ　ミジェリンスカ　作　絵 徳間書店
47 根っこのえほん　２ 中野　明正　編著 大月書店
480 アニマリウム ジェニー　ブルーム　著 汐文社

《《  ちしきの本    　　   》》
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49 クリニック・薬局で働く人たち 橋口　佐紀子　著 ぺりかん社
51 シリーズ「ゴミと人類」過去・現在・未来　２ 稲葉　茂勝　著 あすなろ書房
53 はたらく車 小賀野　実　監修 ポプラ社
59 子どもの手芸アイロンビーズ 寺西　恵里子　著 日東書院本社
59 子どもの手芸かわいいラブあみ 寺西　恵里子　著 日東書院本社
59 正しい目玉焼きの作り方 森下　えみこ　イラスト 河出書房新社
65 本当はすごい森の話 田中　惣次　著 少年写真新聞社
67 江戸のお店屋さん　その３ 藤川　智子　作 ほるぷ出版
68 航空会社図鑑 日本航空　監修 日経ＢＰコンサルティング

70 美術館のひみつ 草薙　奈津子　監修 ＰＨＰ研究所
75 みんなのおりぞめ 山本　俊樹　編著 仮説社
77 レゴ　スター・ウォーズ１００シーン ダニエル　リプコーウィッツ　著 ポプラ社
77 ぼくらは壁を飛びこえて シンシア　レヴィンソン　著 文溪堂
783 知ってる？ハンドボール 水野　裕矢　著 ベースボール・マガジン社

783 期待はずれのドラフト１位 元永　知宏　著 岩波書店
785 ジュニアのためのサーフィン最強上達バイブル 日本サーフィン連盟　監修 メイツ出版
83 英語に好かれるとっておきの方法 横山　カズ　著 岩波書店
932 ハリー・ポッターと呪いの子 Ｊ．Ｋ．ローリング　著 静山社

C ニョキニョキおばけ 常光　徹　脚本 童心社
《《  かみしばい     　　  》》
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