
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

2月4日(日) 2月7日(水)

3月4日(日) 3月7日(水) 3月21日(水)

2月17日(土) ※　2月24日(土) 2月3日(土)

3月17日(土) ※　3月24日(土) 3月3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

２０１８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 ねむたいひとたち Ｍ．Ｂ．ゴフスタイン　作 あすなろ書房
E こんやはてまきずし 五味　ヒロミ　作 岩崎書店
E あさがくるまえに ジョイス　シドマン　文 岩波書店
E そーっとそーっとひらいてみよう ニック　ブロムリー　文 ＷＡＶＥ出版
E へびのみこんだなにのみこんだ？ ｔｕｐｅｒａ　ｔｕｐｅｒａ　さく えほんの杜
E にこにこばあ 新井　洋行　作 えほんの杜
E コウテイペンギン ヨハンナ　ジョンストン　さく 好学社
E トイレさん 竹与井　かこ　著 佼成出版社
E ヴァンピリーナはバレリーナ アン　マリー　ペイス　文 講談社
E アントンせんせいあかちゃんです 西村　敏雄　作 講談社
E ふしぎなどうぶつランド 高畠　純　え 講談社
E きょうりゅうオーディション たしろ　ちさと　作 小学館
E ねむれないおうさま ベンジャミン　エルキン　原作 瑞雲舎
E ちがうちがう ａｃｃｏｔｏｔｏ　さく 大日本図書
E せつぶんのおに 常光　徹　文 童心社
E わたしたちのたねまき キャスリン　Ｏ．ガルブレイス　作 のら書店
E ハロウィン！ハロウィン！ 西村　敏雄　さく 白泉社
E くませんせいがねているうちに すとう　あさえ　ぶん ハッピーオウル社
E あたりかも きたじま　ごうき　作　絵 ＰＨＰ研究所
E がんばれ！あかいしゃしょうしゃ マリアン　ポター　作 ＰＨＰ研究所
E おしりつねり 桂　文我　ぶん ＢＬ出版
E 巨人の花よめ 菱木　晃子　文 ＢＬ出版
E 子ネコのスワン ホリー　ホビー　作 ＢＬ出版
E ねばらねばなっとう 林　木林　作 ひかりのくに
E があちゃん かつや　かおり　さく 福音館書店
E よ・だ・れ 小風　さち　文 福音館書店
E はじまるよ 熊谷　守一　絵 福音館書店
E とらきちのいいところ Ｈ＠Ｌ　作　絵 フレーベル館

《《  えほん　        　　 》》
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E おにぎりのひみつ かとう　まふみ　作　絵 フレーベル館
E ＮＥＷタイムトラベラーウォーリーをおえ！ マーティン　ハンドフォード　作　絵 フレーベル館
E まんなかのはらのおべんとうや たねっぽのおはなし やすい　すえこ　作 フレーベル館
E たべもんどう 鈴木　のりたけ　作 ブロンズ新社
E ２ひきのねこ 宇野　亞喜良　作 ブロンズ新社
E ルラルさんのだいくしごと いとう　ひろし　作 ポプラ社
E クマと森のピアノ デイビッド　リッチフィールド　作 ポプラ社
E パパ、サンドイッチつくってあげる！ ピップ　ジョーンズ　ぶん ほるぷ出版
E せかいいちまじめなレストラン たしろ　ちさと　作 ほるぷ出版
E ななめねこまちをゆく ジェイソン　カーター　イートン　ぶん マイクロマガジン社

E わたしのおひっこし イヴ　バンティング　文 光村教育図書
E 森のおはなし マーク　マーティン　作 六耀社
E アンジェロのいろあつめ シルヴィ　ポワルヴェ　作 ワールドライブラリー

F-ｱｼ うみのとしょかん チンアナゴ３きょうだい 葦原　かも　作 講談社
F-ｳｴ 獣の奏者　６～８ 上橋　菜穂子　作 講談社
F-ｳﾁ 大どろぼうジャム・パン 内田　麟太郎　作 文研出版
F-ｻﾄ 魔法学校へようこそ さとう　まきこ　作 偕成社
F-ﾄﾞﾓ １０分で読めるこわ～い落語 土門　トキオ　文 学研プラス
F-ﾅｶ ひかり舞う 中川　なをみ　著 ポプラ社
F-ﾊﾗ かいけつゾロリのちていたんけん 原　ゆたか　さく　え ポプラ社
F-ﾌｸ 村木ツトムその愛と友情 福井　智　作 偕成社
F-ﾏﾊ 青がやってきた まはら　三桃　作 偕成社
F-ﾔﾂ ぼくらの山の学校 八束　澄子　著 ＰＨＰ研究所

N-ｽﾄ わたしも水着をきてみたい オーサ　ストルク　作 さ・え・ら書房
N-ﾌｱ シロクマが家にやってきた！ マリア　ファラー　作 あかね書房
N-ﾓﾊﾟ 最後のオオカミ マイケル　モーパーゴ　作 文研出版
N-ﾗｲ 列車はこの闇をぬけて ディルク　ラインハルト　作 徳間書店

《《  日本のおはなし　　 》》

《《  外国のおはなし　　 》》
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00 よくわかる人工知能 松尾　豊　監修 ＰＨＰ研究所
00 １０代からのプログラミング教室 矢沢　久雄　著 河出書房新社
00 プログラミングについて調べよう 川崎　純子　文 岩崎書店
02 ブックデザイナー スタジオ２４８　編著 六耀社
D15 漫画君たちはどう生きるか 吉野　源三郎　原作 マガジンハウス
15 君たちはどう生きるか 吉野　源三郎　著 マガジンハウス
37 なないろランドのたからもの 井上　林子　作 講談社
44 ネコ博士が語る宇宙のふしぎ ドミニク　ウォーリマン　文 徳間書店
486 はっけんずかんむし 海野　和男　監修 学研プラス
486 小さな小さな虫図鑑 鈴木　知之　写真　文 偕成社
487 サメってさいこう！ オーウェン　デイビー　作 偕成社
51 地球の危機をさけぶ生きものたち　１ 藤原　幸一　写真　文 少年写真新聞社
59 わかったさんのふんわりケーキ 寺村　輝夫　原文 あかね書房
59 すみれちゃんのお片づけ１２カ月 渡辺　ゆき　文 岩崎書店
62 りんごって、どんなくだもの？ 安田　守　写真　文 岩崎書店
72 マンガの歴史　１ みなもと　太郎　著 岩崎書店
77 あそぼう、マジック 日本奇術協会　監修 ベースボール・マガジン社

77 なんでやねーん！ 安田　夏菜　作 講談社
786 ジャングルのサバイバル　５ 洪　在徹　文 朝日新聞出版
911 大人になるまでに読みたい１５歳の詩　５，６ ゆまに書房

C へんしんまめまめ 土田　義晴　脚本　絵 童心社
C さるとかに 松谷　みよこ　脚本 童心社
C やまんばのにしき 松谷　みよ子　脚本 童心社
C ばけくらべ 松谷　みよ子　脚本 童心社

《《  ちしきの本    　　   》》

《《  かみしばい     　　  》》
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