
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2日(日) 12月5日(水)

1月6日(日) 1月9日(水) 1月16日(水)

12月15日(土) 12月1日(土)

1月19日(土) ※１　1月26日(土) 1月5日(土)

赤ちゃんおはなし会０・１・２ ※２　1月16日(水)

あっぷっぷ
あたらしくはいったこどもの本

２０１８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

おはなしかい

おはなしのへや

※１　東宇治図書館おはなしのへやは、午前１１時～１１時３０分になります
　※２　赤ちゃんおはなし会０・１・２は、午前１０時３０分～１１時になります
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（対象：０～２歳児とその保護者）



分類 書名 著者名 出版社

E そらはあおくて シャーロット　ゾロトウ　文 あすなろ書房
E なぞなぞあいうえお アフタフ　バーバン　文 イースト・プレス
E たかのびょういんのでんちゃん 菅野　博子　文　絵 岩崎書店
E ベタベタブンブンおおさわぎ 長　新太　著 岩崎書店
E 飛ぶワニ やなせ　たかし　著 岩崎書店
E せん スージー　リー　作 岩波書店
E おばあちゃんのおくりもの キャリー　ガラッシュ　文 ＷＡＶＥ出版
E パズルでめぐる世界の旅 アレクサンドラ　アーティーモウスカ　作　絵 エクスナレッジ
E おめでとうのさくらまんじゅう 西本　鶏介　作 絵本塾出版
E そらからきたこいし しおたに　まみこ　作 偕成社
E くろいの 田中　清代　さく 偕成社
E 雪の花 セルゲイ　コズロフ　原作 偕成社
E いっしょにするよ 風木　一人　さく ＫＡＤＯＫＡＷＡ
E 難民になったねこクンクーシュ マイン　ヴェンチューラ　文 かもがわ出版
E ねことねずみ いもと　ようこ　文　絵 金の星社
E くもんのはじめてのえいごうたえほん くもん出版
E 英語でもよめるじぶんだけのいろ レオ＝レオニ　作 好学社
E ぼくたちのプレゼントはどこ？ リチャード　スキャリー　さく 好学社
E こすずめとゆき 深山　さくら　文 佼成出版社
E ハッピーハロウィン！ 新井　洋行　作　絵 講談社
E だんしゃく王とメークイン女王 苅田　澄子　文 講談社
E ねこぼうとふらわあちゃん きたやま　ようこ　著 講談社
E 恐竜トリケラトプスとスピノぼうや 黒川　みつひろ　作　絵 小峰書店
E もみじのてがみ きくち　ちき　作　絵 小峰書店
E 風のぼうけん 曹　文軒　文 樹立社
E さつまいもおくさん もとした　いづみ　作 小学館
E キツネのはじめてのふゆ マリオン　デーン　バウアー　作 鈴木出版
E きんぎょさんとめだかさん とよた　かずひこ　作 世界文化社

《《  えほん　        　　 》》
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E すきなことのみつけかた たかい　よしかず　さく 大日本図書
E ひよこのピケキョ ジャニーン　ブライアン　さく 東京書店
E かあさん、だいすき シャーロット　ゾロトウ　文 徳間書店
E ちずでぐるり！世界いっしゅうえほん 吹浦　忠正　監修 パイインターナショナル

E それしかないわけないでしょう ヨシタケ　シンスケ　著 白泉社
E だいこんさんおふろにはいる 岡田　よしたか　さく ＰＨＰ研究所
E まめつぶこぞうパトゥフェ 宇野　和美　文 ＢＬ出版
E クリスマスツリーをかざろう パトリシア　トート　文 ＢＬ出版
E ようかいえんのばけくらべ 白土　あつこ　作　絵 ひさかたチャイルド

E ねこのピート クリスマスをとどけよう エリック　リトウィン　作 ひさかたチャイルド

E クリスマスだよ、デイビッド！ デイビッド　シャノン　さく 評論社
E どろんばあ 小野寺　悦子　文 福音館書店
E おばけのえんそく 西平　あかね　さく 福音館書店
E ＮＥＷウォーリーのゆめのくにだいぼうけん！ マーティン　ハンドフォード　作　絵 フレーベル館
E あのこヘンナコ ワダ　アスカ　さく　え 文芸社
E なすのぼうや 久住　卓也　作絵 ポプラ社
E くるっ 森　あさ子　作 ポプラ社
E バッタロボットのぼうけん まつおか　たつひで　作 ポプラ社
E クリスマスのおかいもの ルー　ピーコック　ぶん ほるぷ出版

F-ｱｲ 青星学園★チームＥＹＥ－Ｓの事件ノート　キヨの笑顔を取りもどせ！ 相川　真　作 集英社
F-ｱｼ うみのとしょかん ウミウシはじめてのこい 葦原　かも　作 講談社
F-ｱｽﾞ ゲゲゲの鬼太郎おばけ塾　豆腐小僧の巻 東　亮太　文 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
F-ｵｶﾞ キミマイ　１ 緒川　さよ　作 講談社
F-ｶｼ ヴンダーカンマー 樫崎　茜　著 理論社
F-ｶﾝ はりねずみのルーチカ　フェリエの国の新しい年 かんの　ゆうこ　作 講談社
F-ｷﾞﾘ ぎりぎりの本屋さん まはら　三桃　ほか著 講談社
F-ﾀｶ ビター・ステップ 高田　由紀子　作 ポプラ社
F-ﾄﾐ ホオズキくんのオバケ事件簿　１ 富安　陽子　作 ポプラ社
F-ﾅﾅ こだぬきコロッケ ななもり　さちこ　作 こぐま社

《《  日本のおはなし　　 》》
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F-ﾌﾀ メガネくんとハダシくん 二見　正直　さく 偕成社
F-ﾓﾘ マレスケの虹 森川　成美　作 小峰書店
F-ﾖｺ ナイスキャッチ！　４ 横沢　彰　作 新日本出版社

N-ｳｲ 明日のランチはきみと サラ　ウィークス　作 フレーベル館
N-ｳｵ その年、わたしは嘘をおぼえた ローレン　ウォーク　作 さ・え・ら書房
N-ｼﾚ よくばり学園 ファブリツィオ　シレイ　著 講談社
N-ﾋﾟﾀ 子ぶたのトリュフ ヘレン　ピータース　文 さ・え・ら書房
N-ﾍﾈ 変化球男子 Ｍ．Ｇ．ヘネシー　作 鈴木出版
N-ﾎﾞﾝ パディントンのどろぼう退治 マイケル　ボンド　作 ＷＡＶＥ出版
N-ﾏｸ ジュディ・モード、ラッキーになる！ メーガン　マクドナルド　作 小峰書店
N-ﾓｼ あたしが乗った列車は進む ポール　モーシャー　作 鈴木出版
N-ﾓﾘ ソロモンの白いキツネ ジャッキー　モリス　著 あすなろ書房
N-ﾚﾝ ヤング・シャーロック・ホームズ　ｖｏｌ．４ アンドリュー　レーン　著 静山社
N-ﾛｼﾞ クリスマスのあかり レンカ　ロジノフスカー　作 福音館書店

12 こどものための易経 竹村　亞希子　著 致知出版社
16 世界とつながるみんなの宗教ずかん 中村　圭志　監修 ほるぷ出版
21 戦国時代へタイムワープ トリル　マンガ 朝日新聞出版
28 西郷どん！まるごと絵本 東川　隆太郎　著 燦燦舎
28 オールカラーマンガで楽しむ！日本の歴史大事典人物＆エピソード 本郷　和人　監修 ナツメ社
28 織田信長 楠木　誠一郎　文 講談社
28 天皇と元号の大研究 高森　明勅　監修 ＰＨＰ研究所
29 日本の島じま大研究　１～３ 稲葉　茂勝　著 あすなろ書房
29 アジアの道案内　韓国 玉川大学出版部
36 よくわかる介護の仕事・施設 結城　康博　監修 ＰＨＰ研究所
37 部活やめてもいいですか。 梅津　有希子　文 講談社
38 世界の妖怪百物語 水木　しげる　著 小学館クリエイティブ

38 ゲゲゲの鬼太郎妖怪ファイル 水木　しげる　画 講談社
38 ビジュアル日本の服装の歴史　１ 増田　美子　監修 ゆまに書房

《《  外国のおはなし　　 》》

《《  ちしきの本    　　   》》
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40 実験対決　２８ 洪　鐘賢　絵 朝日新聞出版
41 数学を嫌いにならないで　基本のおさらい篇 ダニカ　マッケラー　著 岩波書店
41 数学を嫌いにならないで　文章題にいどむ篇 ダニカ　マッケラー　著 岩波書店
44 惑星ってなあに？ 赤木　かん子　作 新樹社
44 太陽系の惑星 赤木　かん子　作 新樹社
44 冬の星座を見つけよう 赤木　かん子　作 新樹社
44 夏の星座を見つけよう 赤木　かん子　作 新樹社
45 スーパービジュアル恐竜と大昔の生きもの ジョン　ウッドワード　著 講談社
46 世界でいちばん高い山世界でいちばん深い海 ケイト　ベイカー　文 パイインターナショナル

46 外来生物のひみつ 今泉　忠明　監修 ＰＨＰ研究所
47 トマト 赤木　かん子　作 新樹社
47 コスモス 赤木　かん子　作 新樹社
480 危険生物 塩見　一雄　ほか指導　執筆 小学館
49 食物アレルギーキャラクター図鑑 赤澤　晃　監修 日本図書センター
49 ＱＯＬって何だろう 小林　亜津子　著 筑摩書房
49 言語聴覚士の一日 ＷＩＬＬこども知育研究所　編著 保育社
50 発明対決　１３ ゴムドリｃｏ．　文 朝日新聞出版
51 みんなの命と生活をささえるインフラってなに？　１～５ こどもくらぶ　編 筑摩書房
58 ふしぎなカビ　オリゼー 竹内　早希子　著 岩崎書店
74 写真がかっこよくとれる３０のわざ　１～３ 塩見　徹　監修 くもん出版
75 調べる！４７都道府県伝統工芸で見る日本 こどもくらぶ　編 同友館
76 楽しいオーケストラ図鑑 東京フィルハーモニー交響楽団　監修 小学館
77 めちゃウケ！かんたん面白マジック 中里　正紀　著 ナツメ社
780 ＮＥＷスポーツを学ぼう！　１～３ 高橋　義雄　監修 ベースボール・マガジン社

780 クーベルタン 大野　益弘　文 小峰書店
780 嘉納治五郎 佐野　慎輔　文 小峰書店
79 一冊で強くなる！囲碁基本のコツ 依田　紀基　監修 メイツ出版
79 もっと知りたい！楽しいトランプ ＣＬトランプマイスター　著 メイツ出版
81 見て読んでよくわかる！日本語の歴史　１～４ 倉島　節尚　著 筑摩書房
81 四字熟語キャラクター図鑑 深谷　圭助　監修 日本図書センター
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C キラキラぼしのたなばた あくざわ　めぐみ　作　絵 教育画劇
C いっしょがいいね 山本　和子　作 メイト
C おふくちゃんのおいしいごはん 山本　和子　作 メイト
C ころりおにぎりできあがり 山本　省三　作 メイト
C カワセミのあおとあか キム　ファン　脚本 童心社
C なかよしおはしのはーちゃんとしーちゃん 戸田　和代　作 メイト
C おいしいランドのたんけんたい 本間　正樹　作 メイト
C ひみつのあかいジュース 岡　信子　作 メイト
C おやおやもったいない！ 岡本　一郎　作 メイト
C ありがとう！はやねはやおきあさごはんマン 岡本　一郎　作 メイト
C こどものひのさがしもの 田中　六大　作　絵 教育画劇
C きょうのくだものなんだろな？ こが　ようこ　脚本 童心社
C はい、タッチ とよた　かずひこ　脚本　絵 童心社
C うどんくんとおそばちゃん とよた　かずひこ　脚本　絵 童心社
C きかんしゃぼっぽくん とよた　かずひこ　脚本　絵 童心社
C しきぶとんとうさんとかけぶとんかあさんとまくらちゃんのいちにち とよた　かずひこ　脚本　絵 童心社
C まるちゃんあそぼ！ 長野　ヒデ子　脚本　絵 童心社
C おかしのしまのハロウィンパーティー にしもと　おさむ　作　絵 教育画劇
C ぱんぽこぽん 矢代　貴司　脚本 童心社
C きこえたね！いただきます 山本　省三　作 メイト
C ひよこちゃん　英語版 チュコフスキー　原作 童心社
C おおきくおおきくおおきくなあれ　英語版 まつい　のりこ　脚本　絵 童心社
C みんなでぽん！　英語版 まつい　のりこ　脚本　絵 童心社
C せつぶんとおに みやざき　ひろかず　作　絵 教育画劇
C はなたろうとあかべえ すとう　あさえ　作 メイト

《《  かみしばい     　　  》》
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