
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

11月6日（日）※１ 11月2日(水) 11月16日(水)

12月4日(日) 12月7日(水)

11月19日(土) 11月26日（土）※２ 11月5日(土)

12月17日(土) 12月3日(土)

おはなしかい

おはなしのへや

※1　やさしい古典のおはなし会
※２　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１１月号

１１月～１２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 ちょう いまもり　みつひこ　著 アリス館
E わたしのそばできいていて リサ　パップ　作 ＷＡＶＥ出版
E チロルくんのりんごの木 荒井　良二　著 ＮＨＫ出版
E キリンですけど 高倉　浩司　文 絵本館
E きょうはそらにまるいつき 荒井　良二　著 偕成社
E どんぐりむらのだいくさん なかや　みわ　さく 学研プラス
E ぼく生きたかったよ… すずき　まいこ　えとぶん かりん舎
E ぼくたちが越してきた日からそいつはそこにいた ローダ　レヴィーン　文 河出書房新社
E どうぶつめいろえん 園田　トト　さく 教育画劇
E へんしんおてんき あきやま　ただし　作　絵 金の星社
E ぐるぐるぐる 内田　麟太郎　作 金の星社
E これはすいへいせん 谷川　俊太郎　ぶん 金の星社
E さわさわもみじ ひがし　なおこ　さく くもん出版
E ちっちゃいさん イソール　作 講談社
E ジュウオウジャーかぞく のぶみ　さく 講談社
E ぞうちゃんのいやいや 三浦　太郎　作 講談社
E コロッケできました 彦坂　有紀　作 講談社
E ねこってこんなふう？ ブレンダン　ウェンツェル　さく 講談社
E ねずみさんのくらべっこ 多田　ヒロシ　作 こぐま社
E もっと恐竜とあそぼう！ 黒川　みつひろ　作　絵 小峰書店
E 日本の神話古事記えほん　１，２ 三浦　佑之　監修 小学館
E こぞうさんのおきょう 新美　南吉　作 新樹社
E おばあちゃんとバスにのって マット　デ　ラ　ペーニャ　作 鈴木出版
E ともだちどれだ？ 新井　洋行　作　絵 大日本図書
E まよいが 柳田　国男　原作 汐文社
E つきよの３びき たかどの　ほうこ　作 童心社
E きつねみちは、天のみち あまん　きみこ　作 童心社
E またおこられてん 小西　貴士　作 童心社

《《  えほん　        　　 》》
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E だれといっしょにいこうかな？ 得田　之久　ぶん 童心社
E まどべにならんだ五つのおもちゃ ケビン　ヘンクス　作　絵 徳間書店
E くものうえのハリー 城井　文　さく　え パイインターナショナル

E おならしりとり ｔｕｐｅｒａ　ｔｕｐｅｒａ　著 白泉社
E くるくるくるくる 新井　洋行　作　絵 ＰＨＰ研究所
E あたしときどきおひめさま いしづ　ちひろ　ぶん ＢＬ出版
E アランの歯はでっかいぞこわーいぞ ジャーヴィス　作 ＢＬ出版
E ぼくはちっともねむくない クリス　ホートン　作 ＢＬ出版
E とびっきりのともだち エイミー　ヘスト　文 ＢＬ出版
E なんでもだっこ！ スコット　キャンベル　さく 評論社
E すずめくんどこでごはんたべるの？ たしろ　ちさと　ぶん　え 福音館書店
E どこかでだれかがねむくなる メアリー　リン　レイ　詩 福音館書店
E とうだい 斉藤　倫　文 福音館書店
E りゅうおうさまのたからもの イチンノロブ　ガンバートル　文 福音館書店
E さきちゃんのくつ そうま　こうへい　作 フレーベル館
E ぞうさんのふしぎなぼうし 木曽　秀夫　作　絵 フレーベル館
E へんてこたまご エミリー　グラヴェット　さく フレーベル館
E いたずらえほんがたべちゃった！ リチャード　バーン　作 ブロンズ新社
E にんじゃつばめ丸 市川　真由美　文 ブロンズ新社
E まいごのよる 宇有　薫　文　絵 文芸社
E にぎやかなえのぐばこ バーブ　ローゼンストック　文 ほるぷ出版
E だれがいちばんえらいの？ ミーナ　ラグナータン　文 ワールドライブラリー

F-ｱｻ Ｘ－０１　１ あさの　あつこ　著 講談社
F-ｱﾏ オンライン！　９，１０，１１ 雨蛙ミドリ　作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
F-ｱﾔ １２歳。　１，２ 綾野　はるる　著 小学館
F-ｱﾝ 時間の女神のティータイム あんびる　やすこ　作　絵 ポプラ社
F-ｲｹ 坂の上の図書館 池田　ゆみる　作 さ・え・ら書房
F-ｲｼ ６年１組黒魔女さんが通る！！　０１ 石崎　洋司　作 講談社
F-ｲｼ 少年Ｎの長い長い旅　０１ 石川　宏千花　著 講談社

《《  日本のおはなし　　 》》
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F-ｲﾄ ねこまつりのしょうたいじょう いとう　みく　作 金の星社
F-ｲﾉ くじゃくのジャックのだいだっそう 井上　よう子　作 文研出版
F-ｲﾏ お・は・よ・う いまむら　あしこ　文 あすなろ書房
F-ｲﾜ マルの背中 岩瀬　成子　著 講談社
F-ｵｸ おそ松さん～番外編～ 小倉　帆真　著 集英社
F-ｶｵ モデルに聞いたこわい話　約束編 カオル　作 学研教育出版
F-ｶｼ 王様に恋した魔女 柏葉　幸子　作 講談社
F-ｶﾀ わたしがここにいる理由 片川　優子　作 岩崎書店
F-ｶﾜ 金魚たちの放課後 河合　二湖　著 小学館
F-ｸｽ おにぼう くすのき　しげのり　作 ＰＨＰ研究所
F-ｺﾃﾞ いつも心の中に 小手鞠　るい　作 金の星社
F-ｺﾊﾞ もしきみが泣いたら 小林　深雪　作 講談社
F-ｻｲ ギュレギュレ！ 斉藤　洋　作 偕成社
F-ｻﾄ ぼくはおばけのかていきょうし　なぞのあかりどろぼう さとう　まきこ　作 あかね書房
F-ｾｲ ガラスの壁のむこうがわ せいの　あつこ　著 国土社
F-ﾀｶ あたしたちの居場所 高橋　桐矢　作 ポプラ社
F-ﾀｶ まんぷく寺でまってます 高田　由紀子　作 ポプラ社
F-ﾀｶ 釣りに行こう！ 高橋　秀雄　作 文研出版
F-ﾂｸ パティシエ☆すばる はじまりのいちごケーキ つくも　ようこ　作 講談社
F-ﾂｼﾞ １２歳。　いまのきもち 辻　みゆき　著 小学館
F-ﾃｼ 星になった子ねずみ 手島　悠介　作 講談社
F-ﾄﾛ おしりたんてい ふめつのせっとうだん トロル　さく　え ポプラ社

F-ﾆｲ キミは宙
そ ら

のすべて　ヒロインは眠れない 新倉　なつき　著 小学館

F-ﾆｲ キミは宙
そ ら

のすべて　君のためにできること 新倉　なつき　著 小学館

F-ﾊﾂ トキメキ♥図書館　ＰＡＲＴ４～１２ 服部　千春　作 講談社
F-ﾊﾔ 怪盗クイーン ブラッククイーンは微笑まない はやみね　かおる　作 講談社
F-ﾋｶﾞ いとの森の家 東　直子　著 ポプラ社
F-ﾋﾐ 秘密 小林　深雪　ほか著 講談社
F-ﾋﾛ もののけ屋　一度は会いたい妖怪変化 廣嶋　玲子　作 静山社
F-ﾋﾛ もののけ屋　二丁目の卵屋にご用心 廣嶋　玲子　作 静山社
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F-ﾌｸ しゅくだいとびばこ 福田　岩緒　作　絵 ＰＨＰ研究所
F-ﾎﾈ ほねほねザウルス　１６ カバヤ食品株式会社　原案　監修 岩崎書店
F-ﾎﾝ 「水辺の楽校」の所くん 本田　有明　著 ＰＨＰ研究所
F-ﾐｶ ビブリア古書堂の事件手帖 三上　延　作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
F-ﾔﾏ 脱走ペンギンを追いかけて 山本　省三　作 佼成出版社
F-ﾚｲ あたしの、ボケのお姫様。 令丈　ヒロ子　著 ポプラ社

N-ｳﾞｲ 飛び込み台の女王 マルティナ　ヴィルトナー　作 岩波書店
N-ﾃﾞｲ クジラに救われた村 ニコラ　デイビス　文 さ・え・ら書房
N-ﾃﾞｲ 空飛ぶリスとひねくれ屋のフローラ ケイト　ディカミロ　作 徳間書店
N-ﾆﾙ ねらわれた王座 ジェニファー　Ａ．ニールセン　作 ほるぷ出版
N-ﾌｱ ファインディング・ドリー 中井　はるの　文 講談社
N-ﾌﾟﾛ ニット帽の天使 オトフリート　プロイスラー　作 さ・え・ら書房
N-ﾍﾄﾞ のんびり村は大さわぎ！ アンナレーナ　ヘードマン　作 徳間書店
N-ﾘｸ 戦火の三匹 ミーガン　リクス　作 徳間書店
N-ﾜﾅ 暗号クラブ　７ ペニー　ワーナー　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

02 書店・図書館で働く人たち 戸田　恭子　著 ぺりかん社
21 あの日、僕らは戦場で ＮＨＫスペシャル制作班　作 新日本出版社
21 鎌倉時代のサバイバル イセケヌ　マンガ 朝日新聞出版
21 江戸時代のサバイバル 早川　大介　マンガ 朝日新聞出版
21 日本の歴史　別巻 山本　博文　監修 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
28 さかなクンの一魚一会 さかなクン　著　イラスト　題字 講談社
28 賢治童話ビジュアル事典 中地　文　監修 岩崎書店
31 投票に行きたくなる国会の話 政野　淳子　著 筑摩書房
36 恋の相手は女の子 室井　舞花　著 岩波書店
36 身近な危険 オオタ　ヤスシ　マンガ　イラスト 旺文社
36 友だち関係　考え方のちがい 藤　美沖　マンガ　イラスト 旺文社
38 トイレの自由研究　２ 屎尿　下水研究会　監修 フレーベル館
40 レイトン教授とふしぎ！なぜ？科学の話　２年生 栄光ゼミナール　監修 主婦と生活社

《《  外国のおはなし　　 》》

《《  ちしきの本    　　   》》

5



40 ポケモン空想科学読本　１，２ 柳田　理科雄　著 オーバーラップ
41 わくわく数の世界の大冒険　入門 桜井　進　著 日本図書センター
41 頭をよくするクイズ図鑑 学研プラス
44 １２星座とギリシャ神話の絵本 沼澤　茂美　作 あすなろ書房
486 ハチのくらし大研究 松田　喬　著 ＰＨＰ研究所
49 もうすぐ亡くなります 宮崎　照子　著 彩流社
49 耳と補聴器のひみつ 加我　君孝　監修 学研プラス出版
51 水不足のサバイバル スウィートファクトリー　文 朝日新聞出版
54 新幹線大図鑑 笠倉出版社
54 ネットのルール 関　和之　マンガ　イラスト 旺文社
57 石けんのひみつ 宮原　美香　漫画 学研プラス出版
59 ただしいもちかたの絵本 ＷＩＬＬこども知育研究所　編　著 金の星社
61 讃岐うどんのひみつ 山口　育孝　漫画 学研プラス出版
70 日本の世界遺産 山口　正　監修 朝日新聞出版
74 いのる 長倉　洋海　著 アリス館
75 こどもがたのしくつくるはじめてのこうさく 山添　ｊｏｓｅｐｈ勇　著 高橋書店
75 ラクラク！かわいい！！女の子の自由工作ＢＯＯＫ いしかわ　まりこ　著 主婦と生活社
780 すごいぞ！オリンピックパラリンピックの大記録 講談社　編 講談社
79 あやとり学 野口　廣　著 今人舎
79 未確認生物ＵＭＡをさがそう！ ナツメ社
80 通訳になりたい！ 松下　佳世　著 岩波書店
911 季節のことば 中村　和弘　監修 岩崎書店

C おうさまのひげ 横笛　太郎　脚本 童心社
C しんまいひこうきビーハチくん 鎌田　歩　作　絵 教育画劇
C プリンちゃんとだいふくくん とよた　かずひこ　脚本　絵 童心社
C みならいしょうぼうしゃショータ 丹羽　直樹　作　絵 教育画劇
C やんちゃきょうりゅうティラノン やました　こうへい　脚本　絵 童心社

《《  かみしばい     　　  》》
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