
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5日(日) 11月1日(水) 11月15日(水)

12月3日(日) 12月6日(水)

11月18日(土) ※　11月25日(土) 11月4日(土)

12月16日(土) 12月2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 ゆびさしな～に？ とよた　かずひこ　著 アリス館
E トーストン 新井　洋行　著 アリス館
E サダムとせかいいち大きなワニ 松居　友　文 今人舎
E ペペットのえかきさん リンダ　ラヴィン　ロディング　文 絵本塾出版
E としょかんへぴょん！ぴょん！ぴょん！ アニー　シルヴェストロ　文 絵本塾出版
E いのちのたべもの 中川　ひろたか　文 おむすび舎
E どろぼうがっこう　２版 かこ　さとし　作　絵 偕成社
E ネズミのゆうびんやさん マリアンヌ　デュブク　さく 偕成社
E ぞろりぞろりとやさいがね ひろかわ　さえこ　作 偕成社
E きのうえのおうちへようこそ！ ドロシア　ウォーレン　フォックス　作 偕成社
E そらをとびたかったペンギン 申　ももこ　作 学苑社
E ひだりみぎ 新井　洋行　作　絵 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
E まねっこどうぶつたいそう アマナ　ネイチャー＆サイエンス　編 河出書房新社
E くいしんぼうのこぶたのグーグー 得田　之久　作 教育画劇
E けむしのおなら まつむら　まさき　作 京都新聞出版センター

E ぼくのおとうさんとおかあさん みやにし　たつや　作　絵 金の星社
E パンツいっちょうめ 苅田　澄子　作 金の星社
E おにごっこできるえほん のぶみ　さく 幻冬舎
E マスターさんとどうぶつえん アーノルド　ローベル　さく 好学社
E チャールズ・ダーウィン、世界をめぐる ジェニファー　サームズ　作 廣済堂あかつき
E やもじろうとはりきち 降矢　なな　作　絵 佼成出版社
E 森のパンダ 唐　亜明　文 講談社
E あのときのカレーライス きむら　ゆういち　作 講談社
E このママにきーめた！ のぶみ　さく サンマーク出版
E ごはんごはん 視覚デザイン研究所　さく 視覚デザイン研究所

E 月まつりのおくりもの 石井　睦美　さく 小学館
E コリスくんのかみひこうき 刀根　里衣　作 小学館
E おならまんざい 長谷川　義史　作 小学館

《《  えほん　        　　 》》
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E おふろでなんでやねん 鈴木　翼　文 世界文化社
E でんしゃでいこうでんしゃでかえろう 間瀬　なおかた　さく　え チャイルド本社
E くろくんたちとおえかきえんそく なかや　みわ　さく 童心社
E マスク 福井　智　作 童心社
E バスていよいしょ 重松　彌佐　作 童心社
E あめのひ サム　アッシャー　作　絵 徳間書店
E ファビアンのふしぎなおまつり マリット　テルンクヴィスト　作　絵 徳間書店
E 魔女たちのパーティー ロンゾ　アンダーソン　文 徳間書店
E すごいね！みんなの通学路 ローズマリー　マカーニー　文 西村書店
E ごちそうの木 ジョン　キラカ　作 西村書店
E エルマーとクジラ デビッド　マッキー　ぶんとえ ＢＬ出版
E さるとかに 神沢　利子　文 ＢＬ出版
E ようかいえんのなつまつり 白土　あつこ　作　絵 ひさかたチャイルド

E おーいおばけ 末崎　茂樹　作　絵 ひさかたチャイルド

E じいちゃんバナナばあちゃんバナナ のし　さやか　作　絵 ひさかたチャイルド

E ねこのピートだいすきなおやすみえほん キムバリー　ディーン　作 ひさかたチャイルド

E ぴりかちゃんのブーツ さとう　あや　文　絵 福音館書店
E またまたさんせーい！ 宮西　達也　作　絵 フレーベル館
E ドレミファどうぶつコンサート 二宮　由紀子　文 文研出版
E ほね、ほね、きょうりゅうのほね バイロン　バートン　さく ポプラ社
E 本の子 オリヴァー　ジェファーズ　作 ポプラ社
E ぱかっ 森　あさ子　作 ポプラ社
E ヒヒヒヒヒうまそう 宮西　達也　作絵 ポプラ社
E おとえほん エルヴェ　テュレ　さく ポプラ社
E ふーっ！ 新井　洋行　作 ほるぷ出版
E 発明家になった女の子マッティ エミリー　アーノルド　マッカリー　作 光村教育図書

F-ｱｻ Ｘ－０１　２ あさの　あつこ　著 講談社
F-ｲﾄ 唐木田さんち物語 いとう　みく　作 毎日新聞出版
F-ｲﾜ ともだちのときちゃん 岩瀬　成子　作 フレーベル館

《《  日本のおはなし　　 》》
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F-ｸｽ ジャンケンの神さま くすのき　しげのり　作 小学館
F-ｸｽ こうちゃんとぼく くすのき　しげのり　作 講談社
F-ｺﾃﾞ りすのきょうだいとふしぎなたね 小手鞠　るい　作 金の星社
F-ｺﾉ １％　７ このはな　さくら　作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
F-ｻｲ クリスマスがちかづくと 斉藤　倫　作 福音館書店
F-ｽﾄﾞ 走れ！ヒットン 須藤　靖貴　著 講談社
F-ﾀｶ 街角には物語が… 高楼　方子　作 偕成社
F-ﾀｶ ちゃめひめさまとペピーノおうじ たかどの　ほうこ　作 あかね書房
F-ﾂﾁ モン太くん空をとぶ 土屋　富士夫　作　絵 徳間書店
F-ﾋｸﾞ いらないねこ ヒグチ　ユウコ　絵と文 白泉社
F-ﾋｺ サンタちゃん ひこ　田中　作 講談社
F-ﾓｲ 魔女バジルと闇の魔女 茂市　久美子　作 講談社
F-ﾓｶﾞ りりちゃんのふしぎな虫めがね 最上　一平　作 新日本出版社
F-ﾓｶﾞ ブルちゃんは二十五ばんめの友だち 最上　一平　作 新日本出版社
F-ﾓﾘ まっすぐな地平線 森島　いずみ　著 偕成社
F-ﾖｼ 青空トランペット 吉野　万理子　作 学研プラス

N-ｽﾍﾟ かわいいゴキブリのおんなの子メイベルとゆめのケーキ ケイティ　スペック　作 福音館書店
N-ﾗﾝ オオカミを森へ キャサリン　ランデル　作 小峰書店
N-ﾛﾋﾞ メリーメリーへんしんする ジョーン　Ｇ．ロビンソン　作　絵 岩波書店

14 トリックアートミステリートレイン 北岡　明佳　監修 あかね書房
14 魔女学校の教科書 西村　佑子　作 静山社
14 考える力の育て方 オオタ　ヤスシ　マンガ　イラスト 旺文社
21 歴史に「何を」学ぶのか 半藤　一利　著 筑摩書房
22 １４歳からのパレスチナ問題 奈良本　英佑　著 合同出版
28 たのしく読める日本のすごい歴史人物伝 伊藤　純郎　監修 高橋書店
28 たのしく読める世界のすごい歴史人物伝 伊藤　純郎　監修 高橋書店
36 夢のかなえ方 関　和之　マンガ　イラスト 旺文社
36 よくわかるＬＧＢＴ 藤井　ひろみ　監修 ＰＨＰ研究所

《《  外国のおはなし　　 》》

《《  ちしきの本    　　   》》
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36 考えよう！子どもの貧困 中嶋　哲彦　監修 ＰＨＰ研究所
37 ぼくらがつくった学校 ささき　あり　文 佼成出版社
40 はまべでひろったよ ひさかたチャイルド

41 算数の図鑑 キャロル　ヴォーダマン　著 誠文堂新光社
47 ロゼットのたんけん おくやま　ひさし　著 少年写真新聞社
481 冬眠のひみつ 近藤　宣昭　監修 ＰＨＰ研究所
49 からだ事件簿 坂井　建雄　監修 ダイヤモンド社
49 からだと心 松本　麻希　マンガ　イラスト 旺文社
50 日本の手仕事　大工さん・すし職人さんほか 遠藤　ケイ　絵と文 汐文社
52 日本の城 古舘　明廣　文　構成 岩崎書店
59 かんたん１５分！材料３つで、すいすいスイーツ　今、作りたい！話題のスイーツ 宮沢　うらら　著 汐文社
59 かんたん１５分！材料３つですいすいスイーツ　栄養満点！甘くないおやつ 宮沢　うらら　著 汐文社
59 かんたん１５分！材料３つですいすいスイーツ　四季を楽しむ！行事スイーツ 宮沢　うらら　著 汐文社
59 かんたん１５分！材料３つですいすいスイーツ　プレゼントにぴったり！チョコスイーツ 宮沢　うらら　著 汐文社
59 たべかたのえほん 石田　栞音　文 ＰＨＰ研究所
59 フライパンで作るはじめてのごはん 寺西　恵里子　著 日東書院本社
70 子どものための美術史 アレグザンダー　文 西村書店
70 美術ってなあに？ スージー　ホッジ　著 河出書房新社
72 文様えほん 谷山　彩子　作 あすなろ書房
76 音楽をもっと好きになる本　１～４ 松下　奈緒　ナビゲーター 学研プラス
77 マジシャンＢＡＺＺＩの激ウケ！かんたんマジック ＢＡＺＺＩ　監修 メイツ出版
782 ジュニアアスリートのための最強の跳び方「ジャンプ力」向上バイブル 体育指導のスタートライン　監修 メイツ出版
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