
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4日(日) 11月7日(水) 11月21日(水)

12月2日(日) 12月5日(水)

11月17日(土) ※１　11月24日(土) 11月3日(土)

12月15日(土) 12月1日(土)

赤ちゃんおはなし会０・１・２ ※２　11月21日(水)

あっぷっぷ
あたらしくはいったこどもの本

２０１８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

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 かんけり 石川　えりこ　作 アリス館
E スマイル ペネロペのおみまい アン　グットマン　げんさく 岩崎書店
E あしにょきにょきときょうりゅう 深見　春夫　作　絵 岩崎書店
E ぺちゃんこねこ ハーウィン　オラム　ぶん 岩崎書店
E いっしょにかえろう ハイロ　ブイトラゴ　文 岩崎書店
E わたしたちだけのときは デイヴィッド　アレキサンダー　ロバートソン　文 岩波書店
E なんでもたしざん ナイジェルグラフ　え オークラ出版
E オオイシさん 北村　直子　作 偕成社
E おつきさまのおさんぽ カワチ　レン　作　絵 学研プラス
E どんぐりむらのいちねんかん なかや　みわ　さく 学研プラス
E うさぎたちとふしぎなこうじょう アダム　グリーン　さく 好学社
E くだものぱくっ 彦坂　有紀　作 講談社
E なまえをつけて 谷川　俊太郎　詩 講談社
E おいも！ 石津　ちひろ　文 小峰書店
E せきらんうんのいっしょう 荒木　健太郎　さく ジャムハウス
E りんごりんごりんごりんごりんごりんご 安西　水丸　著 主婦の友社
E 怪盗グルーのミニオン大脱走さがして！みつけて！ トレイ　キング　著 小学館
E チャレンジミッケ！ミッケがだいすき　２ ウォルター　ウィック　作 小学館
E どうぶつどんどん たしろ　ちさと　文　絵 大日本図書
E ノラネコぐんだん おばけのやま 工藤　ノリコ　著 白泉社
E ちがうもん ひろかわ　さえこ　著 ハッピーオウル社
E はずがしがりやのきょうりゅうクランチ シロッコ　ダンラップ　作 早川書房
E はつめいだいすき ピップ　ジョーンズ　ぶん ＢＬ出版
E めぐる森の物語 いまい　あやの　作 ＢＬ出版
E かあちゃんのジャガイモばたけ アニタ　ローベル　さく 評論社
E おしごとおしごとなににする？ なとり　ちづ　さく 福音館書店
E かたつむりタクシー たむら　しげる　さく 福音館書店
E きょうだいぎつねのコンとキン 村山　桂子　作 フレーベル館

《《  えほん　        　　 》》
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E みんな、星のかけらから ジーン　ウィリス　文 フレーベル館
E くいしんぼうのおつきさま なかた　みちよ　作 文研出版
E キラキラッとほしがかがやきました 宮西　達也　作絵 ポプラ社
E にじさんにじさんどこいった かわかみ　たかこ　作 ほるぷ出版
E まよなかかいぎ 浜田　桂子　作 理論社

F-ｱﾜ だんまりうさぎとおほしさま 安房　直子　作 偕成社
F-ｲﾄ ぼうけんはバスにのって いとう　みく　作 金の星社
F-ｲﾄ ぼくらの一歩 いとう　みく　作 アリス館
F-ｲﾄ 車夫　３ いとう　みく　作 小峰書店
F-ｲﾏ かがやけいのち！みらいちゃん 今西　乃子　作 岩崎書店
F-ｳｵ いいたいことがあります！ 魚住　直子　著 偕成社
F-ｵｶ アチチの小鬼 岡田　淳　作 偕成社
F-ｵﾁ 流星と稲妻 落合　由佳　著 講談社
F-ｶｼ モンスター・ホテルでハロウィン 柏葉　幸子　作 小峰書店
F-ｷｻ 給食アンサンブル 如月　かずさ　著 光村図書出版
F-ｺﾃﾞ 森のとしょかんのひみつ 小手鞠　るい　作 金の星社
F-ｺﾃﾞ ねこの町の本屋さん 小手鞠　るい　作 講談社
F-ｽｷﾞ あいことばは名探偵 杉山　亮　作 偕成社
F-ｿｳ ぼくらの学校戦争 宗田　理　作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
F-ﾋｶﾞ そらのかんちゃん、ちていのコロちゃん 東　直子　作 福音館書店
F-ﾋｸﾞ せかいいちのねこ ヒグチ　ユウコ　絵と文 白泉社
F-ﾋﾙ あさって町のフミオくん 昼田　弥子　作 ブロンズ新社
F-ﾐﾀ キャベたまたんていきょうりゅう島でききいっぱつ 三田村　信行　作 金の星社
F-ﾐﾀ キャベたまたんてい大ピンチ！ミクロのぼうけん 三田村　信行　作 金の星社

N-ｵｽﾞ 伝説の巨大ハリケーン メアリー　ポープ　オズボーン　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
N-ｼﾔ ジュラシック・ワールド０ テス　シャープ　著 小学館
N-ｼﾞﾕ ジュラシック・ワールド炎の王国 坂野　徳隆　著 小学館
N-ﾃﾚ リスのたんじょうび トーン　テレヘン　著 偕成社

《《  日本のおはなし　　 》》

《《  外国のおはなし　　 》》
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N-ﾙｲ 風がはこんだ物語 ジル　ルイス　文 あすなろ書房
N-ﾚｳﾞ エヴリデイ デイヴィッド　レヴィサン　作 小峰書店

28 佐藤初女物語 あんず　ゆき　著 ＰＨＰ研究所
33 知っていますか？ＳＤＧｓ 日本ユニセフ協会　制作協力 さ・え・ら書房
36 新しい心のバリアフリーずかん 中野　泰志　監修 ほるぷ出版
37 入学準備の図鑑 無藤　隆　監修 学研プラス
40 ノーベル賞受賞者が教えるノーベル賞をとる方法 バリー　マーシャル　著 ＷＡＶＥ出版
41 アリになった数学者 森田　真生　文 福音館書店
44 月の満ちかけをながめよう 森　雅之　イラスト 誠文堂新光社
45 石はなにからできている？ 西村　寿雄　文 岩崎書店
47 きのこレストラン 新開　孝　写真　文 ポプラ社
47 木の実のたんけん おくやま　ひさし　著 少年写真新聞社
49 ヒトの体にすみつく生き物 辨野　義己　監修 ＰＨＰ研究所
49 死体が教えてくれたこと 上野　正彦　著 河出書房新社
52 ゼロ・エネルギー住宅のひみつ 大岩　ピュン　まんが 学研プラス
52 キッチンのひみつ 宮原　美香　まんが 学研プラス
53 車いすの図鑑 高橋　儀平　監修 金の星社
54 日本のロボット 奥村　悠　監修 岩崎書店
55 人類の歴史を作った船の本 ヒサ　クニヒコ　絵　文 子どもの未来社
58 あまさけのひみつ おだぎ　みを　まんが 学研プラス
68 はっけん！鉄道ＮＩＰＰＯＮ ヴィトゲン社　編 ＰＨＰ研究所
786 スポーツクライミング　ボルダリング ベースボール　マガジン社　編集 ベースボール・マガジン社

786 小学生のためのスケートボード ベースボール　マガジン社　編集 ベースボール・マガジン社

《《  ちしきの本    　　   》》
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