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11月2日(日) 11月5日(水) 11月19日(水)

12月7日(日) 12月3日(水)

11月15日(土) ※11月22日(土) 11月1日(土)

12月20日(土) 12月6日(土)

西宇治図書館

古典の日にちなみ１１月２日の中央図書館のおはなしかいは「やさしい古典のおはなし会」です

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、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

２０１４年１１月号

１１月～１２月のおはなしかい・おはなしのへや　　　　　　　　３時３０分～４時

中央図書館 東宇治図書館



分類 書名 著者名 出版社

E アイヌごであそぼう いながき　はるみ　さく　え アイヌ文化振興・研究推進機構

E シマフクロウのかみさまがうたったはなし ちり　ゆきえ　編 アイヌ文化振興・研究推進機構

E 希望の牧場 森　絵都　作 岩崎書店
E ユキコちゃんのしかえし 星　新一　作 偕成社
E あなのはなし ミラン　マラリーク　さく 偕成社
E 矢村のヤ助 かこ　さとし　作　絵 加古総合研究所
E アリババと４０にんのとうぞく いもと　ようこ　文絵 金の星社
E なぞかけどうじょう 中川　ひろたか　作 金の星社
E ベタベタかめん あきやま　ただし　作　絵 金の星社
E フランシスのいえで ラッセル　ホーバン　さく 好学社
E もったいないばあさんのてんごくとじごくのはなし 真珠　まりこ　作　絵 講談社
E こんくんのおんがくはっぴょうかい たしろ　ちさと　作 講談社
E だって…　学校の巻 石津　ちひろ　作 国土社
E 恐竜トリケラトプスとカルノタウルス 黒川　みつひろ　作　絵 小峰書店
E きらきらは・は・歯 室井　滋　文 世界文化社
E まるかいてピョン 舟崎　克彦　さく　え そうえん社
E ごんごろじゃがいも いわさ　ゆうこ　さく 童心社
E おたすけこびととあかいボタン なかがわ　ちひろ　文 徳間書店
E 森からのよびごえ 市川　里美　作 ＢＬ出版
E マドレーヌとパリのふるいやしき ジョン　ベーメルマンス　マルシアーノ　作 ＢＬ出版
E かえるの竹取ものがたり 俵　万智　文 福音館書店
E ぼくのニセモノをつくるには ヨシタケ　シンスケ　作 ブロンズ新社
E だいすき、でも、ゆめみてる 二宮　由紀子　文 文研出版
E ダダダダダディーマン みやにし　たつや　作絵 ポプラ社
E ゆきがくれたおくりもの リチャード　カーティス　文 ポプラ社

F-ｱﾏ 忍たま乱太郎　あたらしいトカゲの段 尼子　騒兵衛　原作 ポプラ社
F-ｱﾝ おきゃくさまはルルとララ あんびる　やすこ　著 岩崎書店

《《  えほん　        　　 》》

《《  日本のおはなし　　 》》
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F-ｵｵ ３人のまじょとドラゴン おおとも　やすお　さく　え 偕成社
F-ｵｵ ３人のまじょとドラゴン カエルのおうじさま おおとも　やすお　さく　え 偕成社
F-ｵｶ 世界は宝物でいっぱい！ 岡田　貴久子　作 偕成社
F-ｶｾﾞ ふしぎなトラのトランク 風木　一人　作 鈴木出版
F-ｶｾﾞ クリスタルエッジ決戦・全日本へ！ 風野　潮　著 講談社
F-ｺｼ ヴァンパイアの恋人 越水　利江子　作 ポプラ社
F-ｺﾊﾞ 七つの願いごと 小林　深雪　作 講談社
F-ｻｲ らくごで笑児科 斉藤　洋　作 偕成社
F-ﾅﾂ ひみつの占星術クラブ　３，４ 夏奈　ゆら　作 ポプラ社
F-ﾋﾛ ふしぎ駄菓子屋銭天堂　３ 廣嶋　玲子　作 偕成社
F-ﾑﾗ たんぽぽの目 村岡　花子　文 河出書房新社
F-ﾓﾓ 悪夢ちゃん　謎編 百瀬　しのぶ　文 角川書店
F-ﾓﾓ 悪夢ちゃん　解決編 百瀬　しのぶ　文 角川書店
F-ﾓﾓ 悪夢ちゃん　夢のつづき編 百瀬　しのぶ　文 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
F-ﾖｼ 虫ロボのぼうけん 吉野　万理子　作 理論社
F-ﾖｼ 風船教室 吉野　万理子　作 金の星社
F-ﾚｲ 若おかみは小学生！　スペシャル短編集１ 令丈　ヒロ子　作 講談社

N-ｳｲ ラモーゼ　上，下 キャロル　ウィルキンソン　作 くもん出版
N-ｺｲ クララ先生、さようなら ラヘル　ファン　コーイ　作 徳間書店
N-ﾅｵ 落っこちた！ ザラー　ナオウラ　作 岩波書店
N-ﾈｲ シャイローがきた夏 フィリス　レイノルズ　ネイラー　著 あすなろ書房
N-ﾌｵ トビー・ロルネス　２～４ ティモテ　ド　フォンベル　作 岩崎書店
N-ﾌﾗ アラルエン戦記　１～５ ジョン　フラナガン　作 岩崎書店
N-ﾌﾞﾘ ミリー・モリー・マンデーとともだち ジョイス　Ｌ．ブリスリー　さく 福音館書店
N-ﾓﾊﾟ モーツァルトはおことわり マイケル　モーパーゴ　作 岩崎書店

21 池上彰の現代史授業　昭和編１ 池上　彰　監修　著 ミネルヴァ書房
28 ダーウィンが見たもの ミック　マニング　さく 福音館書店
28 理系アナ桝太一の生物部な毎日 桝　太一　著 岩波書店

《《  外国のおはなし　　 》》

《《  ちしきの本    　　   》》
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29 川をのぼって森の中へ 今森　光彦　著 偕成社
29 写真で知る！びっくり世界一 パイインターナショナル

29 写真で知る！びっくり日本一 パイインターナショナル

30 親子でわかる！ニッポンの大問題 ＮＨＫ「週刊ニュース深読み」制作チーム　編 ＮＨＫ出版
32 はじめて学ぶ憲法教室　第１巻 菅間　正道　著 新日本出版社
37 給食室のはるちゃん先生 光丘　真理　文 佼成出版社
38 大迫力！日本の妖怪大百科 山口　敏太郎　著 西東社
46 ずかんプランクトン 清水　洋美　編著 技術評論社
480 知ってびっくり！危険生物のお話 今泉　忠明　監修 学研教育出版
480 生きものつかまえたらどうする？ 秋山　幸也　文 偕成社
485 クモ 新海　栄一　文　写真 農山漁村文化協会
62 育てて、発見！「ゴーヤー」 真木　文絵　文 福音館書店
67 １着のスーツに情熱をこめて 奈良　裕己　絵 学研パブリッシング
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