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ばしょ

ないよう

11月1日(日) 11月11日(水) 11月18日(水)

12月6日(日) 12月2日(水)

11月21日(土) ※　11月28日(土) 11月7日(土)

12月19日(土) 12月5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、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

２０１５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 西宇治図書館



分類 書名 著者名 出版社

E きょうりゅうといぬどっちがつよい？ のぶみ　さく アリス館
E かごにのって とよた　かずひこ　著 アリス館
E ハロウィーンの星めぐり ウォルター　デ　ラ　メア　詩 岩崎書店
E お船が出る日 小林　豊　文　絵 岩波書店
E エドワードとうま アン　ランド　文 岩波書店
E 童のおつかい ほりかわ　りまこ　作 偕成社
E やさいさん ｔｕｐｅｒａ　ｔｕｐｅｒａ　さく 学研教育出版
E つちたち ミロコマチコ　作 学研教育出版
E このあしだあれ？ ネイチャー＆サイエンス　編 河出書房新社
E ひつじのショーン ショーンのおみせやさん アードマン　アニメーションズ　原作 金の星社
E ３００００このすいか あき　びんご　作 くもん出版
E おばけとたからさがし 新井　洋行　作 くもん出版
E ごいっしょにどうぞ くすのき　しげのり　作 廣済堂あかつき
E おかあしゃん。はぁい。 くすのき　しげのり　さく 佼成出版社
E ばけまつり 広瀬　克也　作 佼成出版社
E ほしじいたけほしばあたけ 石川　基子　作 講談社
E オルゴールのくるくるちゃん こみね　ゆら　作 講談社
E ぱれーど 山村　浩二　さく 講談社
E ゴリラのおとうちゃん 三浦　太郎　作 こぐま社
E ウホウホあぶないウホウホにげろ 日隅　一雄　原案 子どもの未来社
E 恐竜トリケラトプスとテリジノサウルス 黒川　みつひろ　作　絵 小峰書店
E おおきなおおきなにんじん 刀根　里衣　絵　文 小学館
E おならをならしたい 鈴木　のりたけ　作 小学館
E いもうとガイドブック ポーラ　メトカーフ　文 少年写真新聞社
E わかるかな？ ふじわら　こういち　しゃしん　ぶん 新日本出版社
E としょかんねずみ　５ ダニエル　カーク　さく 瑞雲舎
E たなばたバス 藤本　ともひこ　作　絵 鈴木出版
E どどどーんぱっ！ とよた　かずひこ　作　絵 鈴木出版

《《  えほん　        　　 》》

2



E カエルくんのたんこぶ 宮西　達也　作　絵 鈴木出版
E じどうしゃトロット ユリ　シュルヴィッツ　さく　え そうえん社
E えほんひつじのショーンをさがせ！ アードマン　アニメーションズ　原作 宝島社
E うんこ 谷川　俊太郎　詩 ディスカヴァー・トゥエンティワン

E まっかっかトマト いわさ　ゆうこ　さく 童心社
E おかあさんのおべんとう たるいし　まこ　作 童心社
E おねえちゃんにあった夜 シェフ　アールツ　文 徳間書店
E ジェーンとキツネとわたし イザベル　アルスノー　絵 西村書店
E いろのえほん アイノ-マイヤ　メッツォラ　絵 パイインターナショナル

E かずのえほん アイノ-マイヤ　メッツォラ　え パイインターナショナル

E マッチ箱のカーニャ 北見　葉胡　作　絵 白泉社
E いちにちむかしばなし ふくべ　あきひろ　さく ＰＨＰ研究所
E ふまんがあります ヨシタケ　シンスケ　作　絵 ＰＨＰ研究所
E はだかんぼ！ マイケル　イアン　ブラック　文 ひさかたチャイルド

E おきたらごはん 岩合　光昭　作 福音館書店
E おにつばとうさん 沼野　正子　文　絵 福音館書店
E くつやのドラテフカ ヤニーナ　ポラジンスカ　文 福音館書店
E つくる 谷川　俊太郎　文 復刊ドットコム
E くらす 森崎　和江　文 復刊ドットコム
E まんてんべんとう くすのき　しげのり　作 フレーベル館
E セッセとヨッコラ ひみつのプレゼントさくせん 高畠　那生　作 フレーベル館
E なんで？ トレーシー　コーデュロイ　作 ブロンズ新社
E おれさまはようかいやで あんず　ゆき　さく 文溪堂
E どうぶつえんはおおさわぎ 二宮　由紀子　文 文研出版
E かくれんぼのぷ まつ　あきのり　作　絵 ポプラ社
E クラゲすいぞくかん 村上　龍男　しゃしん ほるぷ出版
E はなくそ アラン　メッツ　さく ロクリン社

F-ｲｼ 妖怪の弟はじめました 石川　宏千花　著 講談社
F-ｲｼ 魔女学校物語 石崎　洋司　作 講談社

《《  日本のおはなし　　 》》
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F-ｲﾉ ２分の１成人式 井上　林子　著 講談社
F-ｶｲ 怪談オウマガドキ学園　７～１３ 常光　徹　責任編集 童心社
F-ｶｼ 岬のマヨイガ 柏葉　幸子　著 講談社
F-ｸｻ 空中トライアングル 草野　たき　著 講談社
F-ｸﾛ 窓ぎわのトットちゃん　絵本　１，２ 黒柳　徹子　文 講談社
F-ｺﾃﾞ きつね音楽教室のゆうれい 小手鞠　るい　作 金の星社
F-ｻｲ どろぼうのどろぼん 斉藤　倫　著 福音館書店
F-ｽﾐ 黄金の雨は知っている 住滝　良　文 講談社
F-ｿｳ ぼくらのいたずらバトル 宗田　理　作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
F-ﾀｶ あたしたちのサバイバル教室 高橋　桐矢　作 ポプラ社
F-ﾄﾐ 天と地の方程式　２ 富安　陽子　著 講談社
F-ﾅｼ 岸辺のヤービ 梨木　香歩　著 福音館書店
F-ﾊﾏ アカシア書店営業中！ 濱野　京子　作 あかね書房
F-ﾌｸ ころげ月 福　明子　文 新日本出版社
F-ﾏﾂ パスワードＵＭＡ騒動 松原　秀行　作 講談社
F-ﾑﾗ テレビのずるやすみ 村上　しいこ　さく ＰＨＰ研究所
F-ﾓﾘ アサギをよぶ声　新たな旅立ち 森川　成美　作 偕成社
F-ﾔﾏ ロード 山口　理　作 文研出版
F-ﾖｺ スウィング！ 横沢　彰　作 童心社
F-ﾖｼ おとなになるってどんなこと？ 吉本　ばなな　著 筑摩書房

N-ｱﾄ ちゃいろいつつみ紙のはなし アリソン　アトリー　作 福音館書店
N-ｵﾄﾞ タラ・ダンカン　１２〔上〕，〔下〕 ソフィー　オドゥワン＝マミコニアン　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
N-ｹﾘ ぼくと象のものがたり リン　ケリー　作 鈴木出版
N-ｺﾅ 失われたものたちの本 ジョン　コナリー　著 東京創元社
N-ｼｴ ぼくたちに翼があったころ タミ　シェム＝トヴ　作 福音館書店
N-ｽﾛ ルイージといじわるなへいたいさん ルイス　スロボドキン　作　絵 徳間書店
N-ﾃｲ ティンカー・ベルと流れ星の伝説 小宮山　みのり　構成　文 講談社
N-ﾆﾙ 消えた王 ジェニファー　Ａ．ニールセン　作 ほるぷ出版
N-ﾌﾝ 鏡の世界 コルネーリア　フンケ　著 ＷＡＶＥ出版

《《  外国のおはなし　　 》》
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N-ﾗｲ おいぼれミック バリ　ライ　著 あすなろ書房
N-ﾜﾅ 暗号クラブ　５ ペニー　ワーナー　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

00 発信力の育てかた 外岡　秀俊　著 河出書房新社
14 〈自分らしさ〉って何だろう？ 榎本　博明　著 筑摩書房
21 学研まんがＮＥＷ日本の歴史　別巻　文化遺産学習事典 大石　学　監修 学研教育出版
21 おじいちゃんが孫に語る戦争 田原　総一朗　作 講談社
21 まんがで語りつぐ広島の復興 手塚プロダクション　まんが 小学館クリエイティブ

28 時代を切り開いた世界の１０人　１～１０ 高木　まさき　監修 学研教育出版
28 時代を切り開いた世界の１０人　第２期１～１０ 高木　まさき　監修 学研教育出版
28 武田信玄と上杉謙信 小沢　章友　作 講談社
28 はじめての伝記１５話 西本　鶏介　監修 学研教育出版
28 伝説のメジャーリーガー デレク・ジーター デレク　ジーター　著 岩崎書店
31 地図で読む「国際関係」入門 眞　淳平　著 筑摩書房
36 池上彰さんと学ぶみんなのメディアリテラシー　１～３ 池上　彰　監修 学研教育出版
36 だいじょうぶ！親の離婚 ケント　ウインチェスター　著 日本評論社
36 大学で大人気の先生が語る〈恋愛〉と〈結婚〉の人間学 佐藤　剛史　著 岩波書店
36 フリーランスで生きるということ 川井　龍介　著 筑摩書房
36 おばあちゃん、おじいちゃんを知る本　３ 江頭　恵子　文 大月書店
37 いじめと戦おう！ 玉聞　伸啓　著 小学館
37 みつけちゃ王 金子　修　文 桜雲会
38 日本の伝統文化和食　１～６ 江原　絢子　監修 学研教育出版
38 みんなが知りたい！日本のユネスコ無形文化遺産がわかる本 カルチャーランド　著 メイツ出版
39 よくわかる自衛隊 志方　俊之　監修 ＰＨＰ研究所
40 レイトン教授とふしぎ！なぜ？かがくの話　１年生 栄光ゼミナール　監修 主婦と生活社
40 ＤＶＤ動画でわかる理科実験図鑑　３年～６年 林　四郎　監修 学研教育出版
40 ジュニア空想科学読本　４ 柳田　理科雄　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
40 でんじろう先生の学校の理科がぐんぐんわかるおもしろ実験 米村　でんじろう　監修 主婦と生活社
41 数に強くなろう ピーター　フランクル　著 岩波書店
43 周期表　完全版 エイドリアン　ディングル　文 玉川大学出版部

《《  ちしきの本    　　   》》
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44 新・天文学入門 嶺重　慎　編著 岩波書店
45 火山噴火 高田　亮　著 ＰＨＰ研究所
481 身近な危険生物対応マニュアル 今泉　忠明　監修　著 実業之日本社
481 沖縄美ら海水族館１００ 中村　武弘　写真 講談社
487 さかなだってねむるんです 伊藤　勝敏　写真 ポプラ社
49 人体キャラクター図鑑 坂井　建雄　監修 日本図書センター
51 橋の大解剖 五十畑　弘　監修 岩崎書店
58 大研究！チョコレートって楽しい！ 小川　京美　漫画 講談社ビーシー
59 かんたん！かわいい女の子の手芸＆工作ＢＯＯＫ ｎｉｋｏ　ｗｏｒｋｓ　著 メイツ出版
61 農業の発明発見物語　１，２ 小泉　光久　著 大月書店
62 おどろきいっぱい！トマト ひさかたチャイルド

64 子犬のきららと捨て犬・未来 今西　乃子　著 岩崎書店
65 木と日本人　１ ゆのき　ようこ　監修　文 理論社
70 グローブはかせの世界遺産迷路の旅 神山　ますみ　作 学研教育出版
72 こびと大図鑑 なばた　としたか　さく ロクリン社
72 お絵かき＆工作アイディア３６５ フィオナ　ワット　作 主婦の友社
75 本物そっくり！昆虫の立体切り紙 今森　光彦　著 日本ヴォーグ社
75 親子でいっしょにつくろう！女の子のおりがみ 青柳　祥子　著 成美堂出版
75 親子で遊べるだいにんきおりがみ１００ 主婦の友社　編 主婦の友社
76 世界の音楽なんでも事典 ジョー　フルマン　著 岩崎書店
783 試合で勝てる！小学生のドッジボール上達のコツ 都竹　真有美　監修 メイツ出版
79 おしゃれさんの茶道はじめて物語　４ 永井　郁子　著 淡交社
900 はじめての文学講義 中村　邦生　著 岩波書店

C いちについてよーいどん 宮崎　二美枝　脚本 童心社
《《  かみしばい     　　  》》
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