
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

※３　11月3日(日) 11月10日(日) 11月20日(水)

12月1日(日) 12月8日(日)

11月16日(土) ※１　11月23日(土) 11月5日(火)

12月21日(土) 12月7日(土)

赤ちゃんおはなし会０・１・２ ※２　11月20日(水)

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）

※３　やさしい古典のおはなし会＋１日限りのひだまり図書館　午後３時１５分～４時　　　

あっぷっぷ
あたらしくはいったこどもの本

２０１９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 ゴートンさんのじゃがいも 柿田　ゆかり　作　絵 赤ちゃんとママ社
E うみのあじ たけがみ　たえ　作 あかね書房
E さがしてみよう！鉄道のおしごと ヤマグチ　アキラ　作　絵 朝日新聞出版
E いきもの漢字図 えざき　みつる　作 あすなろ書房
E はたけのごちそうなーんだ？くだもの すずき　もも　作 アリス館
E チリとチリリあめのひのおはなし どい　かや　作 アリス館
E ぼっちとぽっち くつしたのおはなし まつばら　のりこ　さく　え 岩崎書店
E ハロウィーンくまちゃん シャーリー　パレントー　ぶん 岩崎書店
E ナイチンゲール アンデルセン　作 岩波書店
E ゆめみるどうぶつたち イザベル　シムレール　文　絵 岩波書店
E くだものたちのないしょだよ はせがわ　かこ　作 ＷＡＶＥ出版
E とんでいったふうせんは ジェシー　オリベロス　文 絵本塾出版
E おつきさまのともだち カワチ　レン　作　絵 学研プラス
E あめふりぼうず せな　けいこ　作　絵 金の星社
E きみののぞみはなんですか？ 五味　太郎　著 ＫＴＣ中央出版
E しろとくろ きくち　ちき　作 講談社
E おおにしせんせい 長谷川　義史　作 講談社
E へんしん！いろいろれっしゃ ふくなが　じゅんぺい　さく 交通新聞社
E なんみんってよばないで。 ケイト　ミルナー　さく 合同出版
E わたしはいつも よしだ　るみ　さく　え 国土社
E ねことねこ 町田　尚子　作 こぐま社
E お月みまでの７にちかん あらい　しのぶ　さく 三恵社
E クリスマスのまえのよる クレメント　Ｃ．ムーア　詩 主婦の友社
E さわるめいろ　３ 村山　純子　著 小学館
E としょかん町のバス イクタケ　マコト　絵 少年写真新聞社
E おそろしいよる きむら　ゆういち　作 鈴木出版
E とんたんイスたん 新井　洋行　作　絵 大日本図書
E でんぐりごろりん ふくだ　じゅんこ　作 大日本図書

《《  えほん　        　　 》》
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E たたたんたたたん 内田　麟太郎　文 童心社
E みず 日本地下水学会市民コミュニケーション委員会　監修 パイインターナショナル

E どうぶつパンパン ザ　キャビンカンパニー　著 白泉社
E やさいばたけカーレース やぎ　たみこ　著 白泉社
E まめざらちゃん あさの　ますみ　文 白泉社
E やさいのがっこう キャベツくんおはなになる？ なかや　みわ　さく 白泉社
E えんふねにのって ひがし　ちから　作 ＢＬ出版
E ゾウ ジェニ　デズモンド　さく ＢＬ出版
E どうぶつパンやさん さとう　めぐみ　作　絵 ひかりのくに
E そっくりこ 中川　ひろたか　文 ひかりのくに
E グリドングリドン 宮西　達也　作　絵 ひかりのくに
E おばけばたけのおふろやさん とよた　かずひこ　作　絵 ひさかたチャイルド

E もじもじこぶくん 小野寺　悦子　ぶん 福音館書店
E みち 五味　太郎　さく 福音館書店
E まるのおうさま 谷川　俊太郎　ぶん 福音館書店
E のうさぎ 高橋　喜平　ぶん 福音館書店
E ながーいはなでなにするの？ 齋藤　槙　さく 福音館書店
E まんまるダイズみそづくり ミノオカ　リョウスケ　さく 福音館書店
E アンパンマンともぐりん やなせ　たかし　作　絵 フレーベル館
E かぜがふくふく 田島　征三　作 フレーベル館
E いっぽんのきのえだ コンスタンス　アンダーソン　作 ほるぷ出版
E わたしは生きてるさくらんぼ デルモア　シュワルツ　ぶん ほるぷ出版
E ほら、ここにいるよ オリヴァー　ジェファーズ　さく ほるぷ出版
E オレ、おおきくなるのいや デヴ　ペティ　ぶん マイクロマガジン社

E オレ、なんにもしたくない デヴ　ペティ　ぶん マイクロマガジン社

E ゆらちゃんのおはかまいり ゆらちゃんのぱぱ　さく 「ゆらちゃんのおはかまいり」制作委員会

F-ｲﾜ もうひとつの曲がり角 岩瀬　成子　著 講談社
F-ｳｵ みかん、好き？ 魚住　直子　著 講談社
F-ｵｸ よるのまんなか おくはら　ゆめ　作絵 理論社

《《  日本のおはなし　　 》》
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F-ｶｼ モンスター・ホテルでオリンピック 柏葉　幸子　作 小峰書店
F-ｶﾄﾞ アッチとドッチのフルーツポンチ 角野　栄子　さく ポプラ社
F-ｶﾄﾞ 境い目なしの世界 角野　栄子　著 理論社
F-ｷﾀ だれもしらない図書館のひみつ 北川　チハル　作 汐文社
F-ｻｲ モノクロームの不思議 斉藤　洋　作 静山社
F-ｿｳ ぼくらの地下迷路 宗田　理　作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
F-ﾀﾅ 落語少年サダキチ　さん 田中　啓文　作 福音館書店
F-ﾂｸ ねこやなぎ食堂　レシピ１ つくも　ようこ　作 講談社
F-ﾄﾛ おしりたんてい ラッキーキャットはだれのてに！ トロル　さく　え ポプラ社
F-ﾅｶ 八月のひかり 中島　信子　著 汐文社
F-ﾐﾄﾞ 怪談収集家 山岸良介の妖しい日常 緑川　聖司　作 ポプラ社
F-ﾑﾗ フルーツふれんずスイカちゃん 村上　しいこ　作 あかね書房
F-ﾔﾏ 犬がすきなぼくとおじさんとシロ 山本　悦子　作 岩崎書店

N-ｱﾂ クレンショーがあらわれて キャサリン　アップルゲイト　作 フレーベル館
N-ｸﾗ オオカミが来た朝 ジュディス　クラーク　著 福音館書店
N-ｹﾞｲ 魔法使いマーリンの犬　続 エリック　カーン　ゲイル　作 評論社
N-ﾉﾘ マイク アンドリュー　ノリス　著 小学館
N-ﾔｳﾞ アンチ ヨナタン　ヤヴィン　作 岩波書店

21 ニュースからくらしまで絵と新聞でわかる平成時代 理論社
21 古墳のなぞがわかる本 河野　正訓　監修 岩崎書店
28 ルイ・ブライユ 岡田　好惠　文 学研プラス
30 義足と歩む 松島　恵利子　著 汐文社
30 世の中のしくみ 小学校社会科授業づくり研究会　著 誠文堂新光社
37 勉強脳のつくり方 池谷　裕二　監修 日本図書センター
38 お手玉を楽しむ ＷＩＬＬこども知育研究所　編　著 金の星社
38 あやとり・おはじきを楽しむ ＷＩＬＬこども知育研究所　編　著 金の星社
38 桃太郎は盗人なのか？ 倉持　よつば　著 新日本出版社
40 科学者の目 かこ　さとし　文と絵 童心社

《《  外国のおはなし　　 》》

《《  ちしきの本    　　   》》
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42 なんでもはかれる！単位の本 石倉　ヒロユキ　編著 岩崎書店
44 宇宙の終わりってどうなるの？ 佐藤　勝彦　監修 誠文堂新光社
481 海辺の生きもの大探検！ 川嶋　一成　著 ＰＨＰ研究所
486 ふしぎないきものツノゼミ 丸山　宗利　写真　文 あかね書房
51 ごみについて調べよう　１，３ 岡山　朋子　監修 あかね書房
51 わきだせ！いのちの水 たけたに　ちほみ　著 フレーベル館
54 未来を変えるロボット図鑑 ルーシー　ロジャーズ　ほか監修 創元社
64 すてねこたちに未来を 菅　聖子　著 汐文社
65 きほんの木　大きくなる 姉崎　一馬　写真 アリス館
76 ものがたり西洋音楽史 近藤　譲　著 岩波書店

79
あいかわらず超超超超超超超超超超超超超超超超超超
超越超超超超超超超超超超超むずかしい脳がひっくり
かえるまちがいさがし

脳がひっくりかえるまちがいさがし
制作委員会　著 ワニブックス

81 齋藤孝のこくご教科書 齋藤　孝　著 致知出版社
81 小学漢字１０２６字の正しい書き方・使い方 小学館国語辞典編集部　編 小学館
81 スイスイ！ラクラク！！読書感想文　小学１・２年生 成美堂出版編集部　編 成美堂出版
81 スイスイ！ラクラク！！読書感想文　小学３・４年生 成美堂出版編集部　編 成美堂出版
81 スイスイ！ラクラク！！読書感想文　小学５・６年生 成美堂出版編集部　編 成美堂出版
81 自分で考え、自分で書くためのゆかいな文章教室 今野　真二　著 河出書房新社
83 パンダでおぼえる英会話 学研プラス　編 学研プラス

C ちまきまきまき 土田　義晴　脚本　絵 童心社
C おべんとうわくわくせーのパカッ！ 礒　みゆき　脚本 童心社
C ぞうさんあそぼ こが　ようこ　脚本 童心社
C たまごからだ～れかな 和歌山　静子　脚本　絵 童心社

《《  かみしばい     　　  》》
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