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ばしょ

ないよう

11月1日(日) 11月8日(日) 11月18日(水)

12月6日(日) 12月13日(日) 12月16日(水)

11月21日(土) ※１　11月28日(土) 11月7日(土)

12月19日(土) 12月5日(土)

赤ちゃんおはなし会０・１・２ ※２　11月18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
　　　　　　　　　　　　　　□要事前申込　□対象：０～２歳児とその保護者

あっぷっぷ
あたらしくはいったこどもの本

２０２０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 ｱ あおびょうたん あおき　ひろえ　作 理論社
E ｱ あかいしろくま 柴田　ケイコ　作　絵 ＰＨＰ研究所
E ｱ あさ 扇野　剛　ぶん 仮説社
E ｱ 雨の日の地下トンネル 鎌田　歩　作 アリス館
E ｱ あめかっぱ むらかみ　さおり　作 偕成社
E ｱ アルフィー ティラ　ヒーダー　作 絵本塾出版
E ｱ アンパンマンとぴいちくもり やなせ　たかし　作　絵 フレーベル館
E ｲ い～れ～て！ 中川　ひろたか　作 金の星社
E ｳ うどんできた！ 加藤　休ミ　さく 福音館書店
E ｳ うみでなんのぎょうれつ？ オームラ　トモコ　作 ポプラ社
E ｳ うりこひめとあまんじゃく 堀尾　青史　文 ＢＬ出版
E ｴ 英語で／日本語でよもう！つたえよう！金子みすゞ ふしぎ 金子　みすゞ　童謡 ＪＵＬＡ出版局
E ｵ おいらひょっとこ ザ　キャビンカンパニー　作　絵 ひさかたチャイルド

E ｵ おこりたくなったらやってみて！ オーレリー　シアン　ショウ　シーヌ　ぶん　え 主婦の友社
E ｵ おとなのなかのこども ヘンリー　ブラックショー　さく 化学同人
E ｵ おはようはりねずみくん 間部　香代　作 鈴木出版
E ｵ おふろ、はいる？ 飯野　和好　作 あかね書房
E ｵ おれ、きょうりゅうしんかんせん 片平　直樹　作 交通新聞社
E ｵ おれ、ピートくいたい マイケル　レックス　さく 評論社
E ｶ かえるじゃん つるた　あき　ぶん　え ＫＡＤＯＫＡＷＡ
E ｶ かなへび 竹中　践　ぶん 福音館書店
E ｷ きえるあひる なつめ　よしかず　さく 福音館書店
E ｷ きぼう コーリン　アーヴェリス　ぶん 評論社
E ｷ きらきら 新井　洋行　作　絵 くもん出版
E ｷ きりばあちゃんのともだち なかや　みわ　さく 小学館
E ｺ こわがりのちびかいじゅう マリオ　ラモ　絵　文 平凡社
E ｻ サミーとサルルのはじめてのおまっちゃ 永井　郁子　作 淡交社
E ｻ サンキュー、ヒーロー パトリシア　ヘガティ　文 化学同人

《《  えほん　        　　 》》
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E ｻ さんしょっ子 安房　直子　作 金の星社
E ｻ サンドイッチにはさまれたいやつよっといで 岡田　よしたか　著 佼成出版社
E ｼ しあわせなときの地図 フラン　ヌニョ　文 ほるぷ出版
E ｼ しかしか 山田　マチ　文 小学館
E ｼﾞ じごくにアイス ナカオ　マサトシ　作 ひさかたチャイルド

E ｼﾞ じごくバス 有田　奈央　作 ポプラ社
E ｼ しょうぼうしのくまさん フィービ　ウォージントン　さく　え 福音館書店
E ｽ スナックだいさくせん！ テリー　ボーダー　作 岩崎書店
E ｾ せとうちたいこさんふじさんのぼりタイ 長野　ヒデ子　さく 童心社
E ｿﾞ ゾウとともだちになったきっちゃん 入江　尚子　文 福音館書店
E ｿ そうたいせいりろんｆｏｒ ｂａｂｉｅｓ クリス　フェリー　さく サンマーク出版
E ﾀﾞ だれかなぁ？ みやにし　たつや　作　絵 鈴木出版
E ﾂ 月のふしぎ いしがき　わたる　え マイルスタッフ
E ﾆ 日本どっちからよんでも 本村　亜美　文 絵本館
E ﾆ にんじゃいぬタロー 渡辺　陽子　作 講談社
E ﾈ ねぎぼうずのあさたろう　その１１ 飯野　和好　作 福音館書店
E ﾈ ネコノテパンヤ 高木　さんご　作 ひさかたチャイルド

E ﾈ ねこのニャンルー どい　かや　作 偕成社
E ﾈ ねこはるすばん 町田　尚子　作 ほるぷ出版
E ﾊ はじめてのちきゅうえほん 斎藤　紀男　監修 パイインターナショナル

E ﾊ はぶらしくんです。 とよた　かずひこ　さく　え 童心社
E ﾊ ハロウィンのかぼちゃをかざろう パトリシア　トート　文 ＢＬ出版
E ﾊﾟ パンどろぼう 柴田　ケイコ　作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
E ﾊ はんぶんこ 多田　ヒロシ　作 こぐま社
E ﾎﾞ ボートやのくまさん フィービ　ウォージントン　さく　え 福音館書店
E ﾎﾞ ぼくのカメはどこ？ バーバラ　ボットナー　文 岩崎書店
E ﾎ ほげちゃんとおともだち やぎ　たみこ　作 偕成社
E ﾏ ママ、どっちがすき？ 織田　りねん　作 パイインターナショナル

E ﾏ まんぷくよこちょう なかざわ　くみこ　作 文溪堂
E ﾐ みんなでねんね 中川　ひろたか　文 光村教育図書
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E ﾔ やねうらべやのおばけ しおたに　まみこ　作 偕成社
E ﾕ ゆめみるひつじのおくりもの 刀根　里衣　絵　文 小学館
E ﾘ りょうしりきがくｆｏｒ ｂａｂｉｅｓ クリス　フェリー　さく サンマーク出版
E ﾜ わたしのやま フランソワ　オビノ　作 世界文化社
E ﾜ わにくんのだめだめきゅうり すみくら　ともこ　作 みらいパブリッシング

E ﾜ わんわんバス きむら　ゆういち　さく 新日本出版社

F-ｱｲ 原稿用紙１枚の物語 あいはら　まひろ　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
F-ｱｷ 一年間だけ。　１ 安芸　咲良　作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
F-ｱｼ うみのとしょかん　あらしがやってきた 葦原　かも　作 講談社
F-ｱｼ とどけ、サルハシ！ 葦原　かも　作 小峰書店
F-ｱﾏ オンライン！　（１９，２０） 雨蛙ミドリ　作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
F-ｲｶﾞ 恋する図書室　放課後、あこがれの先輩と 五十嵐　美怜　作 集英社
F-ｲｼ 拝啓パンクスノットデッドさま 石川　宏千花　作 くもん出版
F-ｲｼﾞ ゆめ☆かわ ここあのコスメボックス　ヒミツの恋とナイショのモデル 伊集院　くれあ　著 小学館
F-ｲﾜ おとうさんのかお 岩瀬　成子　作 佼成出版社
F-ｳﾁ れいとレイ うちやま　ともこ　作 絵本塾出版
F-ｶﾄﾞ おばけのアッチおもっちでおめでとう 角野　栄子　さく ポプラ社
F-ｶﾜ おじょうさま小学生はなこ 川之上　英子　作絵 岩崎書店
F-ｷﾀ おかしっこ学校はじめ組はじめてのドキドキにゅうがくしき 北川　チハル　作 東洋館出版社
F-ｺｳ この声とどけ！　恋がはじまる放送室☆ 神戸　遥真　作 集英社
F-ｺｳ この声とどけ！　恋がもつれる夏まつり！？ 神戸　遥真　作 集英社
F-ｺﾉ １％　１６ このはな　さくら　作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
F-ｺﾊﾞ 作家になりたい！　８ 小林　深雪　作 講談社
F-ｻｻ サード・プレイス ささき　あり　作 フレーベル館
F-ｻﾗ さらに、物語は迷いこむ 日本児童文学者協会　編 偕成社
F-ｼﾊﾞ 放課後、きみがピアノをひいていたから　出会い 柴野　理奈子　作 集英社
F-ｽﾐ あこがれの彼は生霊クン 住滝　良　作 講談社
F-ﾅｼ ココロ屋　つむぎのなやみ 梨屋　アリエ　作 文研出版
F-ﾅｽ めいたんていサムくん 那須　正幹　作 童心社

《《  日本のおはなし　　 》》
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F-ﾊﾗ かいけつゾロリのレッドダイヤをさがせ！！ 原　ゆたか　さく　え ポプラ社
F-ﾋﾛ ふしぎ駄菓子屋銭天堂　１４ 廣嶋　玲子　作 偕成社
F-ﾎﾘ セラピードッグのハナとわたし 堀　直子　作 文研出版
F-ﾐｽﾞ 名探偵コナン紺青の拳（フィスト） 水稀　 しま　著 小学館
F-ﾐﾀ キャベたまたんていこふん時代へタイムスリップ 三田村　信行　作 金の星社
F-ﾐﾄﾞ みんなの本 緑川　聖司　作 ポプラ社
F-ﾐﾄﾞ 灰色の本 緑川　聖司　作 ポプラ社
F-ﾐﾄﾞ わたしの本 緑川　聖司　作 ポプラ社
F-ﾐﾄﾞ あなたの本 緑川　聖司　作 ポプラ社
F-ﾐﾄﾞ みんなの本 緑川　聖司　作 ポプラ社
F-ﾐﾄﾞ 怪談収集家　山岸良介の最後の挨拶 緑川　聖司　作 ポプラ社
F-ﾐﾔ キミと、いつか。　伝えられない“言葉” 宮下　恵茉　作 集英社
F-ﾐﾕ 海色ダイアリー　おとなりさんは、五つ子アイドル！？ みゆ　作 集英社
F-ﾓﾘ 本屋のミミ、おでかけする！ 森　環　作 あかね書房
F-ﾔﾏ 神様のパッチワーク 山本　悦子　作 ポプラ社

N-ｸｴ ブラックホールの飼い方 ミシェル　クエヴァス　作 小学館
N-ｸﾞﾘ グリム童話 グリム　著 成美堂出版
N-ｺﾙ ザ・ランド・オブ・ストーリーズ　マザー・グースの日記 クリス　コルファー　著 平凡社
N-ｼﾞﾖ ミオととなりのマーメイド　（６，７） ミランダ　ジョーンズ　作 ポプラ社
N-ｽﾀ おじいちゃんとの最後の旅 ウルフ　スタルク　作 徳間書店
N-ﾌﾞｷ 不気味な叫び Ｒ．Ｌ．スタイン　監修 理論社
N-ﾍﾞﾒ かしこいうさぎのローズバッド ルドウィッヒ　ベーメルマンス　ぶん　え 大日本図書
N-ﾎｷ 宇宙の神秘 ルーシー　ホーキング　作 岩崎書店
N-ﾔﾝ ムーミン谷のおはなし トーベ　ヤンソン　原作 徳間書店
N-ﾘﾝ 名探偵カッレ　地主館の罠 アストリッド　リンドグレーン　作 岩波書店
N-ﾚｱ イルカと少年の歌 エリザベス　レアード　作 評論社
N-ﾚﾝ ヤング・シャーロック・ホームズ　（ｖｏｌ．１，ｖｏｌ．２，ｖｏｌ．３） アンドリュー　レーン　著 静山社

00 中高生の悩みを「理系センス」で解決する４０のヒント 竹内　薫　著 ＰＨＰ研究所

《《  外国のおはなし　　 》》

《《  ちしきの本    　　   》》
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11 死について考える本 メリー＝エレン　ウィルコックス　作 あかね書房
18 教えて、釈先生！子どものための仏教入門 釈　徹宗　著 講談社
20 古代遺跡のサバイバル　２ 洪　在徹　文 朝日新聞出版
23 セント・キルダの子 ベス　ウォーターズ　文　絵 岩波書店
24 ピラミッドのサバイバル　２ 洪　在徹　文 朝日新聞出版
28 くらべる戦国武将図鑑 武光　誠　監修 東京書店
29 たたかえ！４７都道府県ヒーローズ 山口　正　監修 朝日新聞出版
32 人権と自然をまもる法ときまり　２ 笹本　潤　法律監修 大月書店
33 世界がぐっと近くなるＳＤＧｓとボクらをつなぐ本 池上　彰　監修 学研プラス
36 コウノトリがはこんだんじゃないよ！ ロビー　Ｈ．ハリス　著 子どもの未来社
36 昔のお仕事大図鑑 小泉　和子　監修 日本図書センター
38 発見！日本一周妖怪めいろ　自然の巻 伊藤　まさあき　絵 汐文社
38 発見！日本一周妖怪めいろ　くらしの巻 伊藤　まさあき　絵 汐文社
38 発見！日本一周妖怪めいろ　名所の巻 伊藤　まさあき　絵 汐文社
40 ぐんぐん頭のよい子に育つよみきかせかがくのお話２５ 山下　美樹　作 西東社
40 潜入！天才科学者の実験室　（１，２） 佐藤　文隆　編著 汐文社
45 いつ？どこで？ビジュアル版巨大地震のしくみ　（１～３） 佐久間　博　編著 汐文社
45 台風の大研究 筆保　弘徳　編著 ＰＨＰ研究所
46 ずかんウイルス 武村　政春　監修 技術評論社
481 どっちがオス？どっちがメス？　新装版 今泉　忠明　監修 学研プラス
481 動物たちが教えてくれる海の中のくらし 佐藤　克文　文 福音館書店
486 戦うムシ大百科 岡島　秀治　監修 西東社
486 万葉と令和をつなぐアキアカネ 山口　進　写真　文 岩崎書店
50 トミカ超図鑑プレミアム ポプラ社
59 かんたん！おいしい！フォトジェニック・スイーツ　きらきら☆カラフルスイーツ 宮沢　うらら　著 汐文社
59 かんたん！おいしい！フォトジェニック・スイーツ　びっくり！そっくりスイーツ 宮沢　うらら　著 汐文社
59 かんたん！おいしい！フォトジェニック・スイーツ　ときめくパンアート 宮沢　うらら　著 汐文社
59 かんたん！おいしい！フォトジェニック・スイーツ　わくわく！へんしんスイーツ 宮沢　うらら　著 汐文社
61 お米をつくろう！ 山口　誠之　監修 岩崎書店
62 ケンさん、イチゴの虫をこらしめる 谷本　雄治　著 フレーベル館
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72 小学生から始めるマンガ教室 すぎやま　ゆうこ　監修　原作 大泉書店
75 英語でおりがみ いしかわ　まりこ　作 汐文社
75 うつして切るだけ！季節と行事のきりがみ　（１～４） いしかわ　まりこ　作 汐文社
77 市川染五郎と歌舞伎を観よう 小野　幸惠　著 岩崎書店
77 観世清和と能を観よう 小野　幸惠　著 岩崎書店
77 もっと！まじめにふまじめかいけつゾロリキャラクターブック 原　ゆたか　原作 ポプラ社
79 英語であやとり フィグインク　編 汐文社
79 はじめての将棋 藤子　Ｆ　不二雄　キャラクター原作 小学館
80 ＮＥＷマーク・記号の大百科　改訂版　（１～６） 太田　幸夫　監修 学研プラス
80 あいうえおさん 森　絵都　文 河出書房新社
83 絵で見てわかるえいごずかん　（１～５） 佐藤　久美子　監修 学研プラス
910 絵で見てわかるはじめての古典　（１巻～１０巻） 学研プラス
912 義経千本桜 越水　利江子　著 岩崎書店
912 弁天小僧 那須田　淳　著 岩崎書店
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