
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

※１　11月3日(水・祝) 11月14日(日) 11月17日(水)

12月5日(日) 12月12日(日) 12月15日(水)

11月20日(土) ※２　11月27日(土) 11月6日(土)

12月18日(土) 12月4日(土)

赤ちゃんおはなし会０・１・２ ※３　11月17日(水)

あっぷっぷ
あたらしくはいったこどもの本

２０２１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

※２　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

　※３　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(１１月２日～）　□対象：０～２歳児とその保護者

※緊急事態宣言発出中のおはなし会は中止となります

　　　　　　   ※１　中央図書館１１月のおはなし会は３日（水曜・祝日）です。



分類 書名 著者名 出版社

E ｱ あっ！そうなんだ！わたしのからだ 中野　久恵　編著 エイデル研究所
E ｱ ありがとうのうたをうたえば マイケル　モーパーゴ　さく 小学館
E ｲ いきものづくしものづくし　（４～６） 内城　葉子　ほか作 福音館書店
E ｲ いただきまーす ａｃｃｏｔｏｔｏ　さく 大日本図書
E ｲ いちにちだじゃれ ふくべ　あきひろ　さく ＰＨＰ研究所
E ｲ 因幡の素兎オオナムチ 飯野　和好　文　絵 パイインターナショナル

E ｳ うんちしたあとどうなるの？ ジェーン　カーツ　さく 潮出版社
E ｵ おさるのジョージうんどうかいにでる Ｍ．レイ　原作 岩波書店
E ｵ おさるのジョージとうひょうをする Ｍ．レイ　原作 岩波書店
E ｵ おじいちゃんのねがいごと パトリシア　マクラクラン　文 光村教育図書
E ｵ おじさんのぼうしはどこいった？ ジョアン　Ｌ．ノドセット　ぶん 出版ワークス
E ｵ おつきさまのパンケーキ 真珠　まりこ　作　絵 ほるぷ出版
E ｵ おばけくんのハロウィン 新井　洋行　作　絵 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
E ｵ おふろひえてます とよた　かずひこ　作　絵 ひさかたチャイルド

E ｶ カサコソのかくれんぼ ザ　キャビンカンパニー　作　絵 偕成社
E ｶ カピバラのだるまさんがころんだ 中川　ひろたか　作 金の星社
E ｷ きょうものはらで エズラ　ジャック　キーツ　え 好学社
E ｷ 恐竜トリケラトプスとティラノクイーン 黒川　みつひろ　作　絵 小峰書店
E ｷ きょうりゅうレディ リンダ　スキアース　作 出版ワークス
E ｷﾞ ぎんいろのねこ あまん　きみこ　作 金の星社
E ｹ ケイン、きょうもよろしくね！ ソン　ギヨク　文 新日本出版社
E ｺ こうじしてます こつこつこーん くにすえ　たくし　え 視覚デザイン研究所

E ｺﾞ ゴリラさんは 北村　裕花　作 講談社
E ｼﾞ じっちょりんのあるくみち かとう　あじゅ　作 文溪堂
E ｼﾞ ジュゴンの帰る海 浦島　悦子　作 ハモニカブックス
E ｼﾞ じゅんばんなんてきにしない テリー　ミルン　作 ＢＬ出版

《《  えほん　        　　 》》
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E ｼ しらすどん 最勝寺　朋子　作　絵 岩崎書店
E ｽ すうがくでせかいをみるの ミゲル　タンコ　作 ほるぷ出版
E ｽ すごい！どうぶつパーク いしかわ　こうじ　作　絵 童心社
E ｽ すやすやおやすみ 石津　ちひろ　ぶん 福音館書店
E ｾ せんろはつづくにほんいっしゅう 鈴木　まもる　文　絵 金の星社
E ｿ そらからおちてきてん ジョン　クラッセン　作 クレヨンハウス
E ﾀ たいようがわらってる 川平　慈英　さく 学研プラス
E ﾁ ちいさなジーコ ひらまつ　りつこ　作 金の星社
E ﾁ ちいさなちいさな マリウス　マルツィンケヴィチウス　し 銀の鈴社
E ﾁ チリとチリリよるのおはなし どい　かや　作 アリス館
E ﾁ チリンでんしゃ 大原　悦子　文 福音館書店
E ﾂ ついてくる 小川　育　作　絵 教育画劇
E ﾃﾞ ディアボーイ パリス　ローゼンタール　ぶん 主婦の友社
E ﾄﾞ どうぶつせんきょ アンドレ　ホドリゲス　作 ほるぷ出版
E ﾄ としょかんはどこへ？ ジョシュ　ファンク　ぶん イマジネイション・プラス

E ﾄ トムとジェリーをさがせ！わくわく！オリンピック＆パラリンピック 宮村　奈穂　絵 河出書房新社
E ﾄﾞ ドングリのあなどうしてあいたの？ 箕輪　義隆　え 文一総合出版
E ﾄﾞ どんなはながさく？ きのした　けい　作 コクヨ
E ﾅ 仲間と暮らすニホンザル 福田　幸広　写真 文一総合出版
E ﾅ なつのおうじゃおにやんま 谷本　雄治　文 文溪堂
E ﾅ なんだかたのしそう 古内　ヨシ　作 絵本館
E ﾉ 野ばらの村のけっこんしき ジル　バークレム　作　絵 出版ワークス
E ﾊﾞ バーナバスのだいだっそう ファン　ブラザーズ　作 学研プラス
E ﾊﾞ ばあばにえがおをとどけてあげる コーリン　アーヴェリス　ぶん 評論社
E ﾊ ＨＡＣＨＩ－ハチ－ さくらば　えいえつ　作 日本食糧新聞社
E ﾊﾟ パパとタイガのとびっきりキャンプ！ セバスチャン　ブラウン　さく 教育画劇
E ﾊ はろるどのたからさがし クロケット　ジョンソン　原作 出版ワークス
E ﾊﾟ パンダツアー のはな　はるか　著 白泉社
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E ﾌ ふかふか おの　かつこ　さく　え 国土社
E ﾌﾞ ぶくぶくざばあ 新井　洋行　作 講談社
E ﾍ ヘレーじいさんのうた 肥田　美代子　文 文研出版
E ﾍ へんがおたいそう 鈴木　のりたけ　絵と文 ＮＨＫ出版
E ﾎﾟ ポッポーきかんしゃよるさんぽ とよた　かずひこ　著 アリス館
E ﾏ まっくろ 高崎　卓馬　作 講談社
E ﾏ 真夜中のちいさなようせい シン　ソンミ　絵と文 ポプラ社
E ﾔ やさいさん ｔｕｐｅｒａ　ｔｕｐｅｒａ　さく 学研プラス
E ﾖ よあけ あべ　弘士　作 偕成社
E ﾜ わたしのバイソン ガヤ　ヴィズニウスキ　作 偕成社

F-ｱｷ 一年間だけ。　８ 安芸　咲良　作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
F-ｱﾝ ルルとララのガトーショコラ あんびる　やすこ　作　絵 岩崎書店
F-ｲｹ ダヤンと霧の竜 池田　あきこ　著 ほるぷ出版
F-ｲﾄ おさるのゆめ いとう　ひろし　作　絵 講談社
F-ｵﾁ 天の台所 落合　由佳　著 講談社
F-ｶﾄﾞ おばけのソッチぞびぞびどうぶつえん 角野　栄子　さく ポプラ社
F-ｸﾎﾞ 小説となりのトトロ 宮崎　駿　原作　絵 スタジオジブリ
F-ｸﾛ ＃マイネーム 黒川　裕子　作 さ・え・ら書房
F-ｺﾃﾞ うさぎのマリーのフルーツパーラー　まいごのこねこ 小手鞠　るい　さく 講談社
F-ｺﾉ スキ・キライ相関図　４ このはな　さくら　作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
F-ｺﾞﾋﾞ ５秒後に意外な結末　オイディプスの黒い真実 桃戸　ハル　編著 学研プラス
F-ｺﾞﾌ ５分で読書　昼休みの冒険 更伊　俊介　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
F-ｻｲ もうひとつのアンデルセン童話 斉藤　洋　作 偕成社
F-ｻｸ 交換ウソ日記　１ 櫻　いいよ　著 スターツ出版
F-ｻﾄ 恐怖コレクター　巻ノ１６ 佐東　みどり　作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
F-ﾀｶ 君のとなりで。　５ 高杉　六花　作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
F-ﾄﾓ ジャノメ 戸森　しるこ　作 静山社

《《  日本のおはなし　　 》》

4



F-ﾅｶ パパはカッパか！？ 中山　聖子　作 文研出版
F-ﾅｽ めいたんていサムくんとなぞの地図 那須　正幹　作 童心社

F-ﾊﾔ 都会
ま ち

のトム＆ソーヤ　１７ はやみね　かおる　著 講談社

F-ﾋﾛ 妖怪の子預かります　１０ 廣嶋　玲子　作 東京創元社
F-ﾋﾛ 怪奇漢方桃印　いかがかな？相思相愛香 廣嶋　玲子　作 講談社
F-ﾋﾛ 怪奇漢方桃印　ぴったりなのね木偶人形心丹 廣嶋　玲子　作 講談社
F-ﾋﾛ 怪奇漢方桃印　なかなかやばいの違反解除湯 廣嶋　玲子　作 講談社
F-ﾑﾗ 体育がある 村中　李衣　作 文研出版
F-ﾖｼ どーすんの！？おもちゃゲット大作戦 吉田　純子　作 ポプラ社
F-ﾗｽ ラストで君は「まさか！」と言う　素敵なカン違い ＰＨＰ研究所　編 ＰＨＰ研究所

N-ｱﾃﾞ オリシャ戦記　ＰＡＲＴ２ トミ　アデイェミ　著 静山社
N-ｱﾙ 青いつばさ シェフ　アールツ　作 徳間書店
N-ｼﾕ おてんばヨリーとひげおじさん アニー　Ｍ．Ｇ．シュミット　作 岩波書店
N-ﾁﾔ オレのジタバタ記 常　新港　作 樹立社
N-ﾊﾞﾙ パリ・オペラ座バレエ学校物語 エリザベット　バルフェティ　著 竹書房
N-ﾌﾞﾗ 物語王さまとかじや ジェイコブ　ブランク　文 徳間書店

03 モノのなまえ事典　まだある！！アレにもコレにも！ 杉村　喜光　文 ポプラ社
15 １０歳のミッション 齋藤　孝　著 幻冬舎
15 修造流・逆転の発想法 松岡　修造　著 ＰＨＰ研究所
28 死にざま図鑑 沖元　友佳　文 ポプラ社
28 早すぎた天才 大野　正人　著 文響社
31 きみのまちに未来はあるか？ 除本　理史　著 岩波書店
33 みんなで学ぼう１７のゴールイラストブックＳＤＧｓ ルイーズ　スピルズベリー　文 岩崎書店
33 ＳＤＧｓ入門 蟹江　憲史　著 岩波書店
36 みんな自分らしくいるためのはじめてのＬＧＢＴ 遠藤　まめた　著 筑摩書房

《《  外国のおはなし　　 》》

《《  ちしきの本    　　   》》
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36 世界じゅうの女の子のための日 ジェシカ　ハンフリーズ　文 大月書店
38 せかいのりょうり ＷＡＬＮＵＴ　絵 小学館
38 ドラえもん探究ワールド衣服と制服のひみつ 藤子　Ｆ　不二雄　まんが 小学館
38 世界のことわざ 時田　昌瑞　監修 ナツメ社
40 空想科学「理科」読本　エネルギー・地球編 柳田　理科雄　作 講談社
40 空想科学「理科」読本　粒子・生命編 柳田　理科雄　作 講談社
40 実験でわかる発見・発明大百科　（１～３） 米村　でんじろう　監修 新日本出版社
41 世界一トホホな算数事典 細水　保宏　監修 西東社
41 深掘り！中学数学 坂間　千秋　著 岩波書店
43 世界でいちばん美しいこども元素ずかん セオドア　グレイ　著 創元社
46 ゲッチョ先生と行く沖縄自然探検 盛口　満　著 岩波書店
480 ドラえもん探究ワールド動物園のなぞ 藤子　Ｆ　不二雄　まんが 小学館
481 もしも動物と話せたら？ ジェイソン　ビッテル　文 化学同人
486 虫っておもしろい！どうなるの？虫がいなくなったら 養老　孟司　文 新日本出版社
489 どっちが強い！？クロヒョウｖｓマンドリル ジノ　ストーリー ＫＡＤＯＫＡＷＡ
49 はたらく細胞めくって学べる！からだのしくみ 講談社　編 講談社
49 栄養素ヒーロー図鑑 土屋　京子　監修 カンゼン
49 ちゃんと知りたい「がん」のこと　３ 保坂　隆　監修 汐文社
50 トミカのひみつ１００ ポプラ社
50 ドラえもん科学ワールド未来をつくる生き物と技術 藤子　Ｆ　不二雄　まんが 小学館
51 まちのナニコレ？図鑑 小学館
51 調べてわかる！日本の川　１ 佐久間　博　編著 汐文社
53 そらをとぶのりものえほん 秋本　俊二　監修 スタジオタッククリエイティブ

59 はじめてでもかんたん！小学生のお料理レシピ 川平　稔己　監修 成美堂出版
59 はじめてのおさいほうＢＯＯＫ　手ぬい編 高橋　恵美子　著 日東書院本社
65 クマが出た！助けてベアドッグ 太田　京子　著 岩崎書店
69 通信会社図鑑 ＮＴＴ東日本　監修 日経ＢＰ
70 アートって何だろう 中島　裕司　訳 保育社
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75 すてきなタータンチェック 奥田　実紀　文 福音館書店
780 東京２０２０オリンピック・パラリンピック公式競技図鑑 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
83 なんで英語、勉強すんの？ 鳥飼　玖美子　著 岩波書店

C おちちゃった 内田　麟太郎　脚本 童心社
C ピエリーノとまじょ さえぐさ　ひろこ　脚本 童心社
C だーれかな？ 武田　美穂　脚本　絵 童心社

《《  かみしばい     　　  》》
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