
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

10月5日(日) 10月1日(水) 10月15日(水)

11月2日(日) 11月5日(水) 11月19日(水)

10月25日(土) 10月25日(土) 10月4日(土)

11月15日(土) 11月22日(土) 11月1日(土)

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

おはなしのへや

中央図書館 東宇治図書館

あっぷっぷ
あたらしくはいったこどもの本

２０１４年１０月号

おはなしかい

西宇治図書館

10月～11月のおはなしかい・おはなしのへや　　　　　　　　　　３時３０分～４時



分類 書名 著者名 出版社

E ようかいガマとの　おエドでうちゅうじん よしなが　こうたく　さく あかね書房
E あきちゃった！ アントワネット　ポーティス　作 あすなろ書房
E おやすみなさい ヴィルジニー　アラジディ　ぶん アノニマ・スタジオ

E どうぶつしんちょうそくてい 聞かせ屋。けいたろう　文 アリス館
E パパはわるものチャンピオン 板橋　雅弘　作 岩崎書店
E こどものじかん ギョウ　フジカワ　さく 岩崎書店
E かがみのなか 恩田　陸　作 岩崎書店
E ぬいぐるみおとまりかい 風木　一人　作 岩崎書店
E おふろでじゃぶじゃぶ フィリス　ゲイシャイトー　ぶん 岩崎書店
E つきがいちばんちかづくよる 竹下　文子　作 岩崎書店
E かげのひこうき 五味　太郎　作 偕成社
E ヘンテコクレヨン みやにし　たつや　作　絵 学研教育出版
E どんぐりむらのほんやさん なかや　みわ　さく 学研教育出版
E おとぎれっしゃしゅっぱつしんこう！ 間瀬　なおかた　作　絵 金の星社
E すすめ！きゅうじょたい 竹下　文子　文 金の星社
E どん！ 西村　敏雄　作　絵 金の星社
E じつはよるのほんだなは 澤野　秋文　作 講談社
E しあわせのドクターイエロー 溝口　イタル　え 交通新聞社
E しんかんせんの１にち 溝口　イタル　え 交通新聞社
E げんばくとげんぱつ 増山　麗奈　文　絵 子どもの未来社
E はなちゃんとぷーのおみせやさん ねこ　しおり　さく 小峰書店
E てるてるひめ 宇津木　秀甫　文 新日本出版社
E ハッピー、ラッキーヤギダンス 長谷川　知子　ぶん　え 新日本出版社
E トラネコとクロネコ 宮西　達也　作絵 鈴木出版
E じゃがいもじゃがじゃがさつまいも 長野　ヒデ子　作　絵 世界文化社
E どっしーん！ 岩田　明子　ぶん　え 大日本図書
E たかこ 清水　真裕　文 童心社
E とまとさんがね… とよた　かずひこ　さく　え 童心社

《《  えほん　        　　 》》
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E ミケランジェロ キアーラ　ロッサーニ　文 西村書店
E いつまでも大切なもの ヘルヤ　リウッコ＝スンドストロム　文　陶板 猫の言葉社
E ピーター バーナデット　ワッツ　作 ＢＬ出版
E ぼくのおじいちゃん マルタ　アルテス　作 ＢＬ出版
E おはなしばあさんと風来坊 川端　誠　作　絵 ＢＬ出版
E チューせんせいはおいしゃさん いもと　ようこ　作　絵 ひかりのくに
E ごみしゅうしゅうしゃのゴンちゃん おおはし　えみこ　作 ひさかたチャイルド

E おじさんとすべりだい 谷口　國博　文 ひさかたチャイルド

E とっくんトラックもりへぶぶー いわむら　かずお　作　絵 ひさかたチャイルド

E はじめはタマゴ ローラ　ヴァッカロ　シーガー　さく 評論社
E どっとこどうぶつえん 中村　至男　さく 福音館書店
E はだしになっちゃえ 小長谷　清実　ぶん 福音館書店
E なわとびしましょ 長谷川　義史　著 復刊ドットコム
E かわいいかくれんぼ わらべ　きみか　絵 フレーベル館
E さばくのくいしんぼ 佐々木　マキ　作　絵 フレーベル館
E あめのひに チェ　ソンオク　作 ブロンズ新社
E ふたごのどんぐり 上野　与志　作 文研出版
E 不思議の国のシロウサギかあさん ジル　バシュレ　文　絵 平凡社
E 悟空、やっぱりきみがすき！ 向　華　作 ポプラ社
E ぞうまうぞ・さるのるさ 石津　ちひろ　ことば ポプラ社
E あげます。 浜田　桂子　作 ポプラ社
E おどかさないでよ、ガオくん！ トマス　テイラー　さく ほるぷ出版
E トラさん、あばれる ピーター　ブラウン　作 光村教育図書

F-ｱｼ まよなかのぎゅうぎゅうネコ 葦原　かも　作 講談社
F-ｱﾝ ルルとララのコットンのマカロン あんびる　やすこ　作　絵 岩崎書店
F-ｳﾙ スワン 漆原　智良　文 アリス館
F-ｶｶﾞ さきがけの炎 香谷　美季　作 講談社
F-ｶｼ モンスター・ホテルでたんていだん 柏葉　幸子　作 小峰書店
F-ｶｾﾞ クリスタルエッジ目指せ４回転！ 風野　潮　著 講談社

《《  日本のおはなし　　 》》
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F-ｸﾂ 光のうつしえ 朽木　祥　作 講談社
F-ｸﾛ 瀬戸内海賊物語 黒田　晶　著 静山社
F-ｸﾝ げんきのみかたパンツちゃん 薫　くみこ　作 ポプラ社
F-ｺｸﾞ サトミちゃんちの１男子　３ こぐれ　京　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
F-ｻｲ がっこうのおばけずかん　あかずのきょうしつ 斉藤　洋　作 講談社
F-ｽｷﾞ とっておきの名探偵 杉山　亮　作 偕成社
F-ｽｷﾞ ３びきのお医者さん 杉山　亮　作 佼成出版社
F-ｽﾐ お姫さまドレスは知っている 住滝　良　文 講談社
F-ﾀｶ いっしょにアんべ！ 高森　美由紀　作 フレーベル館
F-ﾅｶ ユキとヨンホ 中川　なをみ　作 新日本出版社
F-ﾅﾂ ひみつの占星術クラブ　２ 夏奈　ゆら　作 ポプラ社
F-ﾊﾗ かいけつゾロリの大まじんをさがせ！！ 原　ゆたか　さく・え ポプラ社
F-ﾌｼﾞ 一夜姫事件 藤野　恵美　作 講談社
F-ﾎﾈ ほねほねザウルス　８～１０ カバヤ食品株式会社　原案　監修 岩崎書店
F-ﾑﾗ ダッシュ！ 村上　しいこ　著 講談社
F-ﾓｲ ドラゴンはスーパーマン 茂市　久美子　作 国土社
F-ﾔﾏ ななとさきちゃんふたりはペア 山本　悦子　作 岩崎書店
F-ﾚｲ なりたい二人 令丈　ヒロ子　作 ＰＨＰ研究所

N-ｳｴ 真夜中の電話 ロバート　ウェストール　作 徳間書店
N-ｴｸﾞ 男と四人のおよめさん 江口　一久　文 松香堂
N-ｵｽﾞ 世紀のマジック・ショー メアリー　ポープ　オズボーン　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
N-ｺﾝ お話きかせてクリストフ ニキ　コーンウェル　作 文研出版
N-ｼﾔ なくなったかいものメモ マージョリー　Ｗ．シャーマット　ぶん 大日本図書
N-ｼﾕ フローラとパウラと妖精の森　２ タニヤ　シュテーブナー　著 学研教育出版
N-ｿﾝ ヴァンパイレーツ　１～１４ ジャスティン　ソンパー　作 岩崎書店
N-ﾈｽﾞ メリサンド姫 Ｅ．ネズビット　作 小峰書店
N-ﾊﾞｳ オズの魔法使い Ｌ．フランク　ボーム　作 角川書店
N-ﾊﾟｸ 魔法の泉への道 リンダ　スー　パーク　著 あすなろ書房
N-ﾊｼﾞ はじめての北欧神話 菱木　晃子　文 徳間書店

《《  外国のおはなし　　 》》
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N-ﾊｼﾞ はじめてのギリシア神話 尾高　薫　文 徳間書店
N-ﾎ カンボジアの大地に生きて ミンフォン　ホー　作 さ・え・ら書房
N-ﾏﾚ マレフィセント エリザベス　ルドニック　作 偕成社
N-ﾗﾝ 六人の探偵たち　上，下 アーサー　ランサム　作 岩波書店

01 今こそ読みたい児童文学１００ 赤木　かん子　著 筑摩書房
18 １３歳からの仏教 龍谷総合学園　編 本願寺出版社
20 失われた文明の大百科 学研教育出版　編 学研教育出版
28 飛べ！龍馬 小沢　章友　作 講談社
28 信長・秀吉・家康 小沢　章友　著 集英社
28 蛙となれよ冷し瓜 マシュー　ゴラブ　文 岩波書店
32 十代のきみたちへ 日野原　重明　著 冨山房インターナショナル

36 しあわせに働ける社会へ 竹信　三恵子　著 岩波書店
36 しごとば　もっと 鈴木　のりたけ　作 ブロンズ新社
38 子どもに伝えたい春夏秋冬　和の行事を楽しむ絵本 三浦　康子　著 永岡書店
41 算数が好きになる本 芳沢　光雄　著 講談社
42 １４歳のための時間論 佐治　晴夫　著 春秋社
42 アインシュタインと相対性理論 Ｊｅｒｏｍｅ　Ｐｏｈｌｅｎ　著 丸善出版
44 星ごよみ 林　完次　写真　文 山川出版社
45 石の卵 山田　英春　文　写真 福音館書店
484 ここにいるよ！ナメクジ 皆越　ようせい　写真　文 ポプラ社
486 イヤムシずかん 盛口　満　文と絵 ハッピーオウル社
486 昆虫のクイズ図鑑 学研教育出版
488 カラスのひみつ 松原　始　監修 ＰＨＰ研究所
489 パンダのひみつ 池田　菜津美　文 新日本出版社
49 目のしくみ大研究 根木　昭　監修 ＰＨＰ研究所
53 宇宙飛行士入門 渡辺　勝巳　監修 小学館
59 １３歳からの料理のきほん３４ アントラム栢木利美　著 海竜社
64 １００グラムのいのち 太田　京子　著 岩崎書店
79 おかあさんとなぞなぞようちえん 本間　正夫　作 高橋書店

《《  ちしきの本    　　   》》
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79 おともだちとなぞなぞ１・２年生 本間　正夫　作 高橋書店
79 みんなでなぞなぞ３・４年生 本間　正夫　作 高橋書店
80 ずかん文字 八杉　佳穂　監修 技術評論社
908 王子と王女の本 ルース　マニング＝サンダーズ　編著 復刊ドットコム
908 ５分後に意外な結末　１ 学研教育出版
908 創造力と表現力を育むこわくてたのしいおばけの話９０ 田島　信元　監修 東京書店
910 平安女子の楽しい！生活 川村　裕子　著 岩波書店
910 古典を読んでみましょう 橋本　治　著 筑摩書房
911 あっぱれのはらうた くどう　なおこ　詩　文 童話屋
931 魂をゆさぶる歌に出会う ウェルズ恵子　著 岩波書店
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