
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4日(日) 10月7日(水) 10月21日(水)

11月1日(日) 11月11日(水) 11月18日(水)

10月17日(土) ※　10月24日(土) 10月3日(土)

11月21日(土) ※　11月28日(土) 11月7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１０月号

１０月～１１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 カメくんとアップルパイ 谷口　智則　作 アリス館
E とうふこぞう 京極　夏彦　作 岩崎書店
E あしにょきにょきにょき 深見　春夫　作　絵 岩崎書店
E いっすんこじろう　妖怪キリナシ退治の巻 内田　麟太郎　文 ＷＡＶＥ出版
E きみへのおくりもの 刀根　里衣　著 ＮＨＫ出版
E ヘンテコシャンプー みやにし　たつや　作　絵 学研教育出版
E すごいくるま 市原　淳　作 教育画劇
E たなばたさま いもと　ようこ　文　絵 金の星社
E おやすみ～ いしづ　ちひろ　さく くもん出版
E みんなからみえないブライアン トルーディ　ラドウィッグ　作 くもん出版
E はいくないきもの 皆川　明　絵 クレヨンハウス
E ぷっぺと銭湯おとうさん よしなが　こうたく　さく 好学社
E モモンガくんとおともだち くすのき　しげのり　作 廣済堂あかつき
E たなからぼたもち くすのき　しげのり　作 廣済堂あかつき
E できることおてつだい くすのき　しげのり　作 廣済堂あかつき
E アントンせんせいおでかけです 西村　敏雄　作 講談社
E ニンニンジャーかぞく のぶみ　さく 講談社
E 女王の七つの鏡 斉藤　洋　作 講談社
E Ｏｎｅ キャサリン　オートシ　作　絵 講談社
E はしれ、ゴールのむこうまで！ くすのき　しげのり　作 講談社
E はっきょいどーん やまもと　ななこ　作 講談社
E はなちゃんおさんぽ 中川　ひろたか　文 主婦の友社
E はなちゃんすべりだい　新装版 中川　ひろたか　文 主婦の友社
E たんぽぽねこ せな　けいこ　作　絵 鈴木出版
E シイラですが… ナオココナッツ　作 タリーズコーヒージャパン

E 壁 トム　クロージー　コール　作　絵 汐文社
E 絵のすきなライオン ベニアミーノ　シドーティ　作 ディー・ティー・ジャパン

E おかお おかお おかおだよ スマ　文 童心社

《《  えほん　        　　 》》
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E まるまるだーれ？ わかやま　しずこ　さく 童心社
E ロンと海からきた漁師 チェン　ジャンホン　作　絵 徳間書店
E ほしをひろった？ムーミントロール トーベ　ヤンソン　原作　絵 徳間書店
E 飛行士と星の王子さま ピーター　シス　文　絵 徳間書店
E おちゃわんかぞく 林　木林　文 白泉社
E コモちゃんのかくれんぼ 五十嵐　美和子　著 白泉社
E はずかしがりやのバナナくん 岡田　よしたか　さく ＰＨＰ研究所
E おさびし山のさくらの木 宮内　婦貴子　文 ＢＬ出版
E くまのアーネストおじさんとセレスティーヌ ガブリエル　バンサン　原作 ＢＬ出版
E いっぽんの木のそばで Ｇ．ブライアン　カラス　作 ＢＬ出版
E うさこちゃんのたんじょうび　６０周年記念特別版 ディック　ブルーナ　ぶん　え 福音館書店
E さかさことばでうんどうかい　新版 西村　敏雄　作 福音館書店
E かとりせんこう 田島　征三　作 福音館書店
E よるになると 松岡　達英　さく 福音館書店
E わらう 浜田　桂子　作 福音館書店
E あかいはねのふくろう フェリドゥン　オラル　文　絵 復刊ドットコム
E ラブリーオールドライオン ジュリア　ジャーマン　さく フレーベル館
E フルーツポンチつくって！ うちだ　あきこ　さく　え 文芸社
E おてんきなあに はた　こうしろう　さく　え ポプラ社
E ＭＩＳＳＩＯＮ１００ハナノアーナのはなのあな かひろだ　エマ　作　絵 ポプラ社
E りゅうじんさまは歯がいたい 関屋　敏隆　さく　え ポプラ社
E タケノコごはん 大島　渚　文 ポプラ社
E 白い池黒い池 リタ　ジャハーン＝フォルーズ　再話 光村教育図書
E たびにでたファルガさん チトラ　サウンダー　文 光村教育図書
E ノックノック ダニエル　ビーティー　文 光村教育図書
E さあ、しゃしんをとりますよ ナンシー　ウィラード　文 光村教育図書
E ぼくのまちをつくろう！ スギヤマ　カナヨ　作　絵 理論社
E まぼろしのおはなし ハイメ　ガンボア　文 ワールドライブラリー

E オオカミの話キツネの話 イソップ　原作 ワールドライブラリー

《《  日本のおはなし　　 》》
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F-ｱﾝ ジャレットのきらきら魔法 あんびる　やすこ　作　絵 ポプラ社
F-ｵｶ めだかの王様 岡田　潤　作　画 金の星社
F-ｶﾀ ようふくなおしのモモーヌ 片山　令子　作 のら書店
F-ｸｻ おばけ道、ただいま工事中！？ 草野　あきこ　作 岩崎書店
F-ｸｻ グッドジョブガールズ 草野　たき　著 ポプラ社
F-ｸﾗ 魔女の診療所　時のはざまの秘密 倉橋　燿子　作 講談社
F-ｸﾗ 魔女の診療所　「黒の塔」に突入せよ！ 倉橋　燿子　作 講談社
F-ｸﾗ 魔女の診療所　魔法界を救う者！？ 倉橋　燿子　作 講談社
F-ｺｸﾞ サトミちゃんちの８男子　７ こぐれ　京　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
F-ｺﾊﾞ 女の子ってなんでできてる？ 小林　深雪　作 講談社
F-ｻｲ むらさき色の悪夢 斉藤　洋　作 あかね書房
F-ｻｲ がっこうのおばけずかん　おばけにゅうがくしき 斉藤　洋　作 講談社
F-ｼﾞﾛ れっつ！ダンス！！ 次良丸　忍　作 金の星社
F-ｽﾐ 七夕姫は知っている 住滝　良　文 講談社
F-ﾀｹ いじめ　心の星を信じて 武内　昌美　文 小学館
F-ﾀﾞｻﾞ 太宰治名作集 太宰　治　著 世界文化社
F-ﾄｷ 少年シャーロックホームズ　名探偵、最大のピンチ！ 時海　結以　著 集英社
F-ﾄｼ 大きらいなやつがいる君のためのリベンジマニュアル 豊島　ミホ　著 岩波書店
F-ﾄﾋﾞ どうぶつびょういん トビイ　ルツ　作　絵 ＰＨＰ研究所
F-ﾄﾋﾞ しまうまのしごとさがし トビイ　ルツ　作　絵 ＰＨＰ研究所
F-ﾄﾐ 天と地の方程式　１ 富安　陽子　著 講談社
F-ﾅｶ べんり屋、寺岡の秋。 中山　聖子　作 文研出版
F-ﾋﾛ あま～いおかしにご妖怪？ 廣田　衣世　作 あかね書房
F-ﾏﾂ 怪盗は８日にあらわれる。 松原　秀行　作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
F-ﾐｽﾞ 名探偵コナン天国へのカウントダウン 水稀　しま　著 小学館
F-ﾓﾘ なかよくなれたね 森山　京　作 文溪堂
F-ﾜﾀ わたしが子どものころ戦争があった 野上　暁　編 理論社

N-ｲﾝ インサイド・ヘッド スーザン　フランシス　作 偕成社
N-ｷﾞﾘ ギリシア神話 小沢　章友　著 集英社

《《  外国のおはなし　　 》》
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N-ｻﾃ サーティーナイン・クルーズ　２０ 小浜　杳　訳 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
N-ｽﾄ ドコカ行き難民ボート。 シモン　ストランゲル　著 汐文社
N-ｽﾄ 地球から子どもたちが消える。 シモン　ストランゲル　著 汐文社
N-ﾈｽ だいじょうぶカバくん ダニエル　ネスケンス　作 講談社
N-ﾊﾞｽﾞ ペンダーウィックの四姉妹　ささやかな奇跡 ジーン　バーズオール　作 小峰書店
N-ﾍｽ リフカの旅 カレン　ヘス　作 理論社
N-ﾏｸ 夢見る犬たち クリフ　マクニッシュ　作 金の星社
N-ﾓﾊﾟ 月にハミング マイケル　モーパーゴ　作 小学館
N-ﾓﾊﾟ 走れ、風のように マイケル　モーパーゴ　著 評論社
N-ﾓﾙ パール街の少年たち モルナール　フェレンツ　作 偕成社
N-ﾜﾅ 暗号クラブ　４．５ ペニー　ワーナー　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

15
Ｉｓａｂｅｌｌｅ　＆　Ｉｓａｂｅｌｌａ女の子のた
めの人生のルール１８８ イザベル　バサス　作 ポプラ社

20 グランド・ルート アニック　ド　ジリ　文 西村書店
21 東京大空襲を忘れない 瀧井　宏臣　著 講談社
22 アンコール・ワットのサバイバル　１，２ 洪　在徹　文 朝日新聞出版
28 テンプル・グランディン自閉症と生きる サイ　モンゴメリー　著 汐文社
28 サウンド・オブ・ミュージック 谷口　由美子　作 講談社
30 もしも学校に行けたら 後藤　健二　著 汐文社
31 被爆者　続 会田　法行　写真　文 ポプラ社
36 幸せとまずしさの教室 石井　光太　著 少年写真新聞社
37 ありがとう。バディ 吉田　太郎　著 セブン＆アイ出版
38 冠婚葬祭儀式のひみつ 鳥飼　規世　漫画 学研パブリッシング

40 科学は未来をひらく 村上　陽一郎　著 筑摩書房
41 目でみる算数の図鑑 清水　美憲　監修 東京書籍
47 かしこい単細胞粘菌 中垣　俊之　文 福音館書店
480 へんないきものすいぞくかんナゾの１日 松橋　利光　写真 アリス館
481 ナイトサファリのサバイバル　１ ゴムドリｃｏ．　文 朝日新聞出版
485 まちぼうけの生態学 遠藤　知二　文 福音館書店
486 ずかん　さなぎ 鈴木　知之　著　写真 技術評論社

《《  ちしきの本    　　   》》
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488 空を飛ばない鳥たち 上田　恵介　監修 誠文堂新光社
489 ゴリラが胸をたたくわけ 山極　寿一　文 福音館書店
49 助産師の一日 ＷＩＬＬこども知育研究所　編著 保育社
54 しんかんせんいま・むかし もちだ　あきとし　ぶん　しゃしん 小峰書店
54 スマホ・パソコン・ＳＮＳ 講談社　編 講談社
58 グラノーラ・コーンフレークのひみつ 山口　育孝　漫画 学研パブリッシング

59 こどもパティシエマジカルレシピ こどもパティシエ制作委員会　著 セブン＆アイ出版
59 おだんご先生のおいしい！手づくり和菓子　春 芝崎　本実　著 童心社
59 和食をつくろう！　１～３ 柳原　尚之　監修 教育画劇
59 かんたん！かわいい！ひとりでできる！はじめてのあみぐるみ 寺西　恵里子　著 日東書院本社
61 稲と日本人 甲斐　信枝　さく 福音館書店
62 めくってみよう！やさいとくだもの絵本図鑑 フロランス　ギロー　作 ひさかたチャイルド

62 日本の伝統野菜 板木　利隆　監修 岩崎書店
67 考えよう！やってみよう！フェアトレード　１ 渡辺　龍也　監修 彩流社
68 黒部の谷のトロッコ電車 横溝　英一　文　絵 福音館書店
68 電車検定 豊田　巧　作 集英社
69 家庭でマスター！中学生のスマホ免許 遠藤　美季　著 誠文堂新光社
70 写真で学ぶ世界遺産　１～３ 平川　陽一　編著 汐文社
75 昔の玩具大図鑑 井上　重義　監修 ＰＨＰ研究所
76 バレエの世界へようこそ！ リサ　マイルズ　著 河出書房新社
77 宇宙戦争全記録 ダニエル　ワレス　編 講談社
79 発掘なぞなぞ大事典　カラー版 本間　正夫　著 主婦の友社
79 かいけつゾロリのもっと！なぞなぞ２００連発！ 原　ゆたか　原作　監修 ポプラ社
80 よくわかる！記号の図鑑　２～５ 木村　浩　監修 あかね書房
81 みんなでつくる１本の辞書 飯田　朝子　文 福音館書店
931 ライラックの枝のクロウタドリ ジェイムズ　リーヴズ　著 こぐま社

C はなくん 五味　太郎　脚本　絵 童心社
C おてんばきょうりゅうトリプラ やました　こうへい　脚本　絵 童心社

《《  かみしばい     　　  》》
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