
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2日(日) 10月5日(水) 10月19日(水)

11月6日（日）※１ 11月2日(水) 11月16日(水)

10月15日(土) 10月22日（土）※２ 10月1日(土)

11月19日(土) 11月26日（土）※２ 11月5日(土)

※２　東宇治図書館おはなしのへやのみ、午前１１時～１１時３０分になります

おはなしかい

おはなしのへや

あっぷっぷ
あたらしくはいったこどもの本

２０１６年１０月号

１０月～１１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

※1　やさしい古典のおはなし会



分類 書名 著者名 出版社

E やわらかければだいじょうぶ 相田　みつを　詩と書 あいうえお館
E からすのくろいほし うめつ　ゆい　ぶん　え アイヌ文化振興・研究推進機構

E あれたべたい 枡野　浩一　ぶん あかね書房
E マーガレットとクリスマスのおくりもの 植田　真　作 あかね書房
E ひまなこなべ 萱野　茂　文 あすなろ書房
E 水おとこのいるところ イーヴォ　ロザーティ　作 岩崎書店
E モカと幸せのコーヒー 刀根　里衣　著 ＮＨＫ出版
E ノンタンもぐもぐもぐ キヨノ　サチコ　作　絵 偕成社
E ノンタンあそびましょ キヨノ　サチコ　作　絵 偕成社
E ノンタンはっくしょん！ キヨノ　サチコ　作　絵 偕成社
E つちはんみょう 舘野　鴻　作　絵 偕成社
E つみきだいさくせん 新井　洋行　作　絵 金の星社
E ながぐつをはいたねこ シャルル　ペロー　原作 金の星社
E ほわほわさくら ひがし　なおこ　さく くもん出版
E ゆきふふふ ひがし　なおこ　さく くもん出版
E うみざざざ ひがし　なおこ　さく くもん出版
E でるでるでるぞねこさらい 高谷　まちこ　著 佼成出版社
E きんいろのあめ 立原　えりか　文 講談社
E くまさんどこ？ ジョナサン　ベントレー　作 講談社
E すみっコぐらしまちがいさがし　ここがおちつくんです編 主婦と生活社　編 主婦と生活社
E すみっコぐらしまちがいさがし　こんなところにもすみっコ編 主婦と生活社　編 主婦と生活社
E ぼくのきんぎょをやつらがねらう！ 武田　美穂　作 小学館
E はぶじゃぶじゃん ますだ　ゆうこ　ぶん そうえん社
E 夏のあらしとムーミントロール トーベ　ヤンソン　原作　絵 徳間書店
E 「ごめんなさい」がいっぱい くすのき　しげのり　作 ＰＨＰ研究所
E エルマーはやいのはだれ？ デビッド　マッキー　ぶんとえ ＢＬ出版
E なつめやしのおむこさん 市川　里美　作 ＢＬ出版
E 風雲しょうが丸 川端　誠　作 ＢＬ出版

《《  えほん　        　　 》》
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E パパとママのつかいかた ピーター　ベントリー　ぶん ＢＬ出版
E ドライバー マイルズ ジョン　バーニンガム　作 ＢＬ出版
E も・や・し～！ わたなべ　あや　絵 ひかりのくに
E だちょうさんのたまご 谷口　國博　文 ひさかたチャイルド
E おつきみ あまん　きみこ　作 ひさかたチャイルド
E プーさんとであった日 リンジー　マティック　ぶん 評論社
E ぺんぎんたいそう 齋藤　槙　さく 福音館書店
E かぐ、あじわう 岸田　衿子　文 復刊ドットコム
E わるわるイッサイ 佐々木　マキ　作 フレーベル館
E はしれ、トト！ チョ　ウンヨン　さく 文化学園文化出版局
E じしんのときのおやくそく わたなべ　もも　ぶん ベネッセコーポレーション
E ほね・ホネ・がいこつ！ 中川　ひろたか　文 保育社
E 冒険！発見！大迷路ＧＯ！ＧＯ！カーレース 原　裕朗　作　絵 ポプラ社
E おばあちゃんのあかいマント ローレン　カスティーヨ　さく ほるぷ出版
E おおどろぼうヌスート 高畠　じゅん子　作 ほるぷ出版
E サリバン先生とヘレン デボラ　ホプキンソン　文 光村教育図書
E ミュージアムにスフィンクスがやってきた ジェシー　ハートランド　さく 六耀社
E お月さまのこよみ絵本 千葉　望　文 理論社
E みみずくのナイトとプードルのデイ ロジャー　デュボアザン　さく ロクリン社

F-ｱﾏ 忍たま乱太郎　へんてこクジラをおいかけろ！の段 尼子　騒兵衛　原作 ポプラ社
F-ｱﾏ 忍たま乱太郎　打鳴寺のかねをならすのは…！？の段 尼子　騒兵衛　原作 ポプラ社
F-ｲｹ 海色のＡＮＧＥＬ　４ 池田　美代子　作 講談社
F-ｵｶ わたしたちの家は、ちょっとへんです 岡田　依世子　作 偕成社
F-ｶﾅ セカイヲカエル 嘉成　晴香　作 朝日学生新聞社
F-ｸｻ リリース 草野　たき　著 ポプラ社
F-ｻｲ いえのおばけずかん　おばけテレビ 斉藤　洋　作 講談社
F-ｼﾗ ゆず先生は忘れない 白矢　三恵　著 くもん出版
F-ｽｷﾞ あらしをよぶ名探偵 杉山　亮　作 偕成社
F-ｿｳ ぼくらの魔女戦記　２，３ 宗田　理　作 ポプラ社

《《  日本のおはなし　　 》》
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F-ｿｳ ２年Ａ組探偵局　ぼくらとランドセル探偵団 宗田　理　作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
F-ｿｳ ぼくらの無人島戦争 宗田　理　作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
F-ﾂｼﾞ 透明犬メイ 辻　貴司　作 岩崎書店
F-ﾂｼﾞ １２歳。　だけど、すきだから 辻　みゆき　著 小学館
F-ﾂｼﾞ １２歳。　てんこうせい 辻　みゆき　著 小学館
F-ﾂｼﾞ １２歳。　きみのとなり 辻　みゆき　著 小学館

F-ﾆｲ キミは宙
そ ら

のすべて　たったひとつの星 新倉　なつき　著 小学館

F-ﾊﾂ トキメキ♥図書館　ＰＡＲＴ１～３ 服部　千春　作 講談社
F-ﾊﾏ バンドガール！ 濱野　京子　作 偕成社
F-ﾊﾗ かいけつゾロリのおいしい金メダル 原　ゆたか　さく　え ポプラ社
F-ﾋｺ ハルとカナ ひこ　田中　作 講談社
F-ﾏｷ 「悩み部」の成長と、その緊張。 麻希　一樹　著 学研プラス
F-ﾖｼ いい人ランキング 吉野　万理子　著 あすなろ書房

N-ｵｽ ダニーの学校大革命 ラッシェル　オスファテール　作 文研出版
N-ｹﾘ ダーウィンと旅して ジャクリーン　ケリー　作 ほるぷ出版
N-ｻｻﾞ アリス・イン・ワンダーランド～時間の旅～ カリ　サザーランド　文 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
N-ｻﾃ サーティーナイン・クルーズ　２３ 小浜　杳　訳 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
N-ｾｼﾞ エルフとレーブンのふしぎな冒険　４ マーカス　セジウィック　著 学研プラス
N-ﾊﾟﾚ 青い目の人形物語　２ シャーリー　パレントー　作 岩崎書店
N-ﾌｱ ファインディング・ドリー スーザン　フランシス　作 偕成社
N-ﾌﾟﾚ くろグミ団は名探偵　石弓の呪い ユリアン　プレス　作　絵 岩波書店
N-ﾌﾟﾛ サバイバー　２ ジェフ　プロブスト　著 講談社
N-ﾍﾙ １４歳、ぼくらの疾走 ヴォルフガング　ヘルンドルフ　作 小峰書店
N-ﾎﾟﾀ ブーツをはいたキティのおはなし ビアトリクス　ポター　さく 静山社

03 現代用語の基礎知識学習版　２０１７ 現代用語検定協会　監修 自由国民社
14 自分の顔が好きですか？ 山口　真美　著 岩波書店
15 泣いちゃいそうだよ恋ブック 小林　深雪　作 講談社
15 夢はどうしてかなわないの？ 大野　正人　作 汐文社

《《  外国のおはなし　　 》》

《《  ちしきの本    　　   》》
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20 １年まるごときょうはなんの日？　国民の祝日 「１年まるごと　きょうはなんの日？」編集委員会　編 文研出版
21 日本の歴史　１～１５ 山本　博文　監修 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
28 幕末ヒーローズ！！ 奥山　景布子　著 集英社
28 大江戸ヒーローズ！！ 奥山　景布子　著 集英社
28 知里幸恵物語 金治　直美　著 ＰＨＰ研究所
28 私が今日も、泳ぐ理由 金治　直美　文 学研プラス
31 よくわかる警察 倉科　孝靖　監修 ＰＨＰ研究所
33 ファイナンシャル・プランニング技能士 柳澤　美由紀　原作 金融財政事情研究会
34 よくわかる税金 新井　明　著 ＰＨＰ研究所
38 お化けの迷路 香川　元太郎　作　絵 ＰＨＰ研究所
38 和服がわかる本 こどもくらぶ　編 岩崎書店
47 ウメ・モモ・サクラ 赤木　かん子　作 新樹社
480 ざんねんないきもの事典 今泉　忠明　監修 高橋書店
480 ライオンのおじいさん、イルカのおばあさん 高岡　昌江　文 学研プラス
486 くらべた・しらべたひみつのゴキブリ図鑑 盛口　満　絵　文 岩崎書店
49 転んでも、大丈夫 臼井　二美男　著 ポプラ社
51 下水道のひみつ ひろ　ゆうこ　漫画 学研プラス出版
53 ベアリングのひみつ 田中　久志　漫画 学研プラス出版
53 世界初の宇宙ヨット「イカロス」 山下　美樹　文 文溪堂
58 大研究！すごいぞ！インスタントラーメン 月路　よなぎ　漫画 講談社ビーシー
62 おおふじひっこし大作戦 塚本　こなみ　文 福音館書店
72 名画で遊ぶあそびじゅつ！ エリザベート　ド　ランビリー　著 ロクリン社
81 学校では教えてくれないゆかいな日本語 今野　真二　著 河出書房新社

C おにぎりたべよう！ 五味　太郎　脚本　絵 童心社
《《  かみしばい     　　  》》
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