
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

9月3日(日) 9月6日(水) 9月20日(水)

10月1日(日) 10月4日(水) 10月18日(水)

9月16日(土) ※　9月23日(土) 9月2日(土)

10月21日(土) ※　10月21日(土) 10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、午前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

２０１７年９月号

９月～１０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 しんごうきピコリ ザ　キャビンカンパニー　作　絵 あかね書房
E ヤモップさん、ぴたっとかいけつ！ 松山　円香　作 あかね書房
E のんびりジュゴン 松橋　利光　文　写真 アリス館
E 海のぷかぷか 高久　至　写真 アリス館
E うし 内田　麟太郎　詩 アリス館
E あやしい妖怪はかせ 小森　香折　文 アリス館
E どこにいるかな？のやまのむしたち 安田　守　写真　文 岩崎書店
E どこにいるかな？うみのさかなたち 大方　洋二　写真　文 岩崎書店
E お船がかえる日 小林　豊　文　絵 岩波書店
E 妖怪美術館 広瀬　克也　作 絵本館
E いいおへんじできるかな　２版 きむら　ゆういち　さく 偕成社
E ピン・ポン・バス　２版 竹下　文子　作 偕成社
E しょうてんがいくん 大串　ゆうじ　作 偕成社
E ガマ王子ｖｓザリガニ魔人 後藤　ひろひと　文 求龍堂
E ねこのさら 野村　たかあき　文　絵 教育画劇
E たまらんちゃん つぼい　じゅり　さく　え 金の星社
E ゆめねこ 真珠　まりこ　さく　え 金の星社
E おばけとホットケーキ 新井　洋行　作 くもん出版
E おばけとおでかけ 新井　洋行　作 くもん出版
E いろいろきのこ 山岡　ひかる　作 くもん出版
E まねきねこだ！！ 高畠　那生　作 好学社
E こねことこねこ 東　君平　さく　え 廣済堂あかつき
E ながいながい骨の旅 松田　素子　文 講談社
E まけるのもだいじだよにじいろのさかな マーカス　フィスター　作 講談社
E おじいちゃんのふしぎなピアノ はまぎし　かなえ　作 講談社
E たいふうのひ 武田　美穂　作 講談社
E ロケット発射場の一日 いわた　慎二郎　作　絵 講談社
E ガルマンの夏 スティアン　ホーレ　絵　文 三元社

《《  えほん　        　　 》》
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E しゃしんがいっぱい！はじめてずかん４１５ 小学館辞典編集部　編 小学館
E ゾウの赤ちゃん さえぐさ　ひろこ　文 新日本出版社
E ホッキョクグマの赤ちゃん さえぐさ　ひろこ　文 新日本出版社
E およげ！いぬやまくん きむら　ゆういち　さく 新日本出版社
E うんこ　はじめてのちいさなえほん みやにし　たつや　作　絵 鈴木出版
E ふしぎなふうせん 中川　ひろたか　作 鈴木出版
E おべんとうばこのなかから 中川　ひろたか　文 世界文化社
E はらぺこゆうれい　ちいさな〈せなけいこ・おばけえほん〉 せな　けいこ　さく　え 童心社
E じごくにいったかんねどん 常光　徹　文 童心社
E きみもこねこなの？ エズラ　ジャック　キーツ　作　絵 徳間書店
E キツネとねがいごと カトリーン　シェーラー　作 西村書店
E ピピはいっとうしょう！ ヒド　ファン　ヘネヒテン　文　絵 パイインターナショナル

E 雲をつかむはなし あべ　弘士　作 パイプライン
E こまったこぐま こまったこりす かこ　さとし　著 白泉社
E こけこけコケコッコー にしはら　みのり　作　絵 ＰＨＰ研究所
E ちょきちょきブロッコリーさん ふくだ　じゅんこ　作　絵 ＰＨＰ研究所
E わすれもの 豊福　まきこ　作 ＢＬ出版
E はらぺこハロルド、なにがみえたの？ ケヴィン　ウォルドロン　作 ＢＬ出版
E うみべのまちで ジョアン　シュウォーツ　文 ＢＬ出版
E ぬけちゃった スティーブ　アントニー　さく 評論社
E たまごのおうさま かとう　まふみ　作 ビリケン出版
E かたつむりくん かとう　まふみ　作 風濤社
E このあいだになにがあった？ 佐藤　雅彦　作 福音館書店
E おいしゃさんがこどもだったとき 中川　ひろたか　文 保育社
E くまのまあすけ 馬場　のぼる　作　絵 ポプラ社
E まあすけのぼうし 馬場　のぼる　作　絵 ポプラ社
E むしさんなんのぎょうれつ？ オームラ　トモコ　作 ポプラ社
E あいたくなっちまったよ きむら　ゆういち　作 ポプラ社
E ぱんつさいこう！ ジャレッド　チャップマン　さく ほるぷ出版
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F-ｱﾜ だんまりうさぎときいろいかさ 安房　直子　作 偕成社
F-ｱﾝ ピンクのドラゴンをさがしています あんびる　やすこ　著 岩崎書店
F-ｲｹ 劇部ですから！　Ａｃｔ．１ 池田　美代子　作 講談社
F-ｲｼ 少年Ｎの長い長い旅　０３ 石川　宏千花　著 講談社
F-ｵﾁ マイナス・ヒーロー 落合　由佳　著 講談社
F-ｺﾃﾞ 見上げた空は青かった 小手鞠　るい　著 講談社
F-ｺﾞﾌ ５分後に驚愕のどんでん返し エブリスタ　編 河出書房新社
F-ｺﾞﾌ ５分後に涙のラスト エブリスタ　編 河出書房新社
F-ｺﾞﾌ ５分後に戦慄のラスト エブリスタ　編 河出書房新社
F-ｻｲ いえのおばけずかん　ざしきわらし 斉藤　洋　作 講談社
F-ｻｲ オレンジ色の不思議 斉藤　洋　作 静山社
F-ｻｲ 空で出会ったふしぎな人たち 斉藤　洋　作 偕成社
F-ｽﾐ 危ない誕生日ブルーは知っている 住滝　良　文 講談社
F-ﾄﾖ 電車で行こう！　スペシャル版！！つばさ事件簿～１２０円で新幹線に乗れる！？～ 豊田　巧　作 集英社
F-ﾄﾖ 電車で行こう！　黒い新幹線に乗って、行先不明のミステリーツアーへ 豊田　巧　作 集英社
F-ﾅｼ 恋する熱気球 梨屋　アリエ　著 講談社
F-ﾅﾐ なみきビブリオバトル・ストーリー 赤羽　じゅんこ　ほか作 さ・え・ら書房
F-ﾆｼ 占い屋敷のプラネタリウム 西村　友里　作 金の星社
F-ﾊﾗ にんじゃざむらいガムチョコバナナ　００４ 原　ゆたか　作　絵 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
F-ﾋﾅ 雨ふる本屋とうずまき天気 日向　理恵子　作 童心社
F-ﾌｼﾞ お嬢様探偵ありす 天空のタワー事件 藤野　恵美　作 講談社
F-ﾌｼﾞ お嬢様探偵ありすの冒険 藤野　恵美　作 講談社
F-ﾏﾂ 小説映画ピーチガール 松田　朱夏　著 講談社
F-ﾐｽﾞ たったひとつの君との約束　はなれていても みずの　まい　作 集英社
F-ﾐｽﾞ たったひとつの君との約束　かなしいうそ みずの　まい　作 集英社
F-ﾓﾘ リンちゃんとネネコさん 森山　京　作 講談社

N-ｱﾙ サイモンｖｓ人類平等化計画 ベッキー　アルバータリ　作 岩波書店
N-ｵｽﾞ アーサー王と黄金のドラゴン メアリー　ポープ　オズボーン　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

《《  日本のおはなし　　 》》

《《  外国のおはなし　　 》》
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N-ｵﾙ プリンセス★マジックルビー　２，４ ジェニー　オールドフィールド　作 ポプラ社
N-ｷ ボトルクリーク絶体絶命 ワット　キー　著 あすなろ書房
N-ｸﾘ いのちは贈りもの フランシーヌ　クリストフ　著 岩崎書店
N-ﾄﾞﾊ マウスさん一家とライオン ジェームズ　ドーハティ　作 ロクリン社
N-ﾊｳ ただ、見つめていた ジェイムズ　ハウ　作 徳間書店
N-ﾊﾟﾗ もうひとつのＷＯＮＤＥＲ Ｒ．Ｊ．パラシオ　作 ほるぷ出版
N-ﾊﾝ ウォーリアーズ　４－３ エリン　ハンター　作 小峰書店
N-ﾋﾞｼﾞ 美女と野獣 エリザベス　ルドニック　作 偕成社
N-ﾎｷ 宇宙の生命 ルーシー　ホーキング　作 岩崎書店
N-ﾏﾌ 恋するぷにちゃん ジュリー　マーフィー　作 小学館
N-ﾓﾝ モンスターズ・インク カリオペ　グラス　ほか文 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
N-ﾛﾌ ウィッシュガール ニッキー　ロフティン　著 作品社

00 パソコンがなくてもわかるはじめてのプログラミング　１～３ 松林　弘治　著 角川アスキー総合研究所

01 金原瑞人〈監修〉による１２歳からの読書案内　多感な時期に読みたい１００冊 金原　瑞人　監修 すばる舎
01 読みたい心に火をつけろ！ 木下　通子　著 岩波書店
02 正しいコピペのすすめ 宮武　久佳　著 岩波書店
15 おもいやりの絵本 ＷＩＬＬこども知育研究所　編　著 金の星社
21 大研究！日本の歴史人物図鑑　１～５ 歴史教育者協議会　編集 岩崎書店
28 Ｍｒ．トルネード 佐々木　健一　著 小学館
29 はっけん！ＮＩＰＰＯＮ グループ　コロンブス　構成　文 ＰＨＰ研究所
31 ヒロシマのいのち 指田　和　著 文研出版
32 危機の現場に立つ 中満　泉　著 講談社
35 日本のすがた　２０１７ 矢野恒太記念会　編集 矢野恒太記念会
36 友だち幻想 菅野　仁　著 筑摩書房
36 イラスト版子どものユーモア・スキル 矢島　伸男　著 合同出版
37 はばたけ！「留学」で広がる未来　１～３ 横山　匡　監修 くもん出版

37 「話す・聞く・書く」でアクティブラーニング！
１・２年生，３・４年生，５・６年生 水戸部　修治　監修 あかね書房

44 ドラえもん社会ワールド地図のひみつ 藤子　Ｆ　不二雄　まんが 小学館
44 月を知る！ 三品　隆司　構成　文 岩崎書店

《《  ちしきの本    　　   》》
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45 鉱物キャラクター図鑑 松原　聰　監修 日本図書センター
45 地球と生きる 金田　義行　著 冨山房インターナショナル

45 目でみる地下の図鑑 こどもくらぶ　編 東京書籍
47 花クイズブック 多田　多恵子　監修　執筆 小学館
47 雑草図鑑 亀田　龍吉　写真　文 汐文社
47 イチゴ 赤木　かん子　作 新樹社
47 ダイズ 赤木　かん子　作 新樹社
480 ざんねんないきもの事典　続 今泉　忠明　監修 高橋書店
481 どうぶつのからだ　これ、なあに？　１～７ 今泉　忠明　監修 ポプラ社
485 みつけたよ！だんごむし ひさかたチャイルド

487 さかなのたまご 内山　りゅう　写真　文 ポプラ社
488 水辺の鳥を観察しよう！ 飯村　茂樹　著 ＰＨＰ研究所
489 サルってさいこう！ オーウェン　デイビー　作 偕成社
489 わたしのクマ研究 小池　伸介　著 さ・え・ら書房
49 上手な脳の使いかた 岩田　誠　著 岩波書店
49 いのちつぐ「みとりびと」　９，１１，１２ 國森　康弘　写真　文 農山漁村文化協会
49 からだの免疫キャラクター図鑑 岡田　晴恵　監修 日本図書センター
49 野菜と栄養素キャラクター図鑑 田中　明　監修 日本図書センター
53 世界の乗りもの大図鑑 クライブ　ギフォード　著 河出書房新社
68 地図でよくわかる鉄道大百科 ＪＴＢパブリッシング

69 小学生でもわかるｉＰｈｏｎｅアプリのつくり方 森　巧尚　著 秀和システム
72 はじめての美術鑑賞 ロージー　ディキンズ　文 あかね書房
72 色でみつける名画の秘密 ロージー　ディキンズ　文 あかね書房
72 世界の名画を読み解く ロージー　ディキンズ　文 あかね書房
72 人気漫画家が教える！まんがのかき方　１～４ 久世　みずき　著 汐文社
75 恐竜２０　新装版 滝口　あきはる　著 星の環会
783 知ってる？ラグビー 仲西　拓　著 ベースボール・マガジン社

784 ジュニアのためのスケートボード完全上達バイブル 全日本スケートボード協会　監修 メイツ出版
79 一冊で差がつく！将棋上達のコツ５０ 屋敷　伸之　監修 メイツ出版
83 中学英語で日本を紹介する本 デイビッド　セイン　著 河出書房新社
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