
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2日(日) 9月5日(水) 9月19日(水)

10月7日(日) 10月3日(水) 10月17日(水)

9月15日(土) ※１　9月22日(土) 9月1日(土)

10月20日(土) ※１　10月27日(土) 10月6日(土)

赤ちゃんおはなし会０・１・２ ※２　9月19日(水)

おはなしかい

おはなしのへや

※１　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
　※２　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
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（対象：０～２歳児とその保護者）

あっぷっぷ
あたらしくはいったこどもの本

２０１８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 巣箱のなかで 鈴木　まもる　作　絵 あかね書房
E みんなみんないないいないばあ いまむら　あしこ　文 あすなろ書房
E ちびちっち ステファニー　ブレイク　作 あすなろ書房
E 絵本・名人伝 中島　敦　原作 あすなろ書房
E かわいいかわいいだーいすき 北川　チハル　作 アリス館
E みえるとかみえないとか ヨシタケ　シンスケ　さく アリス館
E しゅりけんとうちゃん 寿　金之輔　作 岩崎書店
E あそぼう！はなのこたち エリザベス　イワノフスキー　作 岩波書店
E ひなげしのおうじ エリザベス　イワノフスキー　作 岩波書店
E もりのたんじょうびパーティ エリザベス　イワノフスキー　作 岩波書店
E サーカスくまさん エリザベス　イワノフスキー　作 岩波書店
E すいかのプール アンニョン　タル　作 岩波書店
E こわめっこしましょ ｔｕｐｅｒａ　ｔｕｐｅｒａ　さく 絵本館
E 行ったり来たり大通り 五味　太郎　作 絵本館
E ごろごろかいじゅうさん きむら　ゆういち　作 偕成社
E あかんぼっかん ザ　キャビンカンパニー　作 偕成社
E こちらムシムシ新聞社 三輪　一雄　作　絵 偕成社
E けろけろいけのひっこし 桐　隆一　作　絵 学研教育みらい
E 心ってどこにあるのでしょう？ こんの　ひとみ　作 金の星社
E わたしの森に アーサー　ビナード　文 くもん出版
E エマおばあちゃん、山をいく ジェニファー　サームズ　作 廣済堂あかつき
E うさぎでうれしい うさぎはうさぎ さこ　ももみ　作 講談社
E すなのたね シビル　ドラクロワ　作 講談社
E まねきねこだいさくせん！ 澤野　秋文　作 講談社
E ねこでんしゃ 山口　マオ　作 交通新聞社
E どうぶつまねっこたいそう 大森　裕子　さく 交通新聞社
E １３８００００００００ねんきみのたび 坂井　治　さく　え 光文社
E とおくまで 曹　文軒　文 樹立社

《《  えほん　        　　 》》
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E ママのたんじょうび！ 刀根　里衣　絵　文 小学館
E わらいじぞう 帚木　蓬生　作 女子パウロ会
E からっぽマヨネーズ ねじめ　正一　作 鈴木出版
E そらからふるものなんだっけ？ 岩田　明子　ぶん　え 大日本図書
E コップってなんだっけ？ 佐藤　オオキ　著 ダイヤモンド社
E スーちゃんおやすみなさい アリーナ　サーナイテ　さく　え 東洋館出版社
E おさがり くすのき　しげのり　さく 東洋館出版社
E ふしぎなしっぽのねこカティンカ ジュディス　カー　作　絵 徳間書店
E ぼくはアイスクリーム博士 ピーター　シス　さく 西村書店
E はたらくくるまのずかん 五十嵐　美和子　著 白泉社
E スタンとメイベル音楽隊 ジェイソン　チャップマン　作　絵 バベルプレス
E このほんをなめちゃダメ！ イダン　ベン＝バラク　文 ＰＨＰ研究所
E ケーキになあれ！ ふじもと　のりこ　作 ＢＬ出版
E ミミとピギーのベネチアりょこう たしろ　ちさと　作 ＢＬ出版
E ソフィーのくだものばたけ ゲルダ　ミューラー　作 ＢＬ出版
E ぼくにまかせて！ デイヴィッド　ウィーズナー　作 ＢＬ出版
E ぼくの島にようこそ！ 市川　里美　作 ＢＬ出版
E わんぱくだんのおにわのようせいたち ゆきの　ゆみこ　作 ひさかたチャイルド

E とくべつないちにち かさい　まり　作　絵 ひさかたチャイルド

E とってもなまえのおおいネコ ケイティ　ハーネット　作 評論社
E 月とアポロとマーガレット ディーン　ロビンズ　ぶん 評論社
E キース・ヘリング ケイ　Ａ．ヘリング　文 評論社
E うどんやのたあちゃん 鍋田　敬子　さく 福音館書店
E あむ 小風　さち　さく 福音館書店
E ぐるぐるちゃんかくれんぼ 長江　青　文　絵 福音館書店
E にゅうどうぐも 野坂　勇作　さく 福音館書店
E やまのかいしゃ スズキ　コージ　さく 福音館書店
E ハルの日 渡辺　眞子　文 復刊ドットコム
E ハナクソだいずかん ゴホン　文　絵 文芸社
E ハンカチさがし 森山　京　さく 文溪堂
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E ふねのとしょかん いしい　つとむ　作 文研出版
E まっかなまっかな木 みうら　あやこ　ぶん 北海道新聞社
E サンドイッチいただきます 岡村　志満子　さく ポプラ社
E ふしぎなあおいふく サトシン　さく ポプラ社
E しろうさちゃんとおねえちゃんのかえりみち 田島　かおり　作　絵 ポプラ社
E 単位がわかる 時間のえほん ほるぷ出版
E にちようびのぼうけん！ はた　こうしろう　作 ほるぷ出版
E こんにちは、キリンのあかちゃん 公文　健太郎　写真 ほるぷ出版
E おにいちゃんさんかんび くすのき　しげのり　作 光村教育図書
E とんとんとん ふくだ　いわお　さく 光村教育図書
E いたずらトロルと音楽隊 アニタ　ローベル　さく ロクリン社

F-ｱｶ 洪水の前 赤川　次郎　著 汐文社
F-ｲｹ 妖界ナビ・ルナ　６ 池田　美代子　作 講談社
F-ｲｼ わたしが少女型ロボットだったころ 石川　宏千花　著 偕成社
F-ｲﾄ おねえちゃんって、いっつもがまん！？ いとう　みく　作 岩崎書店
F-ｷｻ まほうの自由研究 如月　かずさ　作 小峰書店
F-ｷｻ ふたりはとっても本がすき！ 如月　かずさ　作 小峰書店
F-ｷﾐ おてつだいおばけさん　まんぷくラーメン対びっくりチャンポン 季巳　明代　作 国土社
F-ｺｼﾞ 古事記 斉藤　洋　文 講談社
F-ｺﾃﾞ ある晴れた夏の朝 小手鞠　るい　著 偕成社
F-ｻｲ こうえんのおばけずかん　じんめんかぶとむし 斉藤　洋　作 講談社
F-ｻｲ サブキャラたちの日本昔話 斉藤　洋　作 偕成社
F-ﾄﾐ 菜の子ちゃんとキツネ力士 富安　陽子　作 福音館書店
F-ﾅｽ 秘密基地のつくりかた教えます 那須　正幹　作 ポプラ社
F-ﾊﾔ 打順未定、ポジションは駄菓子屋前 はやみね　かおる　作 講談社
F-ﾊﾗ かいけつゾロリのドラゴンたいじ　２ 原　ゆたか　さく　え ポプラ社
F-ﾋﾅ 雨ふる本屋と雨もりの森 日向　理恵子　作 童心社
F-ﾋﾛ 十年屋 廣嶋　玲子　作 静山社
F-ﾌｼﾞ まじょ子とステキなおひめさまドレス 藤　真知子　作 ポプラ社

《《  日本のおはなし　　 》》
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F-ﾐﾔ ももとこもも 宮崎　祥子　作 岩崎書店
F-ﾐﾔ さるとびすすけ 愛とお金とゴキＺのまき みやにし　たつや　作絵 ほるぷ出版
F-ﾑﾗ 七転びダッシュ！　１ 村上　しいこ　作 講談社
F-ﾖｺ ナイスキャッチ！　３ 横沢　彰　作 新日本出版社
F-ﾖｼ 南西の風やや強く 吉野　万理子　著 あすなろ書房

N-ｲｾ フォックスクラフト　３ インバリ　イセーレス　著 静山社
N-ｻﾂ 泥 ルイス　サッカー　作 小学館
N-ｿﾞﾗ 猫の楽園 エミール　ゾラ　作 理論社
N-ﾎﾟﾛ ぼくがスカートをはく日 エイミ　ポロンスキー　著 学研プラス

00 暗号の大研究 伊藤　正史　監修 ＰＨＰ研究所
21 戦国合戦へタイムワープ トリル　マンガ 朝日新聞出版
21 大坂城へタイムワープ 細雪　純　マンガ 朝日新聞出版
21 おもしろ謎解き『縄文』のヒミツ こんだ　あきこ　著 小学館
28 円谷英二 田口　成光　文 あかね書房
28 ざんねんな歴史人物 真山　知幸　著 学研プラス
38 わたしのくらし世界のくらし マット　ラマス　作　絵 汐文社
38 ビジュアル日本の服装の歴史　３ 増田　美子　監修 ゆまに書房
44 星空を届けたい 高橋　真理子　文 ほるぷ出版
45 目でみる水面下の図鑑 こどもくらぶ　編 東京書籍
46 かび・きのこ 白水　貴　監修 農山漁村文化協会
46 グレートネイチャー ＤＫ社　編 河出書房新社
480 あべ弘士どうぶつクイズ教室 あべ　弘士　著 クレヨンハウス
480 気がつけば動物学者三代 今泉　忠明　著 講談社
486 ミツバチのはなし ヴォイチェフ　グライコフスキ　文 徳間書店
49 世界一美しい人体の教科書 坂井　建雄　著 筑摩書房
49 空飛ぶ救命救急室ドクターヘリの秘密 和氣　晃司　著 彩流社
51 歴史と人物でたどる日本の偉大な建造物！　４ 教育画劇
54 ドラえもん科学ワールド電気の不思議 藤子　Ｆ　不二雄　まんが 小学館

《《  外国のおはなし　　 》》

《《  ちしきの本    　　   》》
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62 しらべよう！４７都道府県のくだもの 河鰭　実之　監修 汐文社
75 季節と行事のおりがみくらぶ 新宮　文明　著 ほるぷ出版
77 みんながたのしくなる影絵の世界　２，３ 影絵人形劇団みんわ座　監修　著 六耀社
780 おもしろい！スポーツの物理 望月　修　著 講談社
79 親子で楽しむはじめての将棋 藤田　綾　著 ＮＨＫ出版

C おてがみをはこぶゆうびんしゃ 元浦　年康　作 教育画劇
《《  かみしばい     　　  》》
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