
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7日(日) 9月3日(水) 9月17日(水)

10月5日(日) 10月1日(水) 10月15日(水)

9月20日(土) ※　9月27日(土) 9月6日(土)

10月25日(土) ※　10月25日(土) 10月4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

２０１４年９月号

９月～１０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 大出現！精霊図鑑 軽部　武宏　作 あかね書房
E おばけのきもだめし 内田　麟太郎　文 岩崎書店
E ねこくんいちばでケーキをかった ユーリー　ワスネツォフ　絵 岩波書店
E かぞくのヒミツ イソール　作 エイアールディー
E いろいろばあ 新井　洋行　作 えほんの杜
E クリスティーナとおおきなはこ パトリシア　リー　ゴーチ　作 偕成社
E おかあさんといっしょ！おとうさんといっしょ！ いもと　ようこ　作絵 金の星社
E だれのおよめさんに…？ いもと　ようこ　作絵 金の星社
E かえってきたへんしんトンネル あきやま　ただし　作　絵 金の星社
E しょうてんがいはふしぎどおり 内田　麟太郎　作 佼成出版社
E くらいところからやってくる 前川　知大　作 講談社
E おえかきしりとり 新井　洋行　作 講談社
E ぼくのかぼちゃ かもがわ　しの　作 こぐま社
E みずくみに 飯野　和好　絵と文 小峰書店
E おべんとうめしあがれ 視覚デザイン研究所　さく 視覚デザイン研究所

E るいくんとおばけくん 市川　宣子　作 小学館
E やめろ、スカタン！ くすのき　しげのり　作 小学館
E ヘリコプターのぷるたくん 鎌田　歩　さく 小学館
E うまやのそばのなたね 新美　南吉　作 新樹社
E あかいえのぐ エドワード　アーディゾーニ　作 瑞雲舎
E こっそりオムライス きむら　ゆういち　作 世界文化社
E かみなりどんがやってきた 中川　ひろたか　文 世界文化社
E はらぺこニードル 清水　真裕　さく 童心社
E くろねこさんしろねこさん 得田　之久　ぶん 童心社
E ひとりでおとまりしたよるに フィリパ　ピアス　文 徳間書店
E ペニーさんのサーカス マリー　ホール　エッツ　作　絵 徳間書店
E ちいさなきしゃとおおきなおきゃくさん クリス　ウォーメル　作　絵 徳間書店
E 世界とであうえほん 辻原　康夫　監修 パイインターナショナル

《《  えほん　        　　 》》
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E 宇宙りょこうへでかけるえほん 斎藤　紀男　監修 パイインターナショナル

E なかよしぱっくん 新井　洋行　著 白泉社
E ダンゴロゴロちゃん タダ　サトシ　作　絵 ＰＨＰ研究所
E ゆっくとすっく しあげにはみがきもういっかい さこ　ももみ　え ひかりのくに
E すっくのこんなときってなんていう？ たかてら　かよ　ぶん ひかりのくに
E ゆっくのこんなときってなんていう？ たかてら　かよ　ぶん ひかりのくに
E ぼく、みつけたよ あべ　弘士　作 ビリケン出版
E いすうまくん かどの　えいこ　作 福音館書店
E うそうさぎ 谷川　晃一　さく 福音館書店
E おいしいものつくろう 岸田　衿子　さく 福音館書店
E おおきくなるの ほりうち　せいいち　さく　え 福音館書店
E くんくんくんおいしそう 阿部　知暁　さく 福音館書店
E ケンカオニ 富安　陽子　文 福音館書店
E さかだちぎつね 槙　ひろし　作 福音館書店
E ずいずいずっころばし せがわ　やすお　作 福音館書店
E でんしゃがまいります 秋山　とも子　さく 福音館書店
E どうぶつたちのおかいもの 渡辺　茂男　さく 福音館書店
E なーちゃんとおおかみ 多田　ひろみ　さく 福音館書店
E はずかしがりやのおつきさん スズキ　コージ　さく　え 福音館書店
E ハナさんのあかいぬの なとり　ちづ　さく 福音館書店
E はやくかえってこないかな 鈴木　永子　さく 福音館書店
E やぎのめーどん たかく　あけみ　さく 福音館書店
E かっぱとてんぐとかみなりどん かこ　さとし　著 復刊ドットコム
E とってもとってもいいきもち やすい　すえこ　作 フレーベル館
E どのこかな？ ヒド　ファン　ヘネヒテン　著 ブロンズ新社
E モモンガのはいたつやさんとミーちゃんへのプレゼント ふくざわ　ゆみこ　著 文溪堂
E こころとしんぞう 中川　ひろたか　文 保育社
E あまがえる先生１ねんずかん まつおか　たつひで　作 ポプラ社
E おかあさんどこいったの？ レベッカ　コッブ　ぶん　え ポプラ社
E いえでをしたくなったので リーゼル　モーク　スコーペン　文 ほるぷ出版
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E ニンジャさるとびすすけ みやにし　たつや　作絵 ほるぷ出版

F-ｲｼ 黒魔女さんが通る！！　ｐａｒｔ１７ 石崎　洋司　作 講談社
F-ｳﾙ ぼくと戦争の物語 漆原　智良　作 フレーベル館
F-ｵｵ ようかいとりものちょう　１ 大崎　悌造　作 岩崎書店
F-ｵｶ 夏休みに、翡翠をさがした 岡田　依世子　作 アリス館
F-ｶｶﾞ まどわしの教室 香谷　美季　作 講談社
F-ｶﾄ ネイルはおまかせ！ 加藤　純子　作 そうえん社
F-ｸﾐ 眠り姫と１３番めの魔女 久美　沙織　作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
F-ｺｸﾞ サトミちゃんちの８男子　５，６ こぐれ　京　著 角川書店
F-ｺｸﾞ サトミちゃんちの１男子　１，２ こぐれ　京　著 角川書店
F-ｺﾊﾞ ぼくのマルコは大リーガー 小林　しげる　作 文研出版
F-ｻﾄ 机の上の仙人 佐藤　さとる　著 ゴブリン書房
F-ﾅﾂ ひみつの占星術クラブ　１ 夏奈　ゆら　作 ポプラ社
F-ﾆｼ クモばんばとぎんのくつした 仁科　幸子　著 偕成社
F-ﾊﾗ サッカーボーイズ１４歳 はらだ　みずき　著 角川書店
F-ﾊﾗ サッカーボーイズ卒業 はらだ　みずき　著 角川書店
F-ﾍｲ 平家物語 時海　結以　文 講談社
F-ﾎﾈ ほねほねザウルス　５～７ カバヤ食品株式会社　原案　監修 岩崎書店
F-ﾏﾂ ひよ恋　２ 松田　朱夏　著 集英社
F-ﾔﾏ かえってきたまほうのじどうはんばいき やまだ　ともこ　作 金の星社
F-ﾔﾏ 夏葉と宇宙へ三週間 山本　弘　作 岩崎書店
F-ﾖｼ チームつばさ 吉野　万理子　作 学研教育出版

N-ｱﾚ ゴールデンドリーム ロイド　アリグザンダー　作 評論社
N-ｺﾂ サッカー少女サミー　２，３ ミッシェル　コックス　著 学研教育出版
N-ﾊﾞﾙ ふたりは世界一！ アンドレス　バルバ　作 偕成社
N-ﾌﾟﾘ オクサ・ポロック　４ アンヌ　プリショタ　著 西村書店
N-ﾏｺ 沈黙の殺人者 ダンディ　デイリー　マコール　作 評論社
N-ﾗｽ ガフールの勇者たち　１～１５ キャスリン　ラスキー　著 メディアファクトリー

《《  日本のおはなし　　 》》

《《  外国のおはなし　　 》》
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N-ﾗｽ ガフールの勇者たち　エピソード０ キャスリン　ラスキー　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
N-ﾛﾂ 勇者ライと３つの扉　１ エミリー　ロッダ　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

28 ナイチンゲール／ヘレン・ケラー／マザー・テレサ 時海　結以　著 集英社
28 北御門二郎魂の自由を求めて ぶな　葉一　著 銀の鈴社
30 楽しく遊ぶ学ぶよのなかの図鑑 寺本　潔　監修 小学館
32 憲法読本　第４版 杉原　泰雄　著 岩波書店
33 地球経済のまわり方 浜　矩子　著 筑摩書房
36 仕事を選ぶ 朝日中学生ウイークリー編集部　編著 朝日学生新聞社
38 世界のともだち　０９ 偕成社
38 草と木で包む Ｕ．Ｇ．サトー　文と絵 福音館書店
38 熱帯の森の家族 関野　吉晴　著 ほるぷ出版
40 ふしぎ！オドロキ！科学マジック図鑑 山村　紳一郎　監修 ポプラ社
41 切りがみで学ぶ図形パズル 山口　榮一　著 ディスカヴァー・トゥエンティワン

45 掘り出された恐竜大化石 たかし　よいち　作 絵本塾出版
45 石の卵 山田　英春　文　写真 福音館書店
485 ミジンコ 森　文俊　著 あかね書房
486 ずかんハチ 松本　吏樹郎　監修 技術評論社
487 カジカおじさんの川語り 稗田　一俊　文　写真 福音館書店
488 水中さつえい大作戦 中川　雄三　文　写真　絵 福音館書店
489 大草原のノネコ母さん 伊澤　雅子　文 福音館書店
49 １４歳からわかる生命倫理 雨宮　処凛　著 河出書房新社
50 親子でつくる自然エネルギー工作　１ 川村　康文　編 大月書店
53 ぼくは「つばめ」のデザイナー 水戸岡　鋭治　作　絵 講談社
55 海はもうひとつの宇宙 高頭　祥八　文　絵 福音館書店
64 捨て犬・未来と捨てネコ・未来 今西　乃子　著 岩崎書店
68 地図で見てみよう！日本の鉄道 小賀野　実　監修　写真 ポプラ社
69 アナウンサーになろう！ 堤　江実　著 ＰＨＰ研究所
75 おりがみ・こうさく★ミニブック　３ ポプラ社
75 のびるろくろ首・とび出すヘビほか 芳賀　哲　著 一声社

《《  ちしきの本    　　   》》
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782 はじめよう！陸上競技 苅部　俊二　著 ベースボール・マガジン社

81 マンガでおぼえる敬語 齋藤　孝　著 岩崎書店
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