
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6日(日) 9月2日(水) 9月16日(水)

10月4日(日) 10月7日(水) 10月21日(水)

9月19日(土) ※　9月26日(土) 9月5日(土)

10月17日(土) ※　10月24日(土) 10月3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 こぐまのミモのジャムやさん いちかわ　なつこ　作 あかね書房
E 月夜とめがね 小川　未明　作 あすなろ書房
E まって アントワネット　ポーティス　作 あすなろ書房
E ぼくたちねこなのゆかいな８ぴき どい　かや　作 アリス館
E だいすきほっとけーき かんの　ゆきこ　作 岩崎書店
E お～しまい！…かな？ ジム　ベントン　さく 岩崎書店
E おかあさんのいのり 武鹿　悦子　さく 岩崎書店
E このみち 内田　麟太郎　作 岩崎書店
E どうぶつたちのおやすみなさい アン　ウィットフォード　ポール　ぶん 岩崎書店
E アンドルーのひみつきち ドリス　バーン　文　絵 岩波書店
E せいめいのれきし　改訂版 バージニア　リー　バートン　文　絵 岩波書店
E おでかけすいぞくかん 阿部　浩志　ぶん 学研教育出版
E ことらちゃんの冒険 石井　桃子　お話 河出書房新社
E たんぽぽ 荒井　真紀　文　絵 金の星社
E うれしいやくそく くすのき　しげのり　作 廣済堂あかつき
E ごんぎつね 新美　南吉　作 講談社
E ショコラちゃんのレストラン　新装版 中川　ひろたか　ぶん 講談社
E えほんはりねずみのルーチカ かんの　ゆうこ　文 講談社
E たとえば、せかいがゴロゴロだったら 高畠　那生　作 講談社
E としょかんへいこう 斉藤　洋　作 講談社
E せんそうしない たにかわ　しゅんたろう　ぶん 講談社
E おばあさんのしんぶん 松本　春野　文　絵 講談社
E 町にながれるガブリエラのうた キャンデス　フレミング　さく さ・え・ら書房
E そらいろ男爵 ジル　ボム　文 主婦の友社
E パンやのろくちゃん なつだよ！ 長谷川　義史　作 小学館
E ちいさなおおきなき 夢枕　獏　作 小学館
E どろきょうりゅう 中川　ひろたか　作 世界文化社
E とうもろこしくんがね… とよた　かずひこ　さく　え 童心社

《《  えほん　        　　 》》
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E おばけもこわがるおばけ 内田　麟太郎　文 童心社
E とんとんとんのりものだあれ かしわら　あきお　作　絵 永岡書店
E かもめたくはいびん いしい　ひろし　著 白泉社
E ローズとライオン デイビッド　Ｔ．グリーンバーグ　作 バベルプレス
E しろおうさまとくろおうさま こすぎ　さなえ　さく ＰＨＰ研究所
E 世界でいちばんすばらしいもの ヴィヴィアン　フレンチ　文 ＢＬ出版
E シルヴィーどうぶつえんへいく ジョン　バーニンガム　さく ＢＬ出版
E きょうのおやつは わたなべ　ちなつ　さく 福音館書店
E かぞえる 楠田　枝里子　作 復刊ドットコム
E びっくりおおかみ 佐々木　マキ　作　絵 フレーベル館
E ほんとはスイカ 昼田　弥子　ぶん ブロンズ新社
E ティモシーとサラちいさなとしょかん 芭蕉　みどり　作　絵 ポプラ社
E ぱっくんぱっくん　新装版 長　新太　作　絵 ポプラ社
E これはまる 中川　ひろたか　ぶん ポプラ社
E およげないさかな せな　けいこ　作　絵 ポプラ社
E そらとぶじゅうたんでせかいいっしゅう ステラ　ブラックストーン　文 ほるぷ出版

F-ｱｵ さくらいろの季節 蒼沼　洋人　著 ポプラ社
F-ｲｼ 魔リンピックでおもてなし 石崎　洋司　作 講談社
F-ｲﾏ 一つの花 ヒロシマの歌 今西　祐行　作 集英社
F-ｶｲ 怪談オウマガドキ学園　４～６ 常光　徹　責任編集 童心社
F-ｶﾜ とりはだはどうやったらつくれる？ 川北　亮司　作 新日本出版社
F-ｸｻ まほとおかしな魔法の呪文 草野　たき　作 岩崎書店
F-ｸﾗ 魔女の診療所　まさかのライバル！ 倉橋　燿子　作 講談社
F-ｸﾗ 魔女の診療所　ボロボロの魔法界 倉橋　燿子　作 講談社
F-ｸﾗ 魔女の診療所　魔法警報発令中！？ 倉橋　燿子　作 講談社
F-ｺﾊﾞ 藤井兄妹の絶体絶命な毎日 小林　深雪　著 講談社
F-ｻｲ 月夜に見参！ 斉藤　洋　作 あすなろ書房
F-ｼﾒ 美雨１３歳のしあわせレシピ しめの　ゆき　著 ポプラ社
F-ｽｴ 波のそこにも 末吉　暁子　作 偕成社

《《  日本のおはなし　　 》》
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F-ｽｷﾞ ふりかえれば名探偵 杉山　亮　作 偕成社
F-ｽｷﾞ みずがめ座流星群の夏 杉本　りえ　作 ポプラ社
F-ｽﾐ 八月のサーカス 隅垣　健　文と絵 京都新聞出版センター

F-ｿｳ 悪ガキ７　転校生は魔女！？ 宗田　理　著 静山社
F-ﾄﾐ 夏休みの秘密の友だち 富安　陽子　著 偕成社
F-ﾐｳ 夜明けの落語 みうら　かれん　作 講談社

F-ﾐｽﾞ 名探偵コナン迷宮の十字路
ク ロ ス ロ ー ド

水稀　しま　著 小学館

F-ﾐｽﾞ 名探偵コナン業火の向日葵 水稀　しま　著 小学館
F-ﾑｶ トリプル・ゼロの算数事件簿 向井　湘吾　作 ポプラ社
F-ﾓｲ 魔女バジルとなぞのほうき星 茂市　久美子　作 講談社
F-ﾖｼ すし食いねえ 吉橋　通夫　著 講談社

N-ｱﾚ 影なき者の歌 ウィリアム　アレグザンダー　著 東京創元社
N-ｴｳﾞ アーチー・グリーンと魔法図書館の謎 Ｄ．Ｄ．エヴェレスト　著 あすなろ書房
N-ｵｽﾞ サッカーの神様 メアリー　ポープ　オズボーン　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
N-ﾊﾟﾗ ワンダー Ｒ．Ｊ．パラシオ　作 ほるぷ出版
N-ﾌﾟﾘ オクサ・ポロック　６ アンヌ　プリショタ　著 西村書店
N-ﾏｸ 星を知らないアイリーン ジョージ　マクドナルド　作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
N-ﾙｲ 白いイルカの浜辺 ジル　ルイス　作 評論社

21 あんずの木の下で 小手鞠　るい　著 原書房
21 子どもたちへ、今こそ伝える戦争 長　新太　ほか著 講談社
29 読んで見て楽しむ日本地図帳 学研教育出版
31 １４歳からの戦争のリアル 雨宮　処凛　著 河出書房新社
32 声に出して読みたい小中学生にもわかる日本国憲法 齋藤　孝　著 岩崎書店
38 戦場カメラマン渡部陽一が見た世界　１ 渡部　陽一　写真　文 くもん出版
38 すしのひみつ 日比野　光敏　著 金の星社
40 春夏秋冬 村中　李衣　文 玉川大学出版部
40 まぎらわしい現実の大図鑑 アンドレア　ミルズ　著 東京書籍
45 はれるんのお天気教室 岩槻　秀明　文 東京堂出版

《《  外国のおはなし　　 》》

《《  ちしきの本    　　   》》
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46 生き物のふえかた大研究 長谷川　眞理子　監修 ＰＨＰ研究所
480 ＮＨＫダーウィンが来た！動物たちのスーパー生き残りバトル ＮＨＫ「ダーウィンが来た！」番組スタッフ　編 ＮＨＫ出版
58 世界遺産になった和紙　３，４ 新日本出版社
59 カンペキおしゃれの絶対ルール１００１ キラ☆カワｇｉｒｌｓ委員会　編著 世界文化社
59 ５アンペア生活をやってみた 斎藤　健一郎　著 岩波書店
61 お米ができるまで 岩貞　るみこ　作 講談社
64 “いのち”のすくいかた 児玉　小枝　写真　文 集英社
65 広島の木に会いにいく 石田　優子　著 偕成社
69 家庭でマスター！小学生のスマホ免許 遠藤　美季　著 誠文堂新光社
77 １００円ショップでどきどきマジック 藤原　邦恭　著 いかだ社
79 超ひっかけ！！運命ゲーム 小野寺　ぴりり紳　作 ポプラ社
79 じゃんけん学 稲葉　茂勝　著 今人舎
908 ５分後に意外な結末　２ 学研教育出版
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