
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6日(日) 10月13日(日) 10月16日(水)

11月3日(日) 11月10日(日) 11月20日(水)

10月19日(土) ※１　10月26日(土) 10月5日(土)

11月16日(土) ※１　11月23日(土) 11月2日(土)

赤ちゃんおはなし会０・１・２ ※２　11月20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

２０１９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



分類 書名 著者名 出版社

E あなあなはてな はらぺこめがね　作 アリス館
E ぞうのヘンリエッタさん リズ　ウォン　作　絵 岩崎書店
E まくらからくま コジヤジコ　作 岩崎書店
E かわにくまがおっこちた リチャード　Ｔ．モリス　著 岩崎書店
E おやゆびひめ アンデルセン　作 岩波書店
E きょうのぼくはどこまでだってはしれるよ 荒井　良二　著 ＮＨＫ出版
E あやしいぶたのたね 佐々木　マキ　作 絵本館
E おばあちゃん、ぼくにできることある？ ジェシカ　シェパード　さく 偕成社
E うんがよくなりますように おとうとうさぎ！ ヨンナ　ビョルンシェーナ　作 クレヨンハウス
E スノーウィとウッディ ロジャー　デュボアザン　さく 好学社
E くるまがいっぱい！ リチャード　スキャリー　さく 好学社
E ふみきりかんかんくん 斉藤　洋　作 講談社
E 水の絵本 長田　弘　作 講談社
E いえでをしたてるてるぼうず にしまき　かやこ　作 こぐま社
E 転校生はかがくぶっしつかびんしょう 武濤　洋　さく ジャパンマシニスト社

E 字のないはがき 向田　邦子　原作 小学館
E なまけものパーティー 齋藤　槙　作 小学館
E おばあちゃんのアラッ？ 長谷川　舞　著 少年写真新聞社
E タタタタ りとう　ようい　作　絵 鈴木出版
E カルメラのねがい マット　デ　ラ　ペーニャ　作 鈴木出版
E たまごにいちゃんとたまごじいさん あきやま　ただし　作　絵 鈴木出版
E さかながはねて 中川　ひろたか　ぶん 世界文化社
E おつきさまひとつずつ 長野　ヒデ子　作 童心社
E 人形の家にすんでいたネズミ一家のおるすばん マイケル　ボンド　文 徳間書店
E ほんとにぜったいあけちゃダメッ！！！ アンディ　リー　作 永岡書店
E サン・サン・サンタひみつきち かこ　さとし　著 白泉社
E ぶぅぶぅママ 小路　智子　作 ＢＬ出版
E こぐまのアーリーとあかいぼうし わだ　あい　作 ＢＬ出版

《《  えほん　        　　 》》
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E ガンピーさんのサイ ジョン　バーニンガム　作 ＢＬ出版
E コリンのお店びらき ひこ　田中　文 ＢＬ出版
E ライオンになるには エド　ヴィアー　さく ＢＬ出版
E こねこをひろったけどそだててみたら… 新井　洋行　作 ＢＬ出版
E おはようおやすみぼくのせかい マーガレット　ワイズ　ブラウン　ぶん 評論社
E だいすきな先生へ デボラ　ホプキンソン　文 評論社
E おじいちゃんがのこしたものは… マイケル　モーパーゴ　文 評論社
E きょうりゅうのおおきさってどれくらい？ 大島　英太郎　さく 福音館書店
E さんびきのおさる あべ　けんじ　作 福音館書店
E チェクポ イ　チュニ　ぶん 福音館書店
E じゃない！ チョー　ヒカル　作 フレーベル館

F-ｲｼ しぶがきほしがきあまいかき 石川　えりこ　さく　え 福音館書店
F-ｲｼ 空飛ぶくじら部 石川　宏千花　著 ＰＨＰ研究所
F-ｸﾗ 小説聲の形　上，下 倉橋　燿子　文 講談社
F-ｺﾃﾞ ねこの町のホテル プチモンド 小手鞠　るい　作 講談社
F-ﾄﾋﾞ しまうまのたんけん トビイ　ルツ　作　絵 ＰＨＰ研究所
F-ﾅｶ はしれ！小学生まじょ 中島　和子　作 金の星社
F-ﾅｶ 小学生まじょのふしぎなぼうし 中島　和子　作 金の星社
F-ﾅｼ ヤービの深い秋 梨木　香歩　著 福音館書店
F-ﾋﾛ 秘密に満ちた魔石館 廣嶋　玲子　作 ＰＨＰ研究所
F-ﾌｸ しゅくだいかけっこ 福田　岩緒　作　絵 ＰＨＰ研究所
F-ﾐｽﾞ 十四歳日和 水野　瑠見　著 講談社
F-ﾔｽﾞ 昔はおれと同い年だった田中さんとの友情 椰月　美智子　作 小峰書店

N-ｸﾞﾘ ワンダ・ガアグ グリムのゆかいなおはなし グリム　著 のら書店
N-ｺﾞ 西遊記　１３ 呉　承恩　作 理論社
N-ｽﾛ ヤナギ通りのおばけやしき ルイス　スロボドキン　作 瑞雲舎
N-ﾈｲ シャイローと歩く秋 フィリス　レイノルズ　ネイラー　著 あすなろ書房
N-ﾌｴ 飛ぶための百歩 ジュゼッペ　フェスタ　作 岩崎書店

《《  日本のおはなし　　 》》

《《  外国のおはなし　　 》》
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N-ﾛｾﾞ ハヤクさん一家とかしこいねこ マイケル　ローゼン　作 徳間書店

02 やさしくわかるデジタル時代の著作権　１～３ 山本　光　監修　著 技術評論社
11 宇宙はなぜ哲学の問題になるのか 伊藤　邦武　著 筑摩書房
15 折れない心を育てるいのちの授業 小澤　竹俊　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
28 日本のパラリンピックを創った男　中村裕 鈴木　款　著 講談社
32 こども六法 山崎　聡一郎　著 弘文堂
36 ピンチを解決！１０歳からのライフスキル　５ 合同出版
36 「もしも」のときに役に立つ！防災クッキング　１ 今泉　マユ子　著 フレーベル館
38 日本昔ばなしのことば絵本 千葉　幹夫　監修 ナツメ社
38 都道府県別にっぽんオニ図鑑 山崎　敬子　ぶん じゃこめてい出版
40 ＮＨＫカガクノミカタ　１～３ ＮＨＫ「カガクノミカタ」制作班　編 ＮＨＫ出版
41 １４歳からの数学 佐治　晴夫　著 春秋社
487 どっちが強い！？ライギョｖｓピラニア ジノ　ストーリー ＫＡＤＯＫＡＷＡ
489 兵隊さんに愛されたヒョウのハチ 祓川　学　作 ハート出版
49 メガネと視力のひみつ ひろ　ゆうこ　まんが 学研プラス
51 身近でできるＳＤＧｓエシカル消費　１～３ 三輪　昭子　著 さ・え・ら書房
52 エアコンのひみつ 大富寺　航　まんが 学研プラス
58 乳酸菌のひみつ　新版 おだぎ　みを　まんが 学研プラス
780 スポーツと君たち 佐藤　善人　編著 大修館書店
783 〈ビジュアル入門〉ラグビーがわかる本 ＤＫ社　編著 東京書籍
783 女子野球のひみつ マンガデザイナーズラボ　まんが 学研プラス
79 日英２カ国語の将棋えほん 斉藤　三笑　絵と文 日本地域社会研究所

《《  ちしきの本    　　   》》
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