
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1日(日) 9月8日(日) 9月18日(水)

10月6日(日) 10月13日(日) 10月16日(水)

9月21日(土) ※１　9月28日(土) 9月7日(土)

10月19日(土) ※１　10月26日(土) 10月5日(土)

赤ちゃんおはなし会０・１・２ ※２　9月18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 もしもだるまにであったら 山田　マチ　作 あかね書房
E ドクルジン ミロコマチコ　作 亜紀書房
E ろうそくぱっ みなみ　じゅんこ　作 アリス館
E ひょうたんれっしゃ 齋藤　槙　作 アリス館
E すきすきすき 織茂　恭子　作 アリス館
E ほうさんちゅう 松岡　篤　監修 アリス館
E マチルダとふたりのパパ メル　エリオット　さく 岩崎書店
E ママはスーパーちからもち ニコラ　ケント　さく　え 岩崎書店
E ちびねこのチュチュと、スプーンのあかちゃん 二宮　由紀子　作 岩崎書店
E わたしはみんなのおばあちゃん ジョナサン　トゥイート　文 岩波書店
E ちっちゃなかいぞくいまなんにん？ マイク　ブラウンロウ　さく 潮出版社
E にゃんこ相撲　下町編 沖　昌之　写真 大空出版
E 焼けあとのちかい 半藤　一利　文 大月書店
E ねこぼん はやし　ますみ　作 偕成社
E しょうがっこうがだいすき うい　作 学研プラス
E おかあさんありがとう みやにし　たつや　作絵 金の星社
E にんじんかりかりかじったら 石津　ちひろ　文 金の星社
E ロバくんのみみ ロジャー　デュボアザン　さく 好学社
E きょうは泣き虫 たけがみ　たえ　作 好学社
E ロージーのひよこはどこ？ パット　ハッチンス　さく 好学社
E はなちゃんのみそ汁 安武　信吾　原作 講談社
E きんぎょすくいめいじん 松成　真理子　作 講談社
E あなたがおとなになったとき 湯本　香樹実　文 講談社
E ようかいむらのじごくえんそく たかい　よしかず　作　絵 国土社
E すごいたいじゅうでうごきません。 平田　昌広　作 国土社
E チャレンジミッケ！　１０ ウォルター　ウィック　作 小学館
E ありんこおみこし にしはら　みのり　作 小学館
E ヒミツのかいだん 田島　征三　作 小学館

《《  えほん　        　　 》》
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E うちに帰りたくないときによむ本 川崎　二三彦　監修 少年写真新聞社
E いいおといっぱい こわせ　たまみ　作 鈴木出版
E ギョギョギョつり 矢野　アケミ　作　絵 鈴木出版
E 丘のうえのいっぽんの木に 今森　光彦　作 童心社
E ねたあとゆうえんち 大串　ゆうじ　著 白泉社
E どっち？ まつおか　たつひで　さく ハッピーオウル社
E うれしいおいしいはんぶんこ 宮野　聡子　作　絵 ＰＨＰ研究所
E あみかけクジラ 川村　たかし　文 ＢＬ出版
E クジラまつり 川村　たかし　文 ＢＬ出版
E うみへいったちいさなカニカニ クリス　ホートン　作 ＢＬ出版
E １０ぴきのおばけのたんじょうび にしかわ　おさむ　作　絵 ひかりのくに
E かげパ 富安　陽子　作 ひさかたチャイルド

E めをとじてみえるのは マック　バーネット　ぶん 評論社
E クレムとカニさん フィオナ　ランバーズ　作 文化学園文化出版局

E こんどはなにはこんでるの？ スズキ　サトル　さく ほるぷ出版
E プールのひは、おなかいたいひ ヘウォン　ユン　作 光村教育図書
E うみがめのあかちゃん 柿本　幸造　え リーブル

F-ｱｶ 長距離電話 赤川　次郎　著 汐文社
F-ｲｼ ぼくたちは卵のなかにいた 石井　睦美　作 小学館
F-ｶﾐ 月と珊瑚 上條　さなえ　著 講談社
F-ｶﾝ はりねずみのルーチカ　人魚の島 かんの　ゆうこ　作 講談社
F-ｺｳ ぽかりの木 こうだ　ゆうこ　作 学研プラス
F-ｻｲ レストランのおばけずかん　だんだんめん 斉藤　洋　作 講談社
F-ｻｲ おばけとしょかん 斉藤　洋　作 講談社
F-ｻｸ 世界は「 」で満ちている 櫻　いいよ　著 ＰＨＰ研究所
F-ｼﾗ うそつきタケちゃん 白矢　三恵　作 文研出版
F-ﾀﾅ おしっこもらスター 田中　六大　作 あかね書房
F-ﾅｼ きみの存在を意識する 梨屋　アリエ　作 ポプラ社
F-ﾆｼ １２歳で死んだあの子は 西田　俊也　作 徳間書店

《《  日本のおはなし　　 》》
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F-ﾊﾗ かいけつゾロリうちゅう大さくせん 原　ゆたか　さく　え ポプラ社
F-ﾋﾛ 十年屋　３ 廣嶋　玲子　作 静山社
F-ﾏﾊ 思いはいのり、言葉はつばさ まはら　三桃　著 アリス館
F-ﾐｽﾞ お願い！フェアリー♥　２２ みずの　まい　作 ポプラ社
F-ﾐﾄﾞ あなたの本 緑川　聖司　作 ポプラ社
F-ﾑﾗ へんなともだちマンホーくん　きょうふのきょだいそうじき 村上　しいこ　作 講談社
F-ﾑﾗ 夏に泳ぐ緑のクジラ 村上　しいこ　作 小学館
F-ﾓﾘ おじいさんは川へおばあさんは山へ 森山　京　作 理論社
F-ﾔﾏ タヌキのきょうしつ 山下　明生　作 あかね書房

N-ｵｽﾞ ２１世紀のフランクリン メアリー　ポープ　オズボーン　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
N-ｸﾞﾗ 貸出禁止の本をすくえ！ アラン　グラッツ　著 ほるぷ出版
N-ｺﾏ リスタート ゴードン　コーマン　著 あすなろ書房
N-ﾊﾝ ウォーリアーズ　４－５ エリン　ハンター　作 小峰書店
N-ﾌﾞﾗ わたしがいどんだ戦い１９４０年 キンバリー　ブルベイカー　ブラッドリー　作 評論社
N-ﾍﾟﾂ ベストマン リチャード　ペック　作 小学館
N-ﾖﾏ 本気でやれば、なんでもできる！？ ジョン　ヨーマン　作 徳間書店
N-ﾚﾉ ゴースト ジェイソン　レノルズ　作 小峰書店
N-ﾚﾝ ヤング・シャーロック・ホームズ　ｖｏｌ．６ アンドリュー　レーン　著 静山社

00 よくわかるＶＲ 舘　暲　監修 ＰＨＰ研究所
16 「カルト」はすぐ隣に 江川　紹子　著 岩波書店
28 じいじが迷子になっちゃった 城戸　久枝　著 偕成社
28 読む喜びをすべての人に 金治　直美　文 佼成出版社
29 エベレスト サングマ　フランシス　文 徳間書店
32 国籍の？がわかる本 木下　理仁　著 太郎次郎社エディタス

36 「お手伝いしましょうか？」うれしかった、そのひとこと 高橋　うらら　文 講談社
37 中学生からの勉強のやり方　改訂版 清水　章弘　著 ディスカヴァー・トゥエンティワン

38 ビジュアル日本の住まいの歴史　２ 小泉　和子　監修 ゆまに書房
41 親子で楽しむ和算の図鑑 谷津　綱一　著 技術評論社

《《  外国のおはなし　　 》》

《《  ちしきの本    　　   》》
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42 ひとすじの光 ウォルター　ウィック　文　写真 小学館
44 季節のこよみ 平野　恵理子　著 偕成社
46 北極と南極の「へぇ～」くらべてわかる地球のこと 中山　由美　文　写真 学研プラス
480 ざんねんないきもの事典　もっと 今泉　忠明　監修 高橋書店
486 なつのおうさまかぶとむし ひさかたチャイルド

488 どっちが強い！？カラスｖｓコウモリ スライウム　ストーリー ＫＡＤＯＫＡＷＡ
49 へんてこりんな人間図鑑 岩谷　圭介　文 キノブックス
49 心の病気ってなんだろう？ 松本　卓也　著 平凡社
51 ダムのたんけん 福手　勤　監修 星の環会
51 ごみについて調べよう　２ 岡山　朋子　監修 あかね書房
51 プラスチック・プラネット ジョージア　アムソン＝ブラッドショー　作 評論社
59 ３０分でできる伝統おやつ　春のおやつ 伝統おやつ研究クラブ　編 偕成社
59 ３０分でできる伝統おやつ　夏のおやつ 伝統おやつ研究クラブ　編 偕成社
59 ３０分でできる伝統おやつ　秋のおやつ 伝統おやつ研究クラブ　編 偕成社
59 ３０分でできる伝統おやつ　冬のおやつ 伝統おやつ研究クラブ　編 偕成社
64 走れ！メープル 菅　聖子　文 小峰書店
68 飛行機のサバイバル　１ ゴムドリｃｏ．　文 朝日新聞出版
72 まねしてかんたん！女の子のかわいいイラストおえかき★レッスンブック ＹＵＵ　著 メイツ出版
75 コロコロロボット 野出　正和　著 いかだ社
75 しかけがいっぱいの貯金箱工作 寺西　恵里子　著 ブティック社
77 映画ってどうやってつくるの？ フロランス　デュカトー　文 西村書店
81 放課後の文章教室 小手鞠　るい　著 偕成社
901 物語は人生を救うのか 千野　帽子　著 筑摩書房
911 中西進の万葉みらい塾 中西　進　著 朝日新聞出版
911 わくわく 全国学校図書館協議会　編 童話屋
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