
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4日(日) 9月7日(水) 9月21日(水)

10月2日(日) 10月5日(水) 10月19日(水)

9月17日(土) ※　9月24日(土) 9月3日(土)

10月15日(土) ※　10月22日(土) 10月1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、午前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

２０１６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 ぬけすずめ 桃月庵　白酒　文 あかね書房
E 穴の本 ピーター　ニューエル　作 亜紀書房
E 人くい鬼 グリム　原作 あすなろ書房
E インディアンの森 森田　誠二　作 亥辰舎
E くつの音が あさの　あつこ　作 今人舎
E くじらだ！　改版 五味　太郎　作 岩崎書店
E きみはしっている　改版 五味　太郎　作 岩崎書店
E ノンタンおはよう キヨノ　サチコ　作　絵 偕成社
E ノンタンはみがきはーみー キヨノ　サチコ　作　絵 偕成社
E ぎょうれつのできるレストラン ふくざわ　ゆみこ　さく 教育画劇
E みんなともだち 二宮　由紀子　さく 教育画劇
E ふしぎなカサやさん みやにし　たつや　作絵 金の星社
E しげちゃんとじりつさん 室井　滋　作 金の星社
E うみざざざ ひがし　なおこ　さく くもん出版
E うらしまたろう おざわ　としお　再話 くもん出版
E つばめこうくう もとやす　けいじ　著 佼成出版社
E ぞうちゃんとねずみちゃん 三浦　太郎　作 講談社
E いもさいばん きむら　ゆういち　文 講談社
E 絵本眠れなくなる宇宙のはなし 佐藤　勝彦　作 講談社
E こんやもバクはねむらない 澤野　秋文　作 講談社
E あかいかばんのひみつ エマ　アレン　文 国土社
E ぞうさん まど　みちお　詩 こぐま社
E ちかてつのぎんちゃん 鎌田　歩　さく 小学館
E カエルくんのだいはっけん！ 松岡　達英　作 小学館
E たのしいひっこし 岡田　よしたか　作 小学館
E ひろったらっぱ 新美　南吉　作 新樹社
E こざるのシャーロット さえぐさ　ひろこ　ぶん 新日本出版社
E げたにばける 新美　南吉　作 鈴木出版

《《  えほん　        　　 》》
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E こうさぎクーとおにんぎょう みやにし　たつや　作絵 鈴木出版
E おばけマンション 鈴木　翼　文 世界文化社
E またあした さえぐさ　ひろこ　さく チャイルド本社
E ジェドおじさんはとこやさん マーガリー　キング　ミッチェル　作 汐文社
E やまびと 柳田　国男　原作 汐文社
E なでなでももんちゃん とよた　かずひこ　さく　え 童心社
E あらいぐまのヨッチー デイビッド　マクフェイル　作　絵 徳間書店
E みどりのトカゲとあかいながしかく スティーブ　アントニー　作　絵 徳間書店
E ゆびさきちゃんのだいぼうけん いわい　としお　著 白泉社
E わかってるもん ひろかわ　さえこ　著 ハッピーオウル社
E シロナガスクジラ ジェニ　デズモンド　さく ＢＬ出版
E わんぱくだんのてるてるぼうず ゆきの　ゆみこ　作 ひさかたチャイルド

E おたからパン 真珠　まりこ　作　絵 ひさかたチャイルド

E 数ってどこまでかぞえられる？ ロバート　Ｅ．ウェルズ　さく 評論社
E あぶないよ、ふわふわケムちゃん！ エドワード　ハーディ　ぶん 評論社
E おんちょろちょろ 瀬田　貞二　再話 福音館書店
E うしかたとやまうば 瀬田　貞二　再話 福音館書店
E さるとびっき 武田　正　再話 福音館書店
E ねずみのおよめさん 小野　かおる　再話　画 福音館書店
E 天のかみさま金んつなください 津谷　タズ子　再話 福音館書店
E うりひめとあまんじゃく 稲田　和子　再話 福音館書店
E きつねとかわうそ 梶山　俊夫　再話　画 福音館書店
E たぬきえもん 藤巻　愛子　再話 福音館書店
E きかんしゃホブ・ノブ ルース　エインズワース　作 福音館書店
E すぽーつのほん ディック　ブルーナ　ぶん　え 福音館書店
E ろってちゃん ディック　ブルーナ　ぶん　え 福音館書店
E はちみつ ふじわら　ゆみこ　文 福音館書店
E わたしのこねこ 澤口　たまみ　文 福音館書店
E だんごのすけのにんじゅつしゅぎょう 山口　マサル　作　絵 フレーベル館
E まかしとき！ くすのき　しげのり　作 フレーベル館
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E みずたまり 殿内　真帆　作 フレーベル館
E ココとリトル・ブラック・ドレス アンネマリー　ファン　ハーリンゲン　作 文化学園文化出版局

E だれのこえ？ まつおか　たつひで　作　絵 ポプラ社
E ＭＯＮＵＭＥＮＴＡＬ世界のすごい建築 サラ　タヴェルニエ　著 ポプラ社
E おみせやさんでくださいな！ さいとう　しのぶ　さく リーブル

F-ｱﾏ オンライン！　〔１〕～８ 雨蛙ミドリ　作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
F-ｱﾏ あまからすっぱい物語　１～３ 日本児童文学者協会　編 小学館
F-ｱﾝ ルルとララのようこそタルト あんびる　やすこ　作　絵 岩崎書店
F-ｲｹ 海色のＡＮＧＥＬ　４ 池田　美代子　作 講談社
F-ｲﾄ 空へ いとう　みく　作 小峰書店
F-ｵｶ くろねこのどん 岡野　かおる子　作 理論社
F-ｶｲ 怪談オウマガドキ学園　１８ 常光　徹　責任編集 童心社
F-ｷﾗ キラキラ！ 工藤　純子　ほか作 ポプラ社
F-ｸｽ やさしいティラノサウルス くすのき　しげのり　作 あかね書房
F-ｸﾜ 表参道高校合唱部！　１００００回だめでへとへとになっても 桑畑　絹子　小説 学研プラス
F-ｺﾃﾞ 野うさぎパティシエのひみつ 小手鞠　るい　作 金の星社
F-ｻｲ アリスのうさぎ 斉藤　洋　作 偕成社
F-ｻｻ モツ焼きウォーズ ささき　かつお　作 ポプラ社
F-ｽﾐ 本格ハロウィンは知っている 住滝　良　文 講談社
F-ｿｳ ぼくらの魔女戦記　３ 宗田　理　作 ポプラ社
F-ﾀｶ マーサとリーサ　２ たかおか　ゆみこ　作　絵 岩崎書店
F-ﾀｼ もりモリさまの森 田島　征三　作 理論社
F-ﾄﾐ 菜の子ちゃんとカッパ石 富安　陽子　作 福音館書店
F-ﾅｶ わたしたちのカノン　星音学園合奏部、はじまるよ！ 中村　天音　作 集英社
F-ﾅｶﾞ 百年後、ぼくらはここにいないけど 長江　優子　著 講談社
F-ﾆｲ あめ玉・でんでんむしのかなしみ 新美　南吉　作 岩崎書店
F-ﾆﾎ 日本の神様のお話　上，下 武光　誠　監修 東京書店
F-ﾊﾅ キノコのカミサマ 花形　みつる　作 金の星社
F-ﾐｽﾞ お願い！フェアリー♥　１６ みずの　まい　作 ポプラ社

《《  日本のおはなし　　 》》
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F-ﾑｶ トリプル・ゼロの算数事件簿　ファイル２，３ 向井　湘吾　作 ポプラ社
F-ﾔｽ レイさんといた夏 安田　夏菜　著 講談社
F-ﾔﾏ ロケットじどうはんばいき 山口　タオ　作 講談社

N-ｳﾞｵ ペーパーボーイ ヴィンス　ヴォーター　作 岩波書店
N-ｵｽﾞ カリブの巨大ザメ メアリー　ポープ　オズボーン　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
N-ｶﾐ 雷を打ち負かした女の子 アイヌ民話撰集企画編集委員会　企画　監修 アイヌ文化振興・研究推進機構

N-ｸﾞﾗ 図書館脱出ゲーム　上，下 クリス　グラベンスタイン　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
N-ｸﾛ ハートソング ケビン　クロスリー＝ホランド　文 ＢＬ出版
N-ｺﾝ 君の話をきかせてアーメル ニキ　コーンウェル　作 文研出版
N-ｼﾞﾖ 四人のおばあちゃん ダイアナ　ウィン　ジョーンズ　作 徳間書店
N-ｽﾞﾄ ズートピア スーザン　フランシス　作 偕成社
N-ｽﾛ 世界を７で数えたら ホリー　ゴールドバーグ　スローン　作 小学館
N-ﾃﾞｲ アナと雪の女王　氷を愛する人はだれ？ エリカ　デイビッド　文 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
N-ﾄﾞｲ 名探偵シャーロック・ホームズ　緋色の研究 コナン　ドイル　作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
N-ﾄﾞｲ 名探偵シャーロック・ホームズ　四つの署名 コナン　ドイル　作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
N-ﾊﾟｷ モンスーンの贈りもの ミタリ　パーキンス　作 鈴木出版
N-ﾌｴ ３つの鍵の扉 ソニア　フェルナンデス＝ビダル　著 晶文社
N-ﾌｵ ダーク・ライフ　上，下 カット　フォールズ　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
N-ﾏｸ ぼくのなかのほんとう パトリシア　マクラクラン　作 リーブル
N-ﾏﾛ １／１２の冒険　４ マリアン　マローン　作 ほるぷ出版
N-ﾒﾌﾞ 世界一の三人きょうだい グードルン　メプス　作 徳間書店
N-ﾘﾄﾞ 王宮のトラと闘技場のトラ リン　リード　バンクス　作 さ・え・ら書房
N-ﾙﾌﾞ 怪盗紳士アルセーヌ・ルパン奇岩城 モーリス　ルブラン　作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

15 保健室の恋バナ＋α 金子　由美子　著 岩波書店
15 きみが世界を変えるなら　言葉を武器に変えて 石井　光太　著 ポプラ社
15 きみが世界を変えるなら　世界を改革した子どもたち 石井　光太　著 ポプラ社
15 きみが世界を変えるなら　「わたしの物語」を生きる 石井　光太　著 ポプラ社
28 まど・みちお 谷　悦子　文 あかね書房

《《  外国のおはなし　　 》》

《《  ちしきの本    　　   》》
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28 シュヴァル 岡谷　公二　文 福音館書店
29 イラストマップとデータでわかる日本の地理 朝日新聞出版
31 国家を考えてみよう 橋本　治　著 筑摩書房
31 これから戦場に向かいます 山本　美香　写真と文 ポプラ社
36 親子で学ぶ国際教養が身につく本 山崎　紅　著 日経ＢＰ社
37 ルイ・ブライユと点字をつくった人びと 高橋　昌巳　監修 岩崎書店
37 ジンブン系自由研究アイディア５１ 福井　直秀　著 かもがわ出版
38 ルールとマナー 関　和之　マンガ　イラスト 旺文社
40 ウソのような現実の大図鑑 アンドレア　ミルズ　著 東京書籍
40 もしも地球がひとつのリンゴだったら デビッド　Ｊ．スミス　文 小峰書店
42 １４歳のための宇宙授業 佐治　晴夫　著 春秋社
46 生命の始まりを探して僕は生物学者になった 長沼　毅　著 河出書房新社
49 寿命はなぜ決まっているのか 小林　武彦　著 岩波書店
49 子どものうちに知っておきたい！おしゃれ障害 岡村　理栄子　監著 少年写真新聞社
50 どうなっているの？だんめん図鑑 断面マン　製作　監修 小学館
51 図解絵本工事現場 モリナガ　ヨウ　作　絵 ポプラ社
59 １０歳からのお料理教室 大瀬　由生子　著 日東書院本社
61 田んぼのコレクション 内山　りゅう　写真　文 フレーベル館
61 京都宇治茶物語 嘉根　淳朗　編 宇治茶の郷づくり協議会

64 焼き肉を食べる前に。 中川　洋典　聞き手　絵 解放出版社
68 めざせ鉄道博士！日本全国鉄道路線地図 地理情報開発　編 永岡書店
68 船員さんのひみつ おがた　たかはる　漫画 学研プラス出版
784 これでできる！スケートボードＡＢＣ トランスワールドスケートボーディングジャパン　監修 トランスワールドジャパン

785 ＤＶＤでレベルアップ！小学生の水泳弱点克服ＢＯＯＫ ウォーターメイツスイムクラブ　監修 メイツ出版
79 なぞなぞ学 稲葉　茂勝　著 今人舎
79 たのしいあやとり大図鑑　みんなであやとり フィグインク　編 汐文社

C おひるねですよ 内田　麟太郎　脚本 童心社
《《  かみしばい     　　  》》
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