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10月1日(日) 10月4日(水) 10月18日(水)

11月5日(日) 11月1日(水) 11月15日(水)

10月21日(土) ※　10月21日(土) 10月7日(土)

11月18日(土) ※　11月25日(土) 11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、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

２０１７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 サイモンは、ねこである。 ガリア　バーンスタイン　作 あすなろ書房
E うるさいアパート マック　バーネット　文 あすなろ書房
E いろはにほほほ かどの　えいこ　文　絵 アリエスブックス
E だいぶつさまのうんどうかい 苅田　澄子　ぶん アリス館
E だいち 谷川　俊太郎　詩 岩崎書店
E アリとキリギリス イソップ　原作 岩崎書店
E ６この点 ジェン　ブライアント　文 岩崎書店
E ネコのなまえは 枡野　浩一　ぶん 絵本館
E コアラアラアラやってきて おおなり　修司　文 絵本館
E チロリものがたり 大木　トオル　原作　文 絵本塾出版
E いないいないばああそび　改訂２版 きむら　ゆういち　さく 偕成社
E そらの１００かいだてのいえ いわい　としお　作 偕成社
E きょうふのおばけにんじん アーロン　レイノルズ　作 学研プラス
E じしん・つなみどうするの？ せべ　まさゆき　絵 金の星社
E たいふうどうするの？ せべ　まさゆき　絵 金の星社
E かじどうするの？ せべ　まさゆき　絵 金の星社
E ゆうかい・まいごどうするの？ せべ　まさゆき　絵 金の星社
E こうつうあんぜんどうするの？ せべ　まさゆき　絵 金の星社
E たんぽぽのおかあさん こんの　ひとみ　作 金の星社
E サファリ 松岡　たつひで　作　絵 金の星社
E てをつなぐ 鈴木　まもる　作 金の星社
E えじえじえじじえ 佐藤　可士和　え クレヨンハウス
E サンカクさん マック　バーネット　文 クレヨンハウス
E どんどろめがね はやし　ますみ　作 佼成出版社
E どうぶつどこ？ 山形　明美　作 講談社
E あかいりんごどこ？ 山形　明美　作 講談社
E まるいボールどこ？ 山形　明美　作 講談社
E ほしじいたけほしばあたけ　カエンタケにごようじん 石川　基子　作 講談社

《《  えほん　        　　 》》
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E ドン・キホーテ ミゲル　デ　セルバンテス　原作 講談社
E 絵本眠れなくなる宇宙といのちのはなし 佐藤　勝彦　作 講談社
E スープになりました 彦坂　有紀　作 講談社
E ふしぎなのりものずかん 斉藤　洋　作 講談社
E いただきますのおつきさま 鈴木　真実　作 講談社
E 恐竜トリケラトプスうみをわたる 黒川　みつひろ　作　絵 小峰書店
E 恐竜トリケラトプスとダスプレトサウルス 黒川　みつひろ　作　絵 小峰書店
E セミがうまれるよ あかぎ　かんこ　さく 埼玉福祉会
E ぶんぶくちゃがま あかぎ　かんこ　ぶん 埼玉福祉会
E いちにちパンダ 大塚　健太　さく 小学館
E あわてんぼうウサギ 中川　素子　再話 小学館
E まっくらやみのまっくろ ミロコマチコ　作　絵 小学館
E みんな生きている 中川　ひろたか　文 小学館
E うんどうかいがなんだ！ きむら　ゆういち　さく 新日本出版社
E どんぐりないよ 間部　香代　作 鈴木出版
E ひよこ こが　ようこ　ぶん　え 大日本図書
E いちご こが　ようこ　ぶん　え 大日本図書
E もいもい 市原　淳　作 ディスカヴァー・トゥエンティワン

E くろくんとちいさいしろくん なかや　みわ　さく　え 童心社
E あそぶ！ ジェズ　オールバラ　作　絵 徳間書店
E おすしのずかん 大森　裕子　作 白泉社
E みてみておかあさん ＬＥＥ　文 白泉社
E にんぎょうのおいしゃさん マーガレット　ワイズ　ブラウン　作 ＰＨＰ研究所
E ホッキョクグマと南極のペンギン ジーン　ウィリス　文 ＢＬ出版
E マンモスのみずあび 市川　里美　作 ＢＬ出版
E ハブラシくん 岡田　よしたか　作　絵 ひかりのくに
E すすめ！かいてんずし 岡田　よしたか　作　絵 ひかりのくに
E 地球を旅する水のはなし 大西　健夫　文 福音館書店
E とんこととん 武鹿　悦子　作 フレーベル館
E さらじいさん はせがわ　はっち　著 ブロンズ新社
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E わたしおべんきょうするの 角野　栄子　作 文溪堂
E おうちのものなあに はた　こうしろう　さく　え ポプラ社
E さわってたのしむ点字つきえほん　１，２ フラー　スター　文 ポプラ社
E ねずみくんといたずらビムくん なかえ　よしを　作 ポプラ社
E 花まつりにいきたい あまん　きみこ　文 本願寺出版社
E あっ！みーつけたっ！！ くすのき　しげのり　作 光村教育図書
E もしきみが月だったら ローラ　パーディ　サラス　文 光村教育図書

F-ｲﾄ おねえちゃんって、ほーんとつらい！ いとう　みく　作 岩崎書店
F-ｴﾄﾞ 明智小五郎 江戸川　乱歩　著 汐文社
F-ｵｶ 幽霊ランナー 岡田　潤　作 金の星社
F-ｶｼ 涙倉の夢 柏葉　幸子　作 講談社
F-ｶﾞﾂ 学校の怖すぎる話　１，２ 加藤　一　編　著 あかね書房
F-ｶﾝ はりねずみのルーチカ　ハロウィンの灯り かんの　ゆうこ　作 講談社
F-ｷﾀ ミウの花まる夏休み きたじま　ごうき　作　絵 汐文社
F-ｸﾏ 七福神の大阪ツアー くまざわ　あかね　作 ひさかたチャイルド

F-ｺﾃ 古典から生まれた新しい物語　恋の話 日本児童文学者協会　編 偕成社
F-ｺﾃ 古典から生まれた新しい物語　こわい話 日本児童文学者協会　編 偕成社
F-ｺﾃ 古典から生まれた新しい物語　ふしぎな話 日本児童文学者協会　編 偕成社
F-ｺﾃ 古典から生まれた新しい物語　冒険の話 日本児童文学者協会　編 偕成社
F-ｺﾃ 古典から生まれた新しい物語　おもしろい話 日本児童文学者協会　編 偕成社
F-ｺﾏ 三国志　５，７ 小前　亮　文 理論社
F-ｿｳ ２年Ａ組探偵局　ぼくらの都市伝説 宗田　理　作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
F-ﾀｷ レンタルロボット 滝井　幸代　作 学研教育出版
F-ﾀｹ いじめ　引き裂かれた友情 武内　昌美　著 小学館
F-ﾀｹ いじめ　過去へのエール 武内　昌美　著 小学館
F-ﾀｹ いじめ　うつろな絆 武内　昌美　著 小学館
F-ﾀｹ いじめ　友だちという鎖 武内　昌美　著 小学館
F-ﾀｹ いじめ　行き止まりの季節 武内　昌美　著 小学館
F-ﾀｹ いじめ　闇からの歌声 武内　昌美　著 小学館

《《  日本のおはなし　　 》》
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F-ﾀｹ いじめ　勇気の翼 武内　昌美　著 小学館
F-ﾀﾅ 水晶宮の死神 田中　芳樹　著 東京創元社
F-ﾄｷ 時をこえてそばにいて セン恋。製作委員会　作 学研教育出版
F-ﾄｷ 心が叫びたがってるんだ。 時海　結以　著 小学館
F-ﾄﾐ 妖怪一家のハロウィン 富安　陽子　作 理論社
F-ﾄﾓ 理科準備室のヴィーナス 戸森　しるこ　著 講談社
F-ﾄﾛ おしりたんてい いせきからのＳＯＳ トロル　さく　え ポプラ社
F-ﾅｶ 怪談５分間の恐怖 また、いる… 中村　まさみ　著 金の星社
F-ﾅｶ がっかり行進曲 中島　たい子　著 筑摩書房
F-ﾅｶ 怪談５分間の恐怖 集合写真 中村　まさみ　著 金の星社
F-ﾅｶ 怪談５分間の恐怖 人形の家 中村　まさみ　著 金の星社
F-ﾅｶ 怪談５分間の恐怖 病院裏の葬り塚 中村　まさみ　著 金の星社
F-ﾅｶ 怪談５分間の恐怖 見てはいけない本 中村　まさみ　著 金の星社
F-ﾆｲ 終わる世界でキミに恋する 能登山　けいこ　原作　イラスト 小学館
F-ﾆｼ さいごの夏、きみがいた。 西本　紘奈　作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
F-ﾊﾅ ふでばこの中のキョウリュウ 花田　鳩子　作 学研
F-ﾊﾏ ビブリオバトルへ、ようこそ！ 濱野　京子　作 あかね書房
F-ﾊﾗ かいけつゾロリのかいていたんけん 原　ゆたか　さく　え ポプラ社
F-ﾌﾞﾝ 文豪ノ怪談ジュニア・セレクション　夢 夏目　漱石　ほか著 汐文社
F-ﾌﾞﾝ 文豪ノ怪談ジュニア・セレクション　獣 太宰　治　ほか著 汐文社
F-ﾌﾞﾝ 文豪ノ怪談ジュニア・セレクション　恋 川端　康成　ほか著 汐文社
F-ﾌﾞﾝ 文豪ノ怪談ジュニア・セレクション　呪 小泉　八雲　ほか著 汐文社
F-ﾌﾞﾝ 文豪ノ怪談ジュニア・セレクション　霊 星　新一　ほか著 汐文社
F-ﾎﾘ あぐり☆サイエンスクラブ：春 堀米　薫　作 新日本出版社
F-ﾎﾘ あぐり☆サイエンスクラブ：夏 堀米　薫　作 新日本出版社
F-ﾐﾄﾞ 灰色の本 緑川　聖司　作 ポプラ社
F-ﾒｸﾞ めぐりあいて恋紫 セン恋。製作委員会　作 学研教育出版
F-ﾓﾘ 小説小学生のヒミツ 教室 森川　成美　文 講談社
F-ﾖｺ 金田一耕助 横溝　正史　著 汐文社
F-ﾖｺ ナイスキャッチ！　２ 横沢　彰　作 新日本出版社
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F-ﾚｲ かえたい二人 令丈　ヒロ子　作 ＰＨＰ研究所

N-ｺﾞﾄﾞ トンネル　上，下 ロデリック　ゴードン　著 学研プラス
N-ｺﾞﾄﾞ ディープス　上，下 ロデリック　ゴードン　著 学研プラス
N-ｺﾞﾄﾞ フォール　上，下 ロデリック　ゴードン　著 学研プラス
N-ｻﾃ サーティーナイン・クルーズ　２５ 小浜　杳　訳 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
N-ｼﾕ 動物と話せる少女リリアーネ　スペシャル４ タニヤ　シュテーブナー　著 学研プラス
N-ｽﾃ 少女探偵アガサ　２，３ サー　スティーヴ　スティーヴンソン　作 岩崎書店
N-ｾｼﾞ エルフとレーブンのふしぎな冒険　６ マーカス　セジウィック　著 学研プラス
N-ﾁｴ 大きなかぶ チェーホフ　作 理論社
N-ﾄﾞｲ シャーロック・ホームズ コナン　ドイル　著 汐文社
N-ﾌﾞﾗ わたしがいどんだ戦い１９３９年 キンバリー　ブルベイカー　ブラッドリー　作 評論社
N-ﾍﾞﾝ ファニー１３歳の指揮官 ファニー　ベン＝アミ　著 岩波書店
N-ﾏｸ ボイジャーズ８　１，２ Ｄ．Ｊ．マクヘイル　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
N-ﾓﾝ 赤毛のアン　新装版 Ｌ．Ｍ．モンゴメリ　作 講談社
N-ﾜﾅ 暗号クラブ　１０ ペニー　ワーナー　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

00 なるほどわかったコンピューターとプログラミング ロージー　ディキンズ　文 ひさかたチャイルド

00 子どもと一緒に楽しむ！プログラミング 日経ＢＰ社
03 教科書にでてくるおはなし３６６ ＷＡＶＥ出版　編 ＷＡＶＥ出版
04 世界不思議地図 佐藤　健寿　著 朝日新聞出版
14 おしえてアドラー先生！ 八巻　秀　監修 世界文化社
28 佐賀のがばいばあちゃん　４ 島田　洋七　作 徳間書店
28 教科書にのせたい！日本人じてん　１ 岡澤　憲芙　監修 彩流社
29 立体地図で見る日本の国土とくらし　４ 早川　明夫　監修 国土社
31 こども君主論 齋藤　孝　監修 日本図書センター
31 池上彰の中学生から考える選挙と未来 池上　彰　監修 文溪堂
36 シリーズ・貧困を考える　１ 稲葉　茂勝　著 ミネルヴァ書房
36 わかる！取り組む！災害と防災　１～５ 帝国書院編集部　編集 帝国書院
36 職場体験完全ガイド　５１～５５ ポプラ社

《《  外国のおはなし　　 》》

《《  ちしきの本    　　   》》
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36 介護というお仕事 小山　朝子　著 講談社
38 しらべよう！世界の料理　１～７ 青木　ゆり子　監修 ポプラ社
38 カレーの教科書 石倉　ヒロユキ　編集 岩崎書店
40 ドラえもん科学ワールド南極の不思議 藤子　Ｆ　不二雄　まんが 小学館
41 １３歳からの算数・数学が得意になるコツ 小野田　博一　著 ＰＨＰエディターズ・グループ

42 よくわかる重力と宇宙 佐藤　勝彦　監修 ＰＨＰ研究所
45 天気のふしぎえほん 斉田　季実治　監修 ＰＨＰ研究所
47 スギの絵本 正木　隆　編 農山漁村文化協会
47 ケヤキの絵本 横井　秀一　編 農山漁村文化協会
47 調べてなるほど！花のかたち 柳原　明彦　絵と文 保育社
480 新どうぶつ１００ 今泉　忠明　監修 講談社
480 どうぶつ園のじゅうい　びょうきやけがをなおすしごと 植田　美弥　監修 金の星社
480 どうぶつ園のじゅうい　赤ちゃんをまもるしごと 植田　美弥　監修 金の星社
480 どうぶつ園のじゅうい　ぜつめつからすくうしごと 植田　美弥　監修 金の星社
480 いきもの 北村　直子　イラスト 小学館
481 うみのかくれんぼ　もぐってかくれる 武田　正倫　監修 金の星社
481 うみのかくれんぼ　いろをかえてかくれる 武田　正倫　監修 金の星社
481 うみのかくれんぼ　かたちをかえてかくれる 武田　正倫　監修 金の星社
481 毒をもつ生き物たち 船山　信次　監修 ＰＨＰ研究所
489 ゾウのこども ガブリエラ　シュテープラー　写真　文 徳間書店
489 ライオンのこども ガブリエラ　シュテープラー　写真　文 徳間書店
489 キリンのこども ガブリエラ　シュテープラー　写真　文 徳間書店
489 シマウマのこども ガブリエラ　シュテープラー　写真　文 徳間書店
489 ひとりぼっちの子ゾウ ルイーザ　リーマン　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
489 海に帰れないイルカ ジニー　ジョンソン　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
489 家族をみつけたライオン サラ　スターバック　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
489 さらわれたチンパンジー ジェス　フレンチ　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
49 １５０％パニック！絶対ダマされる！？からだマジック 斉藤　ふみ子　文 汐文社
50 生き物のかたちと動きに学ぶテクノロジー 石田　秀輝　監修 ＰＨＰ研究所
53 のりもの 結城　嘉徳　イラスト 小学館
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53 「あかつき」一番星のなぞにせまれ！ 山下　美樹　文 文溪堂
59 かわいいディズニーヘアアレンジ ブティック社
59 たべもの はらぺこめがね　イラスト 小学館
64 家族になる日 春日　走太　文 学研プラス
72 ＮＥＷマーク・記号の大百科　１～６ 太田　幸夫　監修 学研プラス
75 うごくおもちゃをつくろう！　〔２〕 Ｋ＆Ｂ　ＳＴＵＤＩＯ　作 あかね書房
76 大研究雅楽と民謡の図鑑 国土社編集部　編 国土社
786 ジャングルのサバイバル　３ 洪　在徹　文 朝日新聞出版
786 激流のサバイバル スウィートファクトリー　文 朝日新聞出版
786 ヒマラヤのサバイバル　１ 洪　在徹　文 朝日新聞出版
79 なぞなぞだいすき超スペシャル ながた　みかこ　作 ポプラ社
79 なぞなぞ１０８１問超スペシャル 小野寺　ぴりり紳　作 ポプラ社
79 なぞなぞ大ぼうけん！超スペシャル 石田　真理　作 ポプラ社
79 おばけのこわ～いなぞなぞ超スペシャル やまざき　ロバ　作 ポプラ社
79 みんなでなぞなぞまほうの島超スペシャル やまざき　ロバ　作 ポプラ社
79 たおせ！なぞなぞモンスター 天狗丸　作 ポプラ社
79 へんしん！なぞなぞプリンセス 姫木　ゆい　作 ポプラ社
79 絶叫！おばけのめいろあそびＤＸ 奥谷　敏彦　作 成美堂出版
80 １０か国語でニッポン紹介　１～５ パトリック　ハーラン　英語指導 岩崎書店
911 声に出して楽しもう俳句・短歌　俳句に親しもう 金の星社
911 声に出して楽しもう俳句・短歌　短歌に親しもう 金の星社
911 声に出して楽しもう俳句・短歌　俳句・短歌をつくろう 金の星社
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