
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7日(日) 10月3日(水) 10月17日(水)

11月4日(日) 11月7日(水) 11月21日(水)

10月20日(土) ※１　10月27日(土) 10月6日(土)

11月17日(土) ※１　11月24日(土) 11月3日(土)

赤ちゃんおはなし会０・１・２ ※２　11月21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

２０１８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 スタンリーとちいさな火星人 サイモン　ジェームズ　作 あすなろ書房
E あーん！はがぬけない くすのき　しげのり　作 アリス館
E じめんのしたにはなにがある 中川　ひろたか　文 アリス館
E ペネロペのしんがっき アン　グットマン　ぶん 岩崎書店
E きゅうきゅうしゃのぴーとくん 正高　もとこ　作 岩崎書店
E おともだちたべちゃった ハイディ　マッキノン　さく 潮出版社
E うさぎさんつきからとびだす ジーン　キム　さく 潮出版社
E なぞなぞはじまるよ　２ おおなり　修司　なぞなぞ文 絵本館
E せかいはふしぎでできている！ アンドレア　ベイティー　作 絵本塾出版
E ショベルくんとあおいはな ヨーゼフ　クフラー　さく 学研プラス
E きょうふのおばけパンツ アーロン　レイノルズ　作 学研プラス
E うずらかあさんとたまご 島野　雫　さく　え 教育画劇
E やさいのおなか くだもののおなか まつなが　しゅんじ　さく 京都新聞出版センター

E あおぞらくろくま たかい　よしかず　さく　え くもん出版
E クッキーくろくま たかい　よしかず　さく　え くもん出版
E シカクさん マック　バーネット　文 クレヨンハウス
E ライオンの風をみたいちにち あべ　弘士　著 佼成出版社
E アンナとビイプ こみね　ゆら　作 講談社
E あきぞらさんぽ えがしら　みちこ　作 講談社
E おふろでんしゃ 木戸　直子　え 交通新聞社
E あいさつでんしゃ 木戸　直子　え 交通新聞社
E ぼくたちのやま 谷内　こうた　絵と文 至光社
E 鉄人衣笠 関屋　敏隆　文　絵 小学館
E 出発 小泉　るみ子　作　絵 新日本出版社
E はじめてのオーケストラ サム　タプリン　ぶん 大日本絵画
E わたしの島をさがして ジュノ　ディアス　作 汐文社
E ねこはまいにちいそがしい ジョー　ウィリアムソン　作　絵 徳間書店
E すきま地蔵 室井　滋　文 白泉社

《《  えほん　        　　 》》
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E ぼくがいちばん！すごいでしょ サトシン　作 ＰＨＰ研究所
E 伊賀のキャベ丸 川端　誠　作 ＢＬ出版
E きょうがはじまる ジュリー　モースタッド　作 ＢＬ出版
E キミワリーナがやってくる ベンジー　デイヴィス　作 ＢＬ出版
E きかんしゃリトルはじめてのぼうけん ティモシー　ナップマン　作 ひさかたチャイルド

E ちいさいごみしゅうしゅうしゃぱっくん 薫　くみこ　作 ひさかたチャイルド

E ＬＯＶＥ マット　デ　ラ　ペーニャ　文 評論社
E めんたべよう！ 小西　英子　さく 福音館書店
E １２つきのおくりもの 石井　睦美　文 フレーベル館
E なんかおばけ こちょん　文 文芸社
E ほしのさんちのおそうじだいさくせん 新津　春子　原案 ポプラ社
E ねずみくんのうんどうかい なかえ　よしを　作 ポプラ社
E ママが１０にん！？ 天野　慶　文 ほるぷ出版
E カタカタカタ リン　シャオペイ　さく ほるぷ出版
E １０ぽんのぷりぷりソーセージ ミシェル　ロビンソン　文 ほるぷ出版
E ソフィーとちいさなおともだち パット　ジトロー　ミラー　文 光村教育図書
E つきみだんご はまの　ゆか　作 光村教育図書
E ねこすけくんなんじにねたん？ 三池　輝久　監修 「みんいく」地域づくり推進委員会

E ふようどのふよこちゃん　おやまはだいじ 飯野　和好　作 理論社
E チャーリーとシャーロットときんいろのカナリア チャールズ　キーピング　作 ロクリン社

F-ｱｲ おれからもうひとりのぼくへ 相川　郁恵　作 岩崎書店
F-ｱｶ 命のダイヤル 赤川　次郎　著 汐文社
F-ｱｶ 保健室の午後 赤川　次郎　著 汐文社
F-ｱﾏ オンライン！　１５，１６ 雨蛙ミドリ　作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
F-ｱﾘ それでも人のつもりかな 有島　希音　作 岩崎書店
F-ｱﾝ ハーブ魔女とふしぎなかぎ あんびる　やすこ　作　絵 ポプラ社
F-ｲｹ 劇部ですから！　Ａｃｔ．４ 池田　美代子　作 講談社
F-ｲｼ 少年Ｎの長い長い旅　０５ 石川　宏千花　著 講談社
F-ｲﾁ ケイゾウさんの春・夏・秋・冬 市川　宣子　さく 講談社

《《  日本のおはなし　　 》》
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F-ｲﾏ ぼくのわがまま宣言！ 今井　恭子　著 ＰＨＰ研究所
F-ｵﾉ ぼくのドラゴン おの　りえん　作 理論社
F-ｶｾﾞ 氷の上のプリンセス　ジュニア編２ 風野　潮　作 講談社
F-ｷﾀ えっちゃんええやん 北川　チハル　作 文研出版
F-ｺﾉ １％　１０ このはな　さくら　作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
F-ｺﾊﾞ 七つのおまじない 小林　深雪　作 講談社
F-ｼﾏ 馬のゴン太の大冒険 島崎　保久　著 小学館
F-ｽﾐ 恋する図書館は知っている 住滝　良　文 講談社
F-ｿｳ ぼくらの卒業旅行（グランド・ツアー） 宗田　理　作 ポプラ社
F-ﾀｶ 君だけのシネマ 高田　由紀子　作 ＰＨＰ研究所
F-ﾄﾐ サラとピンキー たからじまへ行く 富安　陽子　作　絵 講談社
F-ﾄﾛ おしりたんてい みはらしそうのかいじけん トロル　さく　え ポプラ社
F-ﾅﾐ なみきビブリオバトル・ストーリー　２ 森川　成美　ほか作 さ・え・ら書房
F-ﾆｼﾞ セパ！ 虹山　つるみ　作 ポプラ社
F-ﾋﾛ もののけ屋　四階フロアは妖怪だらけ 廣嶋　玲子　作 静山社
F-ﾐｳ チア☆ダンＲＯＣＫＥＴＳ　１ みうら　かれん　文 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
F-ﾑﾗ へんなともだちマンホーくん 村上　しいこ　作 講談社
F-ﾖｺ 結び蝶物語 横山　充男　作 あかね書房
F-ﾖﾀﾞ おくれてきたうさぎさんたちのおはなし 依田　正夫　著 東洋出版

N-ｳﾞｴ 海底二万マイル ジュール　ベルヌ　作 学研プラス
N-ﾊﾝ ウォーリアーズ　４－４ エリン　ハンター　作 小峰書店
N-ﾌﾟﾚ くろグミ団は名探偵　Ｓ博士を追え！ ユリアン　プレス　作　絵 岩波書店
N-ﾒﾆ ぼくのパパは一本足 フランチェスコ　メニケッラ　著 ＰＨＰ研究所
N-ﾙﾌﾞ 怪盗アルセーヌ・ルパン　あらわれた名探偵 モーリス　ルブラン　作 学研プラス
N-ﾛﾄﾞ 星を見あげたふたりの夏 シンシア　ロード　著 あかね書房
N-ﾜﾅ ふたご探偵　１ ペニー　ワーナー　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
N-ﾜﾅ 暗号クラブ　１３ ペニー　ワーナー　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

00 ＡＩのサバイバル　１ ゴムドリｃｏ．　文 朝日新聞出版

《《  外国のおはなし　　 》》

《《  ちしきの本    　　   》》
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01 本が好きになる さやま　しょうこ　マンガ　イラスト 旺文社
21 日本の歴史　別巻〔２－１〕～〔２－３〕 山本　博文　監修 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
28 松尾芭蕉 坪内　稔典　文 あかね書房
28 世界にひかりをともした１３人の女の子の物語 チェルシー　クリントン　作 潮出版社
28 夢をあきらめなかった１３人の女の子の物語 チェルシー　クリントン　作 潮出版社
28 東大教授がおしえるやばい日本史 本郷　和人　監修 ダイヤモンド社
28 名字ずかん 森岡　浩　監修 ほるぷ出版
29 ＤＯＯＲ　１，２ 地図情報センター
30 台湾の若者を知りたい 水野　俊平　著 岩波書店
31 政治のしくみを知るための日本の府省しごと事典　１～７ 森田　朗　監修 岩崎書店
36 大人になったらしたい仕事 朝日中高生新聞編集部　編 朝日学生新聞社
36 もしときサバイバル術Ｊｒ． 片山　誠　著 太郎次郎社エディタス

36 ゲンバクとよばれた少年 中村　由一　著 講談社
36 こどものための防災教室 今泉　マユ子　著 理論社
38 アイヌ 北原　モコットゥナシ　監修 岩崎書店
40 実験対決　２７ 洪　鐘賢　絵 朝日新聞出版
45 地球温暖化は解決できるのか 小西　雅子　著 岩波書店
45 やさしく解説地球温暖化　１，２，３ 保坂　直紀　著 岩崎書店
45 ドクター・ヨッシーのほねほねザウルス恐竜博物館　１ 福井県立恐竜博物館　監修 岩崎書店
45 こどもが探せる川原や海辺のきれいな石の図鑑 柴山　元彦　著 創元社
46 えげつないいきもの図鑑 大谷　智通　著 ナツメ社
46 ため池の外来生物がわかる本 加藤　英明　文 徳間書店
480 ざんねんないきもの事典　続々 今泉　忠明　監修 高橋書店
481 どうぶつのかおならべてみた！ 高岡　昌江　文 ポプラ社
482 わけあって絶滅しました。 丸山　貴史　著 ダイヤモンド社
50 発明対決　１１，１２ ゴムドリｃｏ．　文 朝日新聞出版
50 調べる！４７都道府県工業生産で見る日本 こどもくらぶ　編 同友館
51 有害物質のサバイバル スウィートファクトリー　文 朝日新聞出版
55 よくわかる海上保安庁 海上保安協会　監修 ＰＨＰ研究所
72 まんがの描き方入門　１，２，３ 日本マンガ塾　監修 学研プラス
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76 音が変わる！うまくなる！たのしい吹奏楽　１ バジル　クリッツァー　著 学研プラス
77 人生を変えるアニメ 河出書房新社　編 河出書房新社
783 プロ野球カラー名鑑　２０１８ ベースボール・マガジン社

785 ３日で２５メートル泳げちゃう本 加藤　義範　著 青月社
786 ジャングルのサバイバル　９ 洪　在徹　文 朝日新聞出版
789 ぼくの毎日をかえた合氣道 高橋　うらら　文 岩崎書店
80 手で読む心でさわるやさしい点字　１，２，３ 日本点字委員会　監修 国土社
80 翻訳ってなんだろう？ 鴻巣　友季子　著 筑摩書房
81 これでなっとく！にている漢字の使い分け　１，２，３ 高木　まさき　監修 光村教育図書

81 ひと目でわかる！教室で使うみんなのことば
　あいさつやこまったとき 柳下　則久　総監修 文研出版

81 ひと目でわかる！教室で使うみんなのことば
　学校の一日 柳下　則久　総監修 文研出版

81 ひと目でわかる！教室で使うみんなのことば
　国語・社会・体育・音楽・図工 柳下　則久　総監修 文研出版

81 ひと目でわかる！教室で使うみんなのことば
　算数・理科・家庭科・道徳ほか 柳下　則久　総監修 文研出版

81 ひと目でわかる！教室で使うみんなのことば
　季節と学校の行事 柳下　則久　総監修 文研出版

81 文章がうまくなる 関　和之　マンガ　イラスト 旺文社
82 なるほど！おもしろ漢字ルーツ図鑑 高井　ジロル　著 合同出版
83 みんなのぶっちゃけ！英会話 英会話イーオン　著 かんき出版

C チンパンジーのおんがくかい あべ　弘士　脚本　絵 童心社
C ころんこっつんこ こが　ようこ　脚本 童心社

《《  かみしばい     　　  》》
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