
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4日(日) 10月11日(日) 10月21日(水)

11月1日(日) 11月8日(日) 11月18日(水)

10月17日(土) ※１　10月24日(土) 10月3日(土)

11月21日(土) ※１　11月28日(土) 11月7日(土)

赤ちゃんおはなし会０・１・２ ※２　11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
　　　　　　　　　　　　　　□要事前申込　□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

２０２０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 ｱ あ たにかわ　しゅんたろう　ぶん アリス館
E ｱ あかちゃんあかちゃん おおい　じゅんこ　文と絵 ハッピーオウル社
E ｱ あつかったらぬげばいい ヨシタケ　シンスケ　著 白泉社
E ｱ ありがとう、アーモ！ オーゲ　モーラ　文　絵 鈴木出版
E ｱ あるヘラジカの物語 星野　道夫　原案 あすなろ書房
E ｲ いろりからでてきたくろいて 西本　鶏介　文 鈴木出版
E ｳ うみだうみだ せな　けいこ　作　絵 金の星社
E ｴ エリック・カールのえいごがいっぱい エリック　カール　絵 偕成社
E ｵ おいかけっこでわらべうた つきおか　ようた　文　絵 成美堂出版
E ｵ おおかみせんせい はじめてのしょうがっこう きむら　ゆういち　作　絵 学研プラス
E ｵ おおぐいタローいっちょくせん マスダ　カルシ　著 白泉社
E ｵ オタマジャクシつかまえた！ いしい　つとむ　作 文研出版
E ｵ オニガシマラソン トロル　さく　え 教育画劇
E ｵ おひさまでるよ 齋藤　槙　さく ほるぷ出版
E ｶ カールはなにをしているの？ デボラ　フリードマン　作 ＢＬ出版
E ｶ 感染症キャラクターえほん　１ おかだ　はるえ　文 日本図書センター
E ｷ きっとどこかに リチャード　ジョーンズ　作 フレーベル館
E ｷ キャベツちゃんのワンピース 東　直子　作 あかね書房
E ｷ 恐竜トリケラトプスとあくまのもり 黒川　みつひろ　作　絵 小峰書店
E ｷ きりかぶのきりじいちゃん なかや　みわ　さく 小学館
E ｸ くいしんぼうのマルチェロふしぎなエプロン 大塚　ミク　作 出版ワークス
E ｹ けんけんぱっ にご　まりこ　さく 福音館書店
E ｺ こいぬのルナ、コロナウイルスにたちむかう アダム　Ｍ．ウォレス　作 子どもの未来社
E ｺ こえをかければよかったのに… ＮＨＫ　Ｅテレ「ｕ　＆　ｉ」制作班　編 ほるぷ出版
E ｺ これがぼくらにぴったり！ アン　ローズ　さく 好学社
E ｻ サディがいるよ サラ　オレアリー　文 福音館書店
E ｻ サンゴのもり きむら　だいすけ　さく イマジネイション・プラス

E ｿ 空からのぞいた桃太郎 影山　徹　著 岩崎書店

《《  えほん　        　　 》》
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E ﾀﾞ だいぶつさまおまつりですよ 苅田　澄子　ぶん アリス館
E ﾀ たまちゃんとしっぽ カズコ　Ｇ．ストーン　さく 童心社
E ﾀﾞ だれにもいわずにおきましょう 金子　みすゞ　童謡 ＪＵＬＡ出版局
E ﾂ つるかめつるかめ 中脇　初枝　文 あすなろ書房
E ﾄﾞ どうしてしっぽがないの？ 生源寺　美子　原作 ひかりのくに
E ﾄﾞ どうぶつクッキー 彦坂　有紀　作　絵 学研プラス
E ﾄﾞ どうぶつたちのがっこうって？ アン　ウィットフォード　ポール　ぶん 岩崎書店
E ﾄ トラといっしょに ダイアン　ホフマイアー　文 徳間書店
E ﾄ とりあえずまちましょう 五味　太郎　作 絵本館
E ﾄﾞ どんなふうにみえるの？ 林　木林　作 鈴木出版
E ﾅ なかよくなれるかな？ ＮＨＫ　Ｅテレ「ｕ　＆　ｉ」制作班　編 ほるぷ出版
E ﾅ 梨の子ペリーナ イタロ　カルヴィーノ　再話 ＢＬ出版
E ﾈ ねえさんの青いヒジャブ イブティハージ　ムハンマド　文 ＢＬ出版
E ﾊ はかせのふしぎなプール 中村　至男　さく 福音館書店
E ﾊ はっぱのてがみ 西沢　杏子　文 子どもの未来社
E ﾊﾞ ばんそうこうくださいな 矢野　アケミ　作 ＷＡＶＥ出版
E ﾋﾞ びーだまふくろう マランク　リンク　作 ほるぷ出版
E ﾋ ひみつがあります 布川　愛子　絵と文 白泉社
E ﾋ ひょうたんとかえる 西條　八十　作 鈴木出版
E ﾋ ひろいひろいひろいせかいに ルイス　スロボドキン　作 偕成社
E ﾌ フンころがさず 大塚　健太　作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
E ﾎﾞ ぼくのうた、なんだっけ？ ヘンドリック　ヨナス　作　絵 偕成社
E ﾎﾞ ぼくは犬や ペク　ヒナ　作 ブロンズ新社
E ﾎﾟ ポッコとたいこ マシュー　フォーサイス　文と絵 化学同人
E ﾏ マイキーはど～こだ？ リサ　ラーソン　イラスト（マイキー） パイインターナショナル

E ﾏ まほうのハッピーハロウィン 石津　ちひろ　文 ブロンズ新社
E ﾓ もぐらのモリス ダン　ヤッカリーノ　絵と文 カクイチ研究所
E ﾔ やさいのおにたいじ つるた　ようこ　さく 福音館書店
E ﾜ わたしうみにいったのよ 糟谷　奈美　絵と文 至光社

3



F-ｵｵ 雨の日は、いっしょに 大久保　雨咲　作 佼成出版社
F-ｵｵ 俳句ステップ！ おおぎやなぎ　ちか　作 佼成出版社
F-ｶｾﾞ 氷の上のプリンセス　ジュニア編６ 風野　潮　作 講談社
F-ｷｳ ＡＩロボット、ひと月貸します！ 木内　南緒　作 岩崎書店
F-ｷﾂ きっと、物語はよりそう 日本児童文学者協会　編 偕成社
F-ｸﾗ 夜カフェ　６ 倉橋　燿子　作 講談社
F-ｺｳ ウソカレ！？ 神戸　遥真　作 集英社
F-ｺﾏ ハジメテヒラク こまつ　あやこ　著 講談社
F-ｻﾄ 世界とキレル 佐藤　まどか　著 あすなろ書房
F-ｽｷﾞ まちがいなく名探偵 杉山　亮　作 偕成社
F-ﾄｷ ないしょのウサギくん 時羽　紘　作 ポプラ社
F-ﾋﾅ 火狩りの王　４ 日向　理恵子　作 ほるぷ出版
F-ﾋﾛ 秘密に満ちた魔石館　２ 廣嶋　玲子　作 ＰＨＰ研究所
F-ﾌｼﾞ ブラック保健室は知っている 藤本　ひとみ　原作 講談社
F-ﾏﾂ 保健室経由、かねやま本館。　２ 松素　めぐり　著 講談社
F-ﾐﾀ ふしぎ町のふしぎレストラン　２ 三田村　信行　作 あかね書房
F-ﾔｴ 山のトントン やえがし　なおこ　作 講談社
F-ﾔﾂ 団地のコトリ 八束　澄子　著 ポプラ社
F-ﾖﾙ 渚くんをお兄ちゃんとは呼ばない　告白のこたえは… 夜野　せせり　作 集英社

N-ｱﾄ はりねずみともぐらのふうせんりょこう アリソン　アトリー　作 福音館書店
N-ｺﾙ ベルリン１９３３　（上，下） クラウス　コルドン　作 岩波書店
N-ﾂｱ 青銅とひまわり 曹　文軒　著 樹立社
N-ﾄﾞﾚ キャラメル色のわたし シャロン　Ｍ．ドレイパー　作 鈴木出版
N-ﾌﾟﾘ 紙の心 エリーザ　プリチェッリ　グエッラ　作 岩波書店
N-ﾜﾅ 暗号クラブ　１７ ペニー　ワーナー　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

15 カーネギーおじさんに教わるシリーズ　（１～３） 齋藤　孝　著 創元社
15 おやくそくえほん 高濱　正伸　監修 日本図書センター

《《  日本のおはなし　　 》》

《《  外国のおはなし　　 》》

《《  ちしきの本    　　   》》
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15 パワーブック クレア　サンダース　著 東京書籍
15 １０代の「めんどい」が楽になる本 内田　和俊　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
Ｄ21 弥生時代へタイムワープ 市川　智茂　マンガ 朝日新聞出版
Ｄ21 古墳時代へタイムワープ 工藤　ケン　マンガ 朝日新聞出版
Ｄ21 飛鳥時代へタイムワープ 細雪　純　マンガ 朝日新聞出版
Ｄ21 奈良時代へタイムワープ 細雪　純　マンガ 朝日新聞出版
Ｄ21 平安時代へタイムワープ 市川　智茂　マンガ 朝日新聞出版
Ｄ21 鎌倉時代へタイムワープ イセケヌ　マンガ 朝日新聞出版
Ｄ21 室町時代へタイムワープ イセケヌ　マンガ 朝日新聞出版
21 命のうた 竹内　早希子　著 童心社
Ｄ24 ピラミッドのサバイバル　１ 洪　在徹　文 朝日新聞出版
28 空海 那須田　淳　著 岩崎書店
29 るるぶ地図でよくわかる都道府県大百科 ＪＴＢパブリッシング

29 るるぶ地図でよくわかる世界の国大百科 ＪＴＢパブリッシング

33 １０歳から知っておきたいお金の心得 八木　陽子　監修 えほんの杜
33 未来を生きる力 ＳＡＫＵ株式会社　原作　ＦＰ監修 金融財政事情研究会

33 みんなを支える生命保険 こめ助　まんが 学研プラス
35 統計から見えてくる世界のミライ 井田　仁康　監修 学研プラス
36 どんなしごと？　２ 学研プラスコンテンツプロデュース部学びソリューション事業室

36 大人は知らない今ない仕事図鑑１００ 澤井　智毅　監修 講談社
37 シリーズ・「変わる！キャリア教育」　１ 稲葉　茂勝　著 ミネルヴァ書房
38 ブルガリアのごはん 銀城　康子　文 農山漁村文化協会
38 日本のごはん 銀城　康子　文 農山漁村文化協会
38 ポリネシアのごはん 銀城　康子　文 農山漁村文化協会
38 ハンガリーのごはん 銀城　康子　文 農山漁村文化協会
38 エチオピアのごはん 銀城　康子　文 農山漁村文化協会
Ｄ40 どっちが強い！？Ｘ　（１，２） エアーチーム　まんが ＫＡＤＯＫＡＷＡ
44 宇宙のがっこう ＪＡＸＡ宇宙教育センター　監修 ＮＨＫ出版
44 星空をつくるプラネタリウム・クリエーター大平貴之 楠　章子　作 文研出版
45 鉄は魔法つかい 畠山　重篤　著 小学館
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46 さぐろう生物多様性 岡崎　務　著 ＰＨＰ研究所
47 すごいぜ！菌類 星野　保　著 筑摩書房
47 珪藻美術館 奥　修　文　写真 福音館書店
Ｄ480 水族館のサバイバル　１ ゴムドリｃｏ．　文 朝日新聞出版
482 固有種が教えてくれること　南西諸島・小笠原諸島にすむ固有種 今泉　忠明　監修 金の星社
49 繊細すぎてしんどいあなたへ 串崎　真志　著 岩波書店
49 悲しいけど、青空の日 シュリン　ホーマイヤー　文　絵 サウザンブックス社

49 スマホとゲーム障害 内海　裕美　監修 少年写真新聞社
49 みんなに話したくなる感染症のはなし 仲野　徹　著 河出書房新社
Ｄ51 ゴミの島のサバイバル ゴムドリｃｏ．　文 朝日新聞出版
51 マンホール大百科　（東日本編，西日本編） 鈴木出版マンホール研究会　編 鈴木出版
53 世界のてつどう図鑑２０００ スタジオタッククリエイティブ

64 ドラえもん探究ワールドネコの不思議 藤子　Ｆ　不二雄　まんが 小学館
79 マンガで覚える図解花札の基本 山本　茂　監修 つちや書店
79 チェス 伝承遊びを伝える会　著 文溪堂
81 めんどくさがりなきみのための文章教室 はやみね　かおる　著 飛鳥新社
81 まんが四字熟語事典 深谷　圭助　監修 金の星社

C あさのおしたくこれだれの？ 得田　之久　脚本 童心社
《《  かみしばい     　　  》》
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