
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6日(日) 9月13日(日) 9月16日(水)

10月4日(日) 10月11日(日) 10月21日(水)

9月19日(土) ※１　9月26日(土) 9月5日(土)

10月17日(土) ※１　10月24日(土) 10月3日(土)

赤ちゃんおはなし会０・１・２ ※２　9月16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 ｱ あかちゃんとわらべうたであそびましょ！ さいとう　しのぶ　構成　絵 のら書店
E ｲ いのちのいれもの 小菅　正夫　文 サンマーク出版
E ｶ かしたつもり×もらったつもり かさい　まり　さく くもん出版
E ｶ かぶしきがいしゃくも 松屋　真由子　作　絵 岩崎書店
E ｶ カメレオンのかきごおりや 谷口　智則　作 アリス館
E ｺ ここにいる あおき　ひろえ　作 廣済堂あかつき
E ｺ こんにちは！わたしのえ はた　こうしろう　作 ほるぷ出版
E ｻ さとうくんとすずきくん エヌケイ　さく 文芸社
E ｼﾞ ジャックとまめの木 渡辺　茂男　文 講談社
E ｽ ステラとカモメとプラスチック ジョージナ　スティーブンス　作 岩崎書店
E ｾ せんとてん ヴェロニク　コーシー　著 かんき出版
E ﾁ ちいさなタグボートのバラード ヨシフ　ブロツキー　詩 東京外国語大学出版会

E ﾃ テツコ・プー 児島　なおみ　作　絵 偕成社
E ﾃﾞ でんにゃ 大塚　健太　作 パイインターナショナル

E ﾄﾞ どうぶつたちのじどうしゃレース しまおか　ゆみこ　ぶん かもがわ出版
E ﾈ ねぐせのしくみ ヨシタケ　シンスケ　作 ブロンズ新社
E ﾈ ねこになっちゃった 角野　栄子　作 小学館
E ﾊ はたらくくるまたちとちいさなステアちゃん シェリー　ダスキー　リンカー　文 ひさかたチャイルド

E ﾊ 鉢の木 たかし　よいち　文 ポプラ社
E ﾋ ひみつだからね 軽部　武宏　作 偕成社
E ﾍﾞ ベッドのなかはきょうりゅうのくに まつおか　たつひで　作　絵 童心社
E ﾎﾞ ぼくんちのおふろ 山田　美津子　作　絵 理論社
E ﾎ ほしのこども メム　フォックス　文 岩波書店
E ﾎ ホタルのアダムとほしぞらパーティー 香川　照之　作 講談社
E ﾏ まっている。 村上　康成　作 講談社
E ﾔ やとのいえ 八尾　慶次　作 偕成社
E ﾖ ４さいのこどもって、なにがすき？ ウィリアム　コール　さく 好学社
E ﾜ わたしに手紙を書いて シンシア　グレイディ　文 評論社

《《  えほん　        　　 》》
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E ﾜ わたしのふうせん マリオ　ラモ　絵　文 平凡社
E ﾜ わっしょい やじま　ますみ　作 ポプラ社

F-ｱｷ 一年間だけ。　３ 安芸　咲良　作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
F-ｱﾘ お庭番デイズ　上 有沢　佳映　著 講談社
F-ｱﾘ お庭番デイズ　下 有沢　佳映　著 講談社
F-ｸﾛ 青鬼 ｎｏｐｒｏｐｓ　原作 ＰＨＰ研究所
F-ｼﾖ ナンシー探偵事務所　〔２〕 小路　すず　作 岩崎書店
F-ﾂﾎﾞ ビワの実 坪田　譲治　作 小峰書店
F-ﾄﾋﾞ どうぶつがっこう トビイ　ルツ　作　絵 ＰＨＰ研究所
F-ﾆｼ 消えた落とし物箱 西村　友里　作 学研プラス
F-ﾐｽﾞ スターになったらふりむいて　モテ男子に片思い みずの　まい　作 集英社
F-ﾖｼ ばかみたいって言われてもいいよ　３ 吉田　桃子　著 講談社
F-ﾚｲ 今昔物語集 令丈　ヒロ子　著 岩崎書店
F-ﾚｽ レストランのおばけずかん　ふらふらフラッペ 斉藤　洋　作 講談社

N-ｵｽﾞ インカ帝国天空の都 メアリー　ポープ　オズボーン　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
N-ｵﾙ 若草物語 ルイザ　メイ　オルコット　作 学研教育出版
N-ｶﾄﾞ ハナコの愛したふたつの国 シンシア　カドハタ　作 小学館
N-ｺﾙ きみの声がききたくて オーウェン　コルファー　作 文研出版
N-ﾆﾙ ぼくだけのぶちまけ日記 スーザン　ニールセン　作 岩波書店

03 これってどうちがうの！？　１ 深谷　圭助　監修 フレーベル館
10 １４歳の教室 若松　英輔　著 ＮＨＫ出版
28 ネルソン・マンデラ パム　ポラック　著 ポプラ社
28 いわさきちひろ 松本　由理子　文 あかね書房
38 みんなで考える小学生のマナー 社会のルールがわかる本 ジュニアマナーズ協会　著 メイツ出版
40 ジュニアサイエンス大図鑑 ＤＫ社　編 河出書房新社
44 太陽ってどんな星？ 宮原　ひろ子　作 新日本出版社
45 これだけは知っておきたい岩石・鉱物図鑑 デヴィン　デニー　著 パイインターナショナル

《《  日本のおはなし　　 》》

《《  外国のおはなし　　 》》

《《  ちしきの本    　　   》》
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47 ひろった・あつめたぼくのマツボックリ図鑑 盛口　満　絵　文 岩崎書店
47 世界の植物大図鑑 サラ　ホゼ　著 河出書房新社
481 どっちがどっち！？ 今泉　忠明　監修 学研プラス
486 生き物たちの冬ごし図鑑 昆虫 星　輝行　写真　文 汐文社
49 骨のひみつ 坂井　建雄　監修 ＰＨＰ研究所
49 きちんと知ろう！アレルギー　１ 坂上　博　著 ミネルヴァ書房
51 池上彰のニュースに登場する世界の環境問題　１０ 池上　彰　監修 さ・え・ら書房
59 手で食べる？ 森枝　卓士　文　写真 福音館書店
64 がんばれ！名犬チロリ おおき　とおる　作 岩崎書店
64 夜やってくる動物のお医者さん 高橋　うらら　文 フレーベル館
65 もののけまもる森 藤原　幸一　写真　文 ポプラ社
66 さかな博士のレアうま魚図鑑 伊藤　柚貴　著 日東書院本社
70 キュビスムって、なんだろう？ ケイト　リッグス　編 六耀社
75 こままわし名人になろう 日本こままわし協会　著 いかだ社
76 ３歳のうたとおはなし 講談社
780 コツがわかる！小学生の体育図鑑 体育指導のスタートライン　監修 成美堂出版
79 大たんけん地獄の迷路 鈴木　みのる　作　絵 絵本塾出版
81 ちびまる子ちゃんの四字熟語教室　〔正〕 川嶋　優　著 集英社
81 思いちがいの言葉 山口　理　著 偕成社
911 ピカピカ俳句 齋藤　孝　著 パイインターナショナル

911 日本語を味わう名詩入門　７ あすなろ書房
911 大人も読みたいこども歳時記 長谷川　櫂　監修 小学館
911 森のおしゃべり たに　けいこ　詩　絵 てらいんく
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