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宇治市西宇治図書館 　　℡  39-9226

ばしょ

ないよう

8月1日(日) 8月8日(日) 8月18日(水)

9月5日(日) 9月12日(日) 9月15日(水)

8月21日(土) ※１　8月28日(土) 8月7日(土)

9月18日(土) ※１　9月25日(土) 9月4日(土)

赤ちゃんおはなし会０・１・２ ※２　9月15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(9月２日～）　□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

２０２１年８月号

８月～９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 あいうえオノマトペ 石上　志保　文 河出書房新社
E ｱ あおいろペンギン ペトル　ホラチェック　作 化学同人
E ｱ あら、そんなの！ 高橋　和枝　著 偕成社
E ｱ アリィはおとどけやさん 大久保　雨咲　作 ひさかたチャイルド

E ｱ あんなにあんなに ヨシタケ　シンスケ　著 ポプラ社
E ｱ アンパンマンとまほうのロープ やなせ　たかし　作　絵 フレーベル館
E ｲ いたいときのおまじない 角野　栄子　作 小学館
E ｲ いっしょに 内田　麟太郎　詩 銀の鈴社
E ｲ いろいろかえる きくち　ちき　作 偕成社
E ｲ いろどろぼう 中垣　ゆたか　作　絵 金の星社
E ｳ うみべのくまちゃん シャーリー　パレントー　ぶん 岩崎書店
E ｵ おうちジャングル ももろ　作 講談社
E ｵ おおきなかべがあったとさ サトシン　文 文溪堂
E ｵ オードリー・ヘプバーン マリア　イサベル　サンチェス　ベガラ　文 ほるぷ出版
E ｵ おならひめ 有田　奈央　ぶん 新日本出版社
E ｵ お化けの猛暑日 川端　誠　作 ＢＬ出版
E ｵ おひめさまになれるまほうのとびら 真瀬　ひかる　著 永岡書店
E ｵ おふくさんのてるてるぼうず 服部　美法　ぶん　え 大日本図書
E ｵ おふろ 石津　ちひろ　ぶん ＢＬ出版
E ｵ おべんとう きのした　けい　作 コクヨ
E ｵ おめん 夢枕　獏　作 岩崎書店
E ｵ おもわずおもわず えがしら　みちこ　作 あかね書房
E ｵ おやすみ 石津　ちひろ　ぶん ＢＬ出版
E ｵ おやつ 石津　ちひろ　ぶん ＢＬ出版
E ｵ おやつトランポリン 大塚　健太　文 白泉社
E ｶ カイマンのダンス 市川　里美　作 ＢＬ出版

《《  えほん　        　　 》》
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E ｶ かぜのうた フィリップ　ジョルダーノ　え ポリフォニープレス

E ｶ かたつむりのでんでんちゃんうまれたよ！ たけがみ　たえ　作　絵 童心社
E ｶﾞ 学校が大好きアクバルくん 長倉　洋海　著 アリス館
E ｶ かぶとむしのぶんぶんちゃんうまれたよ！ ねもと　まゆみ　作 童心社
E ｶ カマラ・ハリス ニッキ　グリムズ　作 玄光社
E ｶ からあげビーチ キリーロバ　ナージャ　さく 文響社
E ｶ カラフルなひとりごと 種村　有希子　作 ほるぷ出版
E ｷ キオスク アネテ　メレツェ　さく 潮出版社
E ｷ きみとぼくがつくるもの オリヴァー　ジェファーズ　さく ほるぷ出版
E ｸ クリフォード　おおきなおおきなあかいいぬ ノーマン　ブリッドウェル　作 あすなろ書房
E ｸ クリフォード　ちいさなちいさなあかいいぬ ノーマン　ブリッドウェル　作 あすなろ書房
E ｸ くるくるくるま インゲラ　アリアニウス　著 白泉社
E ｸ クロのあたらしいうち エマ　チチェスター　クラーク　作　絵 徳間書店
E ｺ ココ・シャネル マリア　イサベル　サンチェス　ベガラ　文 ほるぷ出版
E ｺ こころにいつくしみの種をまく ダライ　ラマ１４世　文 評論社
E ｺ コップのすいえい 二宮　由紀子　作 フレーベル館
E ｺ ことりのぴーと ディック　ブルーナ　ぶん　え 福音館書店

E ｺ こわいみちまわりみち 東京大学下山晴彦研究室子どものため
の認知行動療法プロジェクト　編 ほるぷ出版

E ｼ しょうぼうしゃ、てんけんよし！ 片平　直樹　ぶん 交通新聞社
E ｽ スイカワンときもだめし 澤野　秋文　作 世界文化ワンダークリエイト

E ｽ 水族館 ほりかわ　あやこ　さく 福音館書店
E ｾ せかいのはてまでひろがるスカート ミョン　スジョン　作 ライチブックス
E ｾ せんろをまもる！ドクターイエロー 鎌田　歩　さく 小学館
E ｿﾞ ぞうさんのふうせん 内田　麟太郎　ぶん 講談社
E ﾀ たいせつなぎゅうにゅう キッチンミノル　著 白泉社
E ﾁ ちびクワくんどんぐりぼうしはどこ？ やました　こうへい　作 ほるぷ出版
E ﾁ ちゃわんちゃんです。 とよた　かずひこ　さく　え 童心社
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E ﾃﾞ デリバリーぶた 加藤　休ミ　作 偕成社
E ﾄ としょかんのきょうりゅう 鈴木　まもる　作　絵 徳間書店
E ﾄﾞ どんめくり やぎ　たみこ　作 ブロンズ新社
E ﾅ なわとびょ～ん シゲリ　カツヒコ　作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
E ﾊﾟ パーンツ！ 藤本　ともひこ　作 講談社
E ﾊ はくさいぼうやとねずみくん 堀米　薫　ぶん 新日本出版社
E ﾊ はげたかのオーランドー トミー　ウンゲラー　さく 好学社
E ﾊ はじめてのパンケーキ たての　きょうこ　さく 婦人之友社
E ﾋ ひえひえひんやりツアー 楠　章子　作 あかね書房
E ﾋ ひかり、あじ、おとがイタイんです フミヤ　語り ほるぷ出版
E ﾎﾞ ぼくがふえをふいたら 阿部　海太　作 岩波書店
E ﾎﾞ ぼくのバス バイロン　バートン　作　絵 徳間書店
E ﾎﾞ ぼくはしょうぼうし トンマーゾ　ブルキエッティ　さく 潮出版社
E ﾎﾟ ぽっかりライトせんせい はっとり　ひろき　作 講談社
E ﾎ ほらふきカールおじさん　トルコへいく 斉藤　洋　文 講談社
E ﾎﾟ ポリポリ村のみんしゅしゅぎ 蒔田　純　文 かもがわ出版
E ﾏ マーティン・ルーサー・キング・ジュニア マリア　イサベル　サンチェス　ベガラ　文 ほるぷ出版
E ﾏ マザーテレサ マリア　イサベル　サンチェス　ベガラ　文 ほるぷ出版
E ﾏ 街どろぼう ｊｕｎａｉｄａ　著 福音館書店
E ﾏ マリー・キュリー マリア　イサベル　サンチェス　ベガラ　文 ほるぷ出版
E ﾐ みち さいとう　しのぶ　作　絵 ひさかたチャイルド

E ﾑ ムーミン谷のなかまたち　真冬のご先祖さま トーベ　ヤンソン　原案 徳間書店
E ﾑ ムーミントロールと真夏のミステリー トーベ　ヤンソン　原作　絵 徳間書店
E ﾓ もしかして… ヒド　ファン　ヘネヒテン　さく 文響社
E ﾓ もしものくに 馬場　のぼる　作 こぐま社
E ﾓ ものおもう 新井　洋行　作 アルファポリス
E ﾕ ゆめ 中野　真典　作 講談社
E ﾖ 妖怪俳句 石津　ちひろ　俳句 絵本館
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E ﾗ 楽園のむこうがわ ノリタケ　ユキコ　作 あすなろ書房
E ﾘ リアスのうみべ さんてつがゆく 宇部　京子　作 岩崎書店
E ﾜ わたしのかみがた 樋勝　朋巳　作 ブロンズ新社
E ﾜ わたしのともだちポルポちゃん もとした　いづみ　文 講談社

F-ｱｻ わたしの気になるあの子 朝比奈　蓉子　作 ポプラ社
F-ｱｿ はじめての夏とキセキのたまご 麻生　かづこ　作 ポプラ社
F-ｲｼ ６年１組黒魔女さんが通る！！　１３ 石崎　洋司　作 講談社
F-ｵｵ ようかいとりものちょう乙　（１１～１３） 大崎　悌造　作 岩崎書店
F-ｷﾀ てんこうせいはおはなしやさん 北川　チハル　作 金の星社
F-ｸｻ 友だちは図書館のゆうれい 草野　あきこ　文 金の星社
F-ｺﾃﾞ 野うさぎレストランへようこそ 小手鞠　るい　作 金の星社
F-ｼｵ 正吉とヤギ 塩野　米松　文 福音館書店
F-ｽｶﾞ ランペシカ 菅野　雪虫　著 講談社
F-ｽｷﾞ あいがあれば名探偵 杉山　亮　作 偕成社
F-ﾀｶ トムと３時の小人 たかどの　ほうこ　作 ポプラ社
F-ﾀﾅ オイモはときどきいなくなる 田中　哲弥　著 福音館書店
F-ﾂｹﾞ トップラン つげ　みさお　作 国土社
F-ﾄﾐ 妖怪一家の時間旅行 富安　陽子　作 理論社
F-ﾅｶﾞ さよならのたからばこ 長崎　夏海　作 理論社
F-ﾉﾅ ルビと子ねこのワルツ 野中　柊　作 理論社
F-ﾊﾔ 新選林芙美子童話集　第１巻 林　芙美子　著 論創社
F-ﾊﾔ 夏休みルーム はやみね　かおる　著 朝日新聞出版
F-ﾊﾗ うさぎとハリネズミ　きょうもいいひ はら　まさかず　文 ひだまり舎
F-ﾋﾛ おっちょこ魔女先生　保健室は魔法がいっぱい！ 廣嶋　玲子　作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
F-ﾏｼ 夏のカルテット 眞島　めいり　著 ＰＨＰ研究所
F-ﾏｽ Ｆができない 升井　純子　作 文研出版
F-ﾐｽﾞ スターになったらふりむいて　きみのそばにいたくて みずの　まい　作 集英社

《《  日本のおはなし　　 》》
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F-ﾓﾘ 闇に光る妖魔 森川　成美　作 偕成社
F-ﾔﾏ 先生、感想文、書けません！ 山本　悦子　作 童心社
F-ﾘﾖ 地獄たんてい織田信長 りょくち　真太　作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
F-ﾚｲ 若おかみは小学生！　（スペシャル短編集０，２，３） 令丈　ヒロ子　作 講談社

N-ｼﾔ クモのアナンシ フィリップ　Ｍ．シャーロック　再話 岩波書店
N-ｽﾛ コレットとわがまま王女 ルイス　スロボドキン　作 瑞雲舎
N-ﾌｱ シロクマが嵐をこえてきた！ マリア　ファラー　作 あかね書房
N-ﾒｷﾞ ベサニーと屋根裏の秘密 ジャック　メギット　フィリップス　著 静山社
N-ﾗﾏ ラスト・フレンズ ヤスミン　ラーマン　著 静山社
N-ﾘﾌﾟ スパイ・バレリーナ ヘレン　リプスコム　著 早川書房
N-ﾘﾝ 名探偵カッレ 危険な夏の島 アストリッド　リンドグレーン　作 岩波書店

00 ネット・スマホ攻略術 山崎　聡一郎　著 講談社
06 博物館のバックヤードを探検しよう！ ＤＫ社　編 河出書房新社
14 勉強する気はなぜ起こらないのか 外山　美樹　著 筑摩書房
15 １０歳から考える「好き」を強みにする生き方 宝槻　泰伸　監修 えほんの杜
15 自分のミライの見つけ方 児美川　孝一郎　著 旬報社
20 こどもサピエンス史 ベングト＝エリック　エングホルム　著 ＮＨＫ出版
28 世界でいちばん優しいロボット 岩貞　るみこ　文 講談社
28 ｺ 孔子先生が教えるこども論語 ペズル　文 プレジデント社
29 地球一周！世界の国ぐに大図鑑 アンドレア　ミルズ　著 河出書房新社
32 ドラえもん社会ワールドｓｐｅｃｉａｌみんなのための法律入門 藤子　Ｆ　不二雄　まんが 小学館
36 地域学をはじめよう 山下　祐介　著 岩波書店
36 「ちがい」ってなんだ？ 井筒　節　監修 学研プラス
36 つくって役立つ！防災工作 プラス　アーツ　監修 学研プラス
38 ようこそみんなの世界へ モイラ　バターフィールド　文 化学同人

《《  外国のおはなし　　 》》

《《  ちしきの本    　　   》》
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40 そうだったのか！身近なもののはかり方図鑑 「そうだったのか！身近なもののはか
り方図鑑」編集委員会　編 文研出版

40 やってみよう！夏休みの自由研究　５・６年生 成美堂出版編集部　編 成美堂出版
40 ７歳までに知っておきたい科学えほん ケイティ　デインズ　文 学研プラス
42 確かめてナットク！物理の法則 ジョー　ヘルマンス　著 岩波書店
45 鳥になった恐竜の図鑑 真鍋　真　監修 学研プラス
45 すごすぎる天気の図鑑 荒木　健太郎　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
45 チバニアン誕生 岡田　誠　著 ポプラ社
46 ビジュアルデータブック日本の生き物 今泉　忠明　監修 学研プラス
46 似ているけれどちがう生きもの図鑑 宇津木　聡史　文 文一総合出版
47 朝ごはんは、お日さまの光！ マイケル　ホランド　文 徳間書店
480 教科書にのってるどうぶつの赤ちゃん　（１～６） 木坂　涼　文 偕成社
480 動物なぜなに質問箱 小菅　正夫　答える人 講談社
480 いちばん強いヤツはだれだ！？危険生物ｖｓ恐竜・古生物超バトル図鑑 新宅　広二　著 永岡書店
484 ナメクジはカタツムリだった？ 武田　晋一　写真　文 岩崎書店
486 昆虫記すばらしきフンコロガシ ジャン＝アンリ　ファーブル　作 理論社
488 たべるくちばし とりのくちばし編集委員会　編 あかね書房
49 いつもとちがうことがおきたら オナー　ヘッド　文 岩崎書店
49 いざというとき使えるために備えのものトリセツ図鑑　（１～３） 教育画劇
59 キッチン実験室 オレンジページ
68 鉄道　はっけんずかんプラス 学研プラス
68 かっこいい電車大百科 「旅と鉄道」編集部　編 天夢人
75 きむらゆういちの手作りおもちゃ傑作集　うごく工作 きむら　ゆういち　著 金の星社
79 子ども詰将棋１手詰め２５０問 及川　拓馬　監修 ナツメ社
81 伝わる表現を選ぼう　（２，３） 伝わる表現研究会　編著 汐文社
81 「自分らしさ」と日本語 中村　桃子　著 筑摩書房
902 １話５分！１２歳までに読みたい名作１００ 中島　克治　監修 新星出版社
941 魔法つかいの弟子 ヨハン　ヴォルフガング　フォン　ゲーテ　作 理論社
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C 夏のいしゃ　改訂新版 桂　文我　脚本 童心社
C アマガエルのきしょうよほうし キム　ファン　脚本 童心社

E ｱ あなふさぎのジグモンタ とみなが　まい　作 ひさかたチャイルド
F-ｽｽﾞ そのときがくるくる すず　きみえ　作 文研出版
E ﾐ みずをくむプリンセス スーザン　ヴァーデ　文 さ・え・ら書房
E ﾄﾞ どこからきたの？おべんとう 鈴木　まもる　作　絵 金の星社

486 わたしたちのカメムシずかん 鈴木　海花　文 福音館書店
F-ﾄﾐ ゆりの木荘の子どもたち 富安　陽子　作 講談社
N-ｴﾝ ぼくのあいぼうはカモノハシ ミヒャエル　エングラー　作 徳間書店
488 カラスのいいぶん 嶋田　泰子　著 童心社

F-ｶﾄ エカシの森と子馬のポンコ 加藤　多一　作 ポプラ社
F-ﾅｶﾞ サンドイッチクラブ 長江　優子　作 岩波書店
N-ｳｵ おいで、アラスカ！ アンナ　ウォルツ　作 フレーベル館
489 オランウータンに会いたい 久世　濃子　著 あかね書房

F-ﾊﾏ ウィズ・ユー 濱野　京子　作 くもん出版
N-ﾓﾊﾟ アーニャは、きっと来る マイケル　モーパーゴ　作 評論社
28 ﾏ 牧野富太郎 清水　洋美　文 汐文社

F-ﾃﾗ 水を縫う 寺地　はるな　著 集英社
N-ﾎﾞｲ 兄の名は、ジェシカ ジョン　ボイン　著 あすなろ書房
40 科学者になりたい君へ 佐藤　勝彦　著 河出書房新社

《《  かみしばい     　　  》》

中学校

高等学校

令和３年夏休み課題図書
7月1日～8月31日まで課題図書の貸出期間は1週間となります。

小学校低学年

小学校中学年

小学校高学年
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