
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5日(日) 9月12日(日) 9月15日(水)

10月3日(日) 10月10日(日) 10月20日(水)

9月18日(土) ※１　9月25日(土) 9月4日(土)

10月16日(土) ※１　10月23日(土) 10月2日(土)

赤ちゃんおはなし会０・１・２ ※２　9月15日(水)

※緊急事態宣言発出中のおはなし会は中止となります

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 青のなかの青 フィオナ　ロビンソン　さく 評論社
E ｱ 秋 かこ　さとし　文　絵 講談社
E ｱ あっぱれ！どぐうちゃん 堀切　リエ　ぶん ポプラ社
E ｳ うーんうんうんちちゃん 渡辺　朋　文 文響社
E ｳ うちのねこ 高橋　和枝　作 アリス館
E ｳ うちゅうじんだぞおとうとうさぎ！ ヨンナ　ビョルンシェーナ　作 クレヨンハウス
E ｳ うまれたよ！トカゲ 関　慎太郎　写真　文 岩崎書店
E ｳ うまれたよ！ハンミョウ 青木　由親　写真　文 岩崎書店
E ｵ おキモチや とき　なつき　さく　え 文芸社
E ｵ オレじてんしゃ！ 石井　聖岳　作 ほるぷ出版
E ｸ くろねこのほんやさん シンディ　ウーメ　文　絵 小学館
E ｺ 子どもの本で平和をつくる キャシー　スティンソン　文 小学館
E ｼ しましましましょ 北村　人　作 小学館
E ｽ すいめん 高久　至　写真　文 アリス館
E ｽ すなのおしろ エイナット　ツァルファティ　作 光村教育図書
E ﾀﾞ だっこずしのすしネタせんしゅけん 青柳　有美子　さく　え 金の星社
E ﾀ タンポポのたねどうしてとんでいくの？ ごとう　まきこ　え 文一総合出版
E ﾃﾞ でんしゃのつくりかた 溝口　イタル　え 交通新聞社
E ﾄ とうもろこしぬぐぞう はらしま　まみ　作　絵 ポプラ社
E ﾄﾞ どこかなどこかな？ 今福　理博　さく エンブックス
E ﾅ ナキウサギの山 本田　哲也　作 偕成社
E ﾊﾟ ぱったんして 松田　奈那子　作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
E ﾋ ひそひそ こしょこしょ うちむら　たかし　作 クレヨンハウス
E ﾋﾞ びりびり 中新井　純子　作 童心社
E ﾍ へんしんへんしんフルーツポンチ 山本　祐司　さく ほるぷ出版
E ﾎﾞ ぼくは川のように話す ジョーダン　スコット　文 偕成社

《《  えほん　        　　 》》
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E ﾎﾞ ぼくはひとりで フン　グエン　クアン　作　絵 冨山房インターナショナル

E ﾏ ママはかいぞく カリーヌ　シュリュグ　ぶん 光文社
E ﾏ まんげつのよるのピクニック のむら　うこ　著 みらいパブリッシング

E ﾑ ムーミン一家の海の冒険 トーベ　ヤンソン　原作 徳間書店
E ﾔ やさしくてあたたかい リッカルド　フランカヴィーリャ　さく 化学同人
E ﾖ ようかいむらのしとしとあめふり たかい　よしかず　作　絵 国土社
E ﾜ わんぱくだんのりゅうぐうじょう ゆきの　ゆみこ　作 ひさかたチャイルド

F-ｱﾍﾞ 青く塗りつぶせ 阿部　夏丸　作 ポプラ社
F-ｶｻ どっちでもいい子 かさい　まり　作 岩崎書店
F-ｺﾊﾞ 作家になりたい！　１０ 小林　深雪　作 講談社
F-ｻｲ かげろうのむこうで 斉藤　洋　作 偕成社
F-ｻｲ おまつりのおばけずかん 斉藤　洋　作 講談社
F-ｿｳ ぼくらの復活大作戦 宗田　理　作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
F-ﾄﾘ あした咲く花 鳥居　真知子　著 読売ライフ
F-ﾅﾐ 牛乳カンパイ係、田中くん　めざせ！給食マスター 並木　たかあき　作 集英社
F-ﾅﾐ 牛乳カンパイ係、田中くん　天才給食マスターからの挑戦状！ 並木　たかあき　作 集英社
F-ﾅﾐ 牛乳カンパイ係、田中くん　給食皇帝を助けよう！ 並木　たかあき　作 集英社
F-ﾅﾐ 牛乳カンパイ係、田中くん　給食マスター決定戦！父と子の親子丼対決！ 並木　たかあき　作 集英社
F-ﾅﾐ 牛乳カンパイ係、田中くん　給食マスター初指令！友情の納豆レシピ 並木　たかあき　作 集英社
F-ﾅﾐ 牛乳カンパイ係、田中くん　捨て犬救出大作戦！ユウナとプリンの１０日間 並木　たかあき　作 集英社
F-ﾅﾐ 牛乳カンパイ係、田中くん　ノリノリからあげで最高の誕生日会 並木　たかあき　作 集英社
F-ﾅﾐ 牛乳カンパイ係、田中くん　ありがとう田中くん！お別れ会で涙のカンパイ！ 並木　たかあき　作 集英社
F-ﾊﾗ かいけつゾロリのゾワゾワゾクゾクようかいまつり 原　ゆたか　さく　え ポプラ社
F-ﾋﾛ おっちょこ魔女先生　魔女修業は危険がいっぱい！ 廣嶋　玲子　作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
F-ﾑﾗ みんなのためいき図鑑 村上　しいこ　作 童心社
F-ﾓｶﾞ ようかいじいちゃんあらわる 最上　一平　作 新日本出版社
F-ﾖｼ シミちゃん 吉野　万理子　作 くもん出版

《《  日本のおはなし　　 》》
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N-ｺﾞｲ ぼくの弱虫をなおすには Ｋ．Ｌ．ゴーイング　作 徳間書店
N-ｽﾄ 森の王さまキング・クー アダム　ストーワー　作 小峰書店
N-ﾓﾛ ミシシッピ冒険記 ダヴィデ　モロジノット　著 岩崎書店

04 大人も知らない？ふしぎ現象事典 「ふしぎ現象」研究会　編 マイクロマガジン社

10 子どもテツガク 小川　仁志　著 主婦の友社
35 絵で見る統計 ミレイア　トリウス　文 あすなろ書房
36 ＳＤＧｓでわかる今ない仕事図鑑ハイパー 澤井　智毅　監修 講談社
44 火星は… スザンヌ　スレード　文 あすなろ書房
45 雲と雨の大研究 荒木　健太郎　監修 ＰＨＰ研究所
46 ふしぎ！光る生きもの大図鑑 近江谷　克裕　著 国土社
480 変身する生きものずかん　（１～３） 柴田　佳秀　監修　文 鈴木出版
481 池の水なぜぬくの？ 安斉　俊　著　絵 くもん出版
51 こども環境学 朝岡　幸彦　監修 新星出版社
61 コーヒー 石脇　智広　監修 農山漁村文化協会
62 パイナップル 竹内　誠人　監修 農山漁村文化協会
71 修学旅行が楽しくなる仏像“ここ見て”調査隊　京都編 中村　文人　著 くもん出版
780 チェンジ！ 越智　貴雄　著 くもん出版
780 目でみるアスリートの図鑑 稲葉　茂勝　著 東京書籍
780 ジュニア選手のための夢をかなえる「スポーツノート」活用術 佐藤　雅幸　監修 メイツユニバーサルコンテンツ

931 わたしは夢を見つづける ジャクリーン　ウッドソン　作 小学館

《《  外国のおはなし　　 》》

《《  ちしきの本    　　   》》
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