
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3日(日) 10月10日(日) 10月20日(水)

11月3日（水・祝） 11月14日(日) 11月17日(水)

10月16日(土) ※１　10月23日(土) 10月2日(土)

11月20日(土) ※１　11月27日(土) 11月6日(土)

赤ちゃんおはなし会０・１・２ ※２　11月17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(１１月２日～）　□対象：０～２歳児とその保護者

※緊急事態宣言発出中のおはなし会は中止となります

あっぷっぷ
あたらしくはいったこどもの本

２０２１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 ｲ いっぱいさんせーい！ 宮西　達也　作絵 フレーベル館
E ｲ いろんなおやさいどこになる？ きのした　けい　作 コクヨ
E ｴ エリンとまっくろ岩のひみつ ジョー　トッド＝スタントン　さく 評論社
E ｵ おうさまがかえってくる１００びょうまえ！ 柏原　佳世子　作 えほんの杜
E ｵ おかあさんごめんなさい みやにし　たつや　作絵 金の星社
E ｵ おつきみセブン もとした　いづみ　作 世界文化ワンダークリエイト

E ｵ オニのサラリーマン じごく・ごくらく運動会 富安　陽子　文 福音館書店
E ｵ おばけと友だちになる方法 レベッカ　グリーン　作 福音館書店
E ｵ おばけのジョージーとんでいったふうせん ロバート　ブライト　さく 好学社
E ｵ おばけのまんまる ひろた　だいさく　作 講談社
E ｵ おもちゃびょういん 木島　誠悟　著 白泉社
E ｷ きみはたいせつ クリスチャン　ロビンソン　作 ＢＬ出版
E ｷ 恐竜トリケラトプスとケツァルコアトルス 黒川　みつひろ　作　絵 小峰書店
E ｷ キリンのなやみごと ジョリ　ジョン　さく 化学同人
E ｷ きんたろうようちえん やぎ　たみこ　作 あかね書房
E ｸ くまがうえにのぼったら アヤ井　アキコ　作 ブロンズ新社
E ｸ くまごろうとちゅうたのあそびえほん こが　ようこ　構成　ことば 童心社
E ｺ ことりのおまじない おおなり　修司　文 絵本館
E ｼﾞ ジェシカといっしょ ケビン　ヘンクス　作　絵 徳間書店
E ｼ しんゆうだけどだいきらい 石山　さやか　作　絵 岩崎書店
E ｽ すずりくん 青柳　貴史　作 あかね書房
E ｽ スパーキーとスパイク バーバラ　ロウエル　ぶん 評論社
E ｿ そらをとびたい 山本　直洋　写真 小学館
E ｿﾞ ぞろぞろぞろぞろ 春田　香歩　作 偕成社
E ﾁ ちゃーぷちゃぷあひるちゃん 渡辺　朋　文 文響社
E ﾁ ちょとつ 立川　治樹　ぶん 絵本塾出版

《《  えほん　        　　 》》
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E ﾄﾞ ドアをあけたら　うみのおうち しまだ　ともみ　さく 東京書店
E ﾄﾞ どうぶつたちのあきのおたのしみって？ アン　ウィットフォード　ポール　ぶん 岩崎書店
E ﾅ なかよしおひさまおつきさま 吉田　愛　著 文芸社
E ﾊﾟ パイロット マイルズ ジョン　バーニンガム　絵 ＢＬ出版
E ﾋﾞ ビアトリクス・ポターの物語 リンゼイ　Ｈ．メトカーフ　文 西村書店
E ﾋ ヒグマの旅 二神　慎之介　写真　文 文一総合出版
E ﾋ ヒナゲシの野原で マイケル　モーパーゴ　作 評論社

E ﾌ ふあんくんのきもち 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 ﾌ ふしぎな月 富安　陽子　文 理論社
E ﾌ ふしぎなヒーローやさん みやにし　たつや　作絵 金の星社
E ﾍﾟ ペンギンのこまりごと ジョリ　ジョン　さく 化学同人
E ﾍ へんてこひろば こが　ようこ　構成　ことば 童心社
E ﾎﾟ ポッポポーン たまむら　さちこ　著 白泉社
E ﾏ まーるいまーるい せな　けいこ　作　絵 金の星社
E ﾑ むかしむかしあるところに子ヤギが ダン　リチャーズ　ぶん 評論社

E ﾒ ‘めんどくさい’はＳＯＳ 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 ﾓ モンスターだって、おかたづけする！ ジェシカ　マルティネロ　ぶん ワールドライブラリー

F-ｱｲ 青星学園★チームＥＹＥ－Ｓの事件ノート
告白の答えは！？紫乃のホワイトデーパーティ 相川　真　作 集英社

F-ｱｶ ぼくらのスクープ 赤羽　じゅんこ　著 講談社
F-ｱﾏ 人狼サバイバル　頂上対決！三つ巴の人狼ゲーム 甘雪　こおり　作 講談社
F-ｲｼ カイとティム影の国のぼうけん 石井　睦美　作 アリス館
F-ｶｾﾞ 氷の上のプリンセス　ジュニア編９ 風野　潮　作 講談社
F-ｷｻ おねがい流れ星 如月　かずさ　作 小峰書店
F-ｷｻ おもちゃの国へようこそ 如月　かずさ　作 小峰書店
F-ｸﾄﾞ プンスカジャム くどう　れいん　作 福音館書店

《《  日本のおはなし　　 》》
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F-ｻｲ ジークメーア 斉藤　洋　作 偕成社
F-ｽﾐ シンデレラ階段は知っている 藤本　ひとみ　原作 講談社
F-ﾀｶ 黄色い夏の日 高楼　方子　著 福音館書店

F-ﾊﾔ 都会
ま ち

のトム＆ソーヤ　１８ はやみね　かおる　著 講談社

F-ﾋﾉ ライブラリー・ツインズ 日野　祐希　著 アリス館
F-ﾋﾛ 猫町ふしぎ事件簿　２ 廣嶋　玲子　作 童心社
F-ﾌｸ しゅくだいがっしょう 福田　岩緒　作　絵 ＰＨＰ研究所
F-ﾔﾏ 宇宙人がいた やまだ　ともこ　作 金の星社
F-ﾔﾏ 介助犬チェリーのパピーウォーカー 山口　理　作 文研出版
F-ﾖｺ ルパンの娘 横関　大　作 講談社
F-ﾖｼ こずえと申す 吉田　道子　作 ポプラ社
F-ﾖｼ 崖の下の魔法使い 吉野　万理子　作 学研プラス

N-ｱｻ アーサー王の世界　７ 斉藤　洋　作 静山社
N-ｱﾚ 顔のない花嫁 Ｋ．Ｒ．アレグザンダー　作 小学館
N-ｶﾌﾞ くしゃみおじさん オルガ　カブラル　作 岩波書店
N-ｻﾞﾙ バンビ フェーリクス　ザルテン　作 福音館書店
N-ｼﾔ ねこと王さま　しごとをさがす ニック　シャラット　作　絵 徳間書店
N-ﾌﾞﾗ きけんなゲーム マロリー　ブラックマン　作 文研出版
N-ﾜﾅ 暗号クラブ　１９ ペニー　ワーナー　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

00 ６さいからつかえるパソコン たにぐち　まこと　著 技術評論社
11 考える力の育て方　論理的な考え方 オオタ　ヤスシ　マンガ　イラスト 旺文社
15 ミライを生きる君たちへの特別授業 ジュニスタ編集部　編 岩波書店

15 １０代の君に伝えたい学校で悩むぼくが見つけた未来を切り
ひらく思考 山崎　聡一郎　著 朝日新聞出版

15 しれっと逃げ出すための本。 ヨシダ　ナギ　著 ＰＨＰ研究所
21 戦国最強武将へタイムワープ 柏葉　比呂樹　マンガ 朝日新聞出版

《《  外国のおはなし　　 》》

《《  ちしきの本    　　   》》
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21 歴史探偵Ｋのタイムワープ 一式　まさと　マンガ 朝日新聞出版
21 最強の剣豪へタイムワープ イセケヌ　マンガ 朝日新聞出版
28 時代をきりひらいた日本の女たち 小杉　みのり　文 岩崎書店
30 なぜ世界を知るべきなのか 池上　彰　著 小学館
31 絵で見てわかる核兵器禁止条約ってなんだろう？ 川崎　哲　監修 旬報社
33 お金が動かす世界 関　和之　マンガ　イラスト 旺文社
36 みんなに好かれなくていい 和田　秀樹　著 小学館
36 親の期待に応えなくていい 鴻上　尚史　著 小学館
36 見た目が気になる 河出書房新社　編 河出書房新社
36 災害伝承の大研究 佐藤　翔輔　監修 ＰＨＰ研究所
37 おもしろいほど成績が上がる中学生の「間違い直し勉強法」 伊藤　敏雄　著 エール出版社
37 子どもに必要なソーシャルスキルのルールＢＥＳＴ９９ スーザン　ダイアモンド　著 黎明書房
38 包装のひみつ 梅屋敷　ミタ　まんが 学研プラス
38 妖怪がやってくる 佐々木　高弘　著 岩波書店
38 ずかん世界のくつ・はきもの 鈴木　絵美留　監修 技術評論社
38 古典がおいしい！平安時代のスイーツ 前川　佳代　著 かもがわ出版
40 科学っておもしろい 入江　久絵　マンガ　イラスト 旺文社
46 ぐんぐん頭のよい子に育つよみきかせいきもののお話２５ 山下　美樹　作 西東社
480 だれの子？ 坂東　元　監修 講談社

480 天才
ワ ル

すぎる生き物図鑑 早川　いくを　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

484 ホタルイカは青く光る 阿部　秀樹　写真と文 小学館
489 ゴリラのきずな 長尾　充徳　著 くもん出版
49 ビタミン剤のひみつ　増補改訂版 おぎの　ひとし　まんが 学研プラス
49 ちゃんと知りたい「がん」のこと　２ 保坂　隆　監修 汐文社
49 世界一やさしい依存症入門 松本　俊彦　著 河出書房新社
51 地球があぶない！地図で見る気候変動の図鑑 ダン　フッカー　著 創元社
58 アイスクリームここが知りたい！ みずな　ともみ　まんが 文藝春秋企画出版部
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61 食べものから学ぶ世界史 平賀　緑　著 岩波書店
64 たとえ悪者になっても 佐藤　真澄　作 静山社
65 山火事のサバイバル　１ ポドアルチング　文 朝日新聞出版
70 図工が楽しくなる 鳥居　志帆　マンガ　イラスト 旺文社
75 てづくりおもしろおもちゃ かこ　さとし　著 小学館
780 ドラえもん科学ワールドスポーツの科学 藤子　Ｆ　不二雄　まんが 小学館
79 東大松丸式ナゾトキスクール 松丸　亮吾　監修 小学館
79 東大松丸式ナゾトキスクール　ナゾトキ島でサバイバル！？ 松丸　亮吾　監修 小学館
79 ５さいからはじめるしょうぎ 杉本　昌隆　監修 日東書院本社
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