
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

7月5日(日) 7月1日(水)

8月2日(日) 8月5日(水) 8月19日(水)

7月18日(土) ※　7月25日(土) 7月4日(土)

8月15日(土) ※　8月22日(土) 8月1日(土)

おはなしかい

おはなしのへや

※　東宇治図書館おはなしのへやのみ、１１時～１１時３０分になります

あっぷっぷ
あたらしくはいったこどもの本

２０１５年７月号

７月～８月のおはなしかい・おはなしのへや　　　　　　　　　　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 フェリックスの空からみた町 マーイケ　コーレ　構成　文　イラスト 朝日学生新聞社
E カンテクレール ヨー　ルーツ　作 朝日学生新聞社
E 庭をつくろう！ ゲルダ　ミューラー　作 あすなろ書房
E ことりのみずあび マリサビーナ　ルッソ　作 あすなろ書房
E やさいぺたぺたかくれんぼ 松田　奈那子　作 アリス館
E ぞうのなみだひとのなみだ 藤原　幸一　著 アリス館
E くんくんくんこれはどなたのわすれもの？ はやし　ますみ　作　絵 岩崎書店
E やぎのしずかのしんみりしたいちにち 田島　征三　作 偕成社
E どんなおと？ ｔｕｐｅｒａ　ｔｕｐｅｒａ　さく 教育画劇
E はこぶ 鎌田　歩　作　絵 教育画劇
E まほうのかさ 小沢　正　文 教育画劇
E ころころくるりん 長野　ヒデ子　作　絵 教育画劇
E もういいよったらもういいよ 香山　美子　作 金の星社
E へんなおでん はらぺこめがね　著 グラフィック社
E 名古屋うみゃあもんのうた 長谷川　義史　著 佼成出版社
E クエスト アーロン　ベッカー　作 講談社
E ちいさなちいさな ニコラ　デイビス　文 ゴブリン書房
E そらまめくんのあたらしいベッド なかや　みわ　さく 小学館
E ミライのミイラ くすのき　しげのり　作 瑞雲舎
E Ｌｉｆｅ くすのき　しげのり　作 瑞雲舎
E じゃがいもレストランへいらっしゃい 小原　麻由美　文 ＤＩＮＯ  ＢＯＸ
E ちびのミイのおひっこし？ トーベ　ヤンソン　原作 徳間書店
E ワニくんとパーティーにいったんだ ジュディス　カー　作　絵 徳間書店
E みずたまのたび アンヌ　クロザ　さく 西村書店
E ワニーニのぼうけん ｔｕｐｅｒａ　ｔｕｐｅｒａ　さく 婦人之友社
E なつはひるね 村上　康成　作 フレーベル館
E リボンちゃん サトシン　作 文溪堂
E うそだあ！ サトシン　作 文溪堂

《《  えほん　        　　 》》
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E クレヨンからのおねがい！ ドリュー　デイウォルト　文 ほるぷ出版
E ぼくは、チューズデー ルイス　カルロス　モンタルバン　文 ほるぷ出版
E わすれたって、いいんだよ 上條　さなえ　文 光村教育図書
E えいっ 三木　卓　さく 理論社

F-ｱｻ ゆいはぼくのおねえちゃん 朝比奈　蓉子　作 ポプラ社
F-ｵｶ わすれものの森 岡田　淳　作 ＢＬ出版
F-ｵｶ おばけやさん　５ おかべ　りか　作 偕成社
F-ｶﾍﾞ 風のヒルクライム 加部　鈴子　作 岩崎書店
F-ｻｲ のりものおばけずかん 斉藤　洋　作 講談社
F-ｻﾄ 魔法職人たんぽぽ　ファベル学園にようこそ！ 佐藤　まどか　作 講談社
F-ｻﾄ 魔法職人たんぽぽ　ファベル学園の危機 佐藤　まどか　作 講談社
F-ｻﾜ パオズになったおひなさま 佐和　みずえ　著 くもん出版
F-ｻﾜ 赤いペン 澤井　美穂　作 フレーベル館
F-ｿｳ ２年Ａ組探偵局　ぼくらの魔女狩り事件 宗田　理　作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
F-ｿｳ ２年Ａ組探偵局　ぼくらの仮面学園事件 宗田　理　作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
F-ｿｳ ２年Ａ組探偵局　ラッキーマウスと３つの事件 宗田　理　作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
F-ﾄﾖ 電車で行こう！　青春１８きっぷ・１０００キロの旅 豊田　巧　作 集英社
F-ﾄﾖ 電車で行こう！　ＧＯ！ＧＯ！九州新幹線！！ 豊田　巧　作 集英社
F-ﾆｼ ぼくの、ひかり色の絵の具 西村　すぐり　作 ポプラ社
F-ﾊﾏ レガッタ！　〔１〕～３ 濱野　京子　著 講談社
F-ﾋﾛ ヒロシマの風 吉永　小百合　編 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
F-ﾌｼﾞ まじょ子のおはなしパーラー 藤　真知子　作 ポプラ社
F-ﾎﾝ 夏の朝 本田　昌子　著 福音館書店
F-ﾐﾔ あなたをずっとあいしてる 宮西　たつや　作絵 ポプラ社
F-ﾑﾗ 教室の日曜日 村上　しいこ　作 講談社
F-ﾔｽ ケロニャンヌ 安田　夏菜　作 講談社
F-ﾖｼ １００％ガールズ　３ｒｄ ｓｅａｓｏｎ 吉野　万理子　著 講談社

N-ｳｵ ぼくとテスの秘密の七日間 アンナ　ウォルツ　作 フレーベル館

《《  日本のおはなし　　 》》

《《  外国のおはなし　　 》》
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N-ｶﾞﾄﾞ マザーランドの月 サリー　ガードナー　著 小学館
N-ｽﾃ ウソつきとスパイ レベッカ　ステッド　作 小峰書店
N-ﾌﾞﾗ ベッツィ・メイとにんぎょう イーニッド　ブライトン　作 岩波書店
N-ﾍﾞﾝ かわうそオスカーのすべりだい ナサニエル　ベンチリー　さく 好学社
N-ﾑｱ くろねこのロク空をとぶ インガ　ムーア　作　絵 徳間書店
N-ﾑﾝ リトル・パパ パット　ムーン　作 文研出版
N-ﾓﾊﾟ 希望の海へ マイケル　モーパーゴ　作 評論社
N-ﾗｽ ガフールの勇者たち　特別編 キャスリン　ラスキー　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
N-ﾛﾂ 勇者ライと３つの扉　３ エミリー　ロッダ　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

01 中学生はこれを読め！　２ 北海道書店商業組合　編 北海道新聞社
15 大人になるっておもしろい？ 清水　真砂子　著 岩波書店
21 絵本版おはなし日本の歴史　１０　よみがえった祇園祭 金子　邦秀　監修 岩崎書店
28 レジェンド！ 城島　充　著 講談社
28 わたしが外人だったころ 鶴見　俊輔　文 福音館書店
28 アンネのバラ 國森　康弘　文　写真 講談社
28 夢へ翔けて ミケーラ　デプリンス　著 ポプラ社
29 日本地理データ年鑑　２０１５ 松田　博康　監修 小峰書店
30 ガザ 清田　明宏　著 ポプラ社
31 世界を平和にするためのささやかな提案 池澤　春菜　ほか著 河出書房新社
36 命を救われた捨て犬夢之丞 今西　乃子　著 金の星社
36 みんなの防災事典 山村　武彦　監修 ＰＨＰ研究所
38 決まり・ならわし 本木　洋子　文 玉川大学出版部
38 世界のともだち　２０ 偕成社
40 １０分で読める発明・発見をした人の伝記 塩谷　京子　監修 学研教育出版
46 ボルネオでオランウータンに会う たかはし　あきら　ぶん 福音館書店
47 ぜんぶわかる！アサガオ 渡邉　弘晴　著 ポプラ社
49 もっと知りたい！わたしのからだ 科学技術振興機構
49 いのちはどう生まれ、育つのか 道信　良子　編著 岩波書店
50 町工場のものづくり 小関　智弘　著 少年写真新聞社

《《  ちしきの本    　　   》》
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54 はたらくロボットのひみつ 大岩　ピュン　漫画 学研パブリッシング

58 かき氷 細島　雅代　写真 岩崎書店
58 世界遺産になった和紙　１ 紙の博物館　監修 新日本出版社
59 おいしい和食のキホン 村林　新吾　著 岩波書店
62 日本の国立公園まるわかり事典 加藤　峰夫　監修 ＰＨＰ研究所
66 うなぎ一億年の謎を追う 塚本　勝巳　著 学研教育出版
74 大研究！ひろがる印刷の世界 やまざき　まこと　漫画 講談社ビーシー
81 なぜなに日本語 関根　健一　著 三省堂
908 ５分後に意外な結末　５ 学研教育出版
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