
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

8月2日(日) 8月5日(水) 8月19日(水)

9月6日(日) 9月2日(水) 9月16日(水)

8月8日(土) ※　8月22日(土) 8月1日(土)

9月19日(土) ※　9月26日(土) 9月5日(土)

おはなしかい

おはなしのへや

あっぷっぷ
あたらしくはいったこどもの本

２０１５年８月号

８月～９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



※　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



分類 書名 著者名 出版社

E ぼくのたからもの 鈴木　まもる　著 アリス館
E そつぎょう 松本　猛　作 岩崎書店
E はこ 小野　不由美　作 岩崎書店
E チンチンボンボさん 室井　滋　文 絵本館
E チョーシンくんのだいぼうけん 二見　正直　作 偕成社
E うしのもーさん 風木　一人　作 教育画劇
E いろいろやさい とこやさん 山岡　ひかる　作 くもん出版
E おばけイカにきをつけろ 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 さんさんさんぽ えがしら　みちこ　作 講談社
E がんばれ、なみちゃん！ くすのき　しげのり　作 講談社
E おばけのあんみつ 国松　エリカ　作 小学館
E ちいさなメリーゴーランド マーシャ　ブラウン　作 瑞雲舎
E だいおういかのいかたろう ザ　キャビンカンパニー　作　絵 鈴木出版
E おひめさまはねむりたくないけれど メアリー　ルージュ　さく そうえん社
E きをつけて　１～３ 五味　太郎　さく 童心社
E ピッピ、お買い物にいく アストリッド　リンドグレーン　作 徳間書店
E ヨハンナの電車のたび カトリーン　シェーラー　作 西村書店
E キリンのセラフィナ ロラン　ド　ブリュノフ　作 ＢＬ出版
E そらとぶてっぱん 岡田　よしたか　作　絵 ひかりのくに
E ハートのはっぱかたばみ 多田　多恵子　ぶん 福音館書店
E とんだとんだ いまもり　みつひこ　きりえ　ぶん 福音館書店
E のっていこう 木内　達朗　さく 福音館書店
E まてまてタクシー 西村　敏雄　さく 福音館書店
E おばあさんのひっこし エドナ　ベッカー　作 福音館書店
E わたしのかさはそらのいろ あまん　きみこ　さく 福音館書店
E ふたごのゴリラ ふしはら　のじこ　文　絵 福音館書店
E あか き あお みどり ディック　ブルーナ　ぶん　え 福音館書店
E はる なつ あき ふゆ ディック　ブルーナ　ぶん　え 福音館書店

《《  えほん　        　　 》》
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E どうぶつ ディック　ブルーナ　ぶん　え 福音館書店
E あーといってよあー 小野寺　悦子　ぶん 福音館書店
E ピーテル、はないちばへ 広野　多珂子　文　絵 福音館書店
E ライフタイム ローラ　Ｍ．シェーファー　ぶん ポプラ社
E まじょがかぜをひいたらね 高畠　じゅん子　さく 理論社

F-ｱｲ Ｉ ＬＯＶＥ ＹＯＵなんて言えない！ セン恋。製作委員会　作 学研教育出版
F-ｲｼ 死神うどんカフェ１号店　５杯目 石川　宏千花　著 講談社
F-ｲｼ 黒魔女さんが通る！！　ｐａｒｔ１９ 石崎　洋司　作 講談社
F-ｶｲ 怪談オウマガドキ学園　１～３ 常光　徹　責任編集 童心社
F-ｸﾝ だいすきのみかたパンツちゃん 薫　くみこ　作 ポプラ社
F-ｺﾃﾞ お手紙まってます 小手鞠　るい　作 ＷＡＶＥ出版
F-ｺﾊﾞ 天使が味方についている 小林　深雪　作 講談社
F-ｼﾗ アオハライド 白井　かなこ　著 集英社
F-ﾀﾞｲ 大好きの証明 セン恋。製作委員会　作 学研教育出版
F-ﾀｹ スプーン王子のぼうけん 竹下　文子　作 鈴木出版
F-ﾄﾖ 電車で行こう！　サンライズ出雲と、夢の一畑電車！ 豊田　巧　作 集英社
F-ﾅｷﾞ ａｉｒ 名木田　恵子　作 講談社
F-ﾅﾘ 天国に行った看板ねこ なな なりゆき　わかこ　作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
F-ﾊﾔ すてもる はやみず　陽子　作 佼成出版社
F-ﾋﾛ ふしぎ駄菓子屋銭天堂　４ 廣嶋　玲子　作 偕成社
F-ﾌｸ 幽霊魚 福田　隆浩　著 講談社
F-ﾎｼ 星はすばる。 セン恋。製作委員会　作 学研教育出版
F-ﾎﾘ カステラやさんときんいろのおさかな 堀　直子　作 小峰書店
F-ﾏｽ とびばこバーン 升井　純子　作 講談社
F-ﾏﾂ 声の出ないぼくとマリさんの一週間 松本　聰美　作 汐文社
F-ﾐｽﾞ ねこの風つくり工場 みずの　よしえ　作 偕成社
F-ﾐﾔ ちびっこやゆよ 宮下　すずか　作 くもん出版
F-ﾑﾗ ともだちはうま 村上　しいこ　作 ＷＡＶＥ出版
F-ﾔｽﾞ チョコちゃん 椰月　美智子　さく そうえん社

《《  日本のおはなし　　 》》
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F-ﾔｽ １３歳の少女が見た沖縄戦 安田　未知子　著 ＷＡＶＥ出版
F-ﾖｼ 赤の他人だったら、どんなによかったか。 吉野　万理子　著 講談社

N-ｵｺ スモーキー山脈からの手紙 バーバラ　オコーナー　作 評論社
N-ﾆﾙ 偽りの王子 ジェニファー　Ａ．ニールセン　作 ほるぷ出版
N-ﾊﾟﾚ 青い目の人形物語　１ シャーリー　パレントー　作 岩崎書店
N-ﾍﾟｲ 神々と戦士たち　１ ミシェル　ペイヴァー　著 あすなろ書房
N-ﾏｲ コービーの海 ベン　マイケルセン　作 鈴木出版
N-ﾓﾝ アンの青春　上，下　新訳 完全版 Ｌ．Ｍ．モンゴメリ　作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

15 １０歳の質問箱 日本ペンクラブ「子どもの本」委員会　編 小学館
28 ブッダがせんせい 宮下　真　著 永岡書店
32 ニュースに出てくる国際条約じてん　２，３ 池上　彰　監修 彩流社
36 はれるんのぼうさい教室 堀江　譲　絵と文 東京堂出版
37 学校と毎日の遊び たかい　ひろこ　著 ポプラ社
38 にっぽんのおにぎり 白央　篤司　著 理論社
38 世界の子どもの遊び 寒川　恒夫　監修 ＰＨＰ研究所
40 だいすきスイーツで自由研究 盛口　満　監修 主婦と生活社
47 たねのふしぎものがたり　１～３ 山田　実　編著 岩崎書店
480 シートン動物記　クラッグ  クートネーの雄ヒツジほか シートン　作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
480 ありがとう実験動物たち 太田　京子　著 岩崎書店
488 駒ちゃんは片翼のオオハクチョウ 浜田　実弥子　作 新日本出版社
489 エゾリス 竹田津　実　文｜写真 アリス館
50 ３Ｄプリンターのひみつ 大岩　ピュン　漫画 学研パブリッシング

51 １００年後の水を守る 橋本　淳司　著 文研出版
53 宇宙への夢、力いっぱい！ 若田　光一　著 ＰＨＰ研究所
58 世界遺産になった和紙　２ 紙の博物館　監修 新日本出版社
58 大研究！ガムってすごい！ 兎谷　しぇぱこ　漫画 講談社ビーシー
64 イヌ・ネコ ジャパンケネルクラブ　監修 ポプラ社
75 はじめてでもかんたん！楽しいねんど　１～４ 寺西　恵里子　作 汐文社

《《  外国のおはなし　　 》》

《《  ちしきの本    　　   》》
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76 学校では教えてくれない人生を変える音楽 雨宮　処凛　ほか著 河出書房新社
77 アニメなんでも図鑑 鈴木　伸一　監修 ポプラ社
780 まるわかり！パラリンピック　雪・氷のうえで競う！冬の競技 日本障がい者スポーツ協会　監修 文研出版
79 なぞなぞ２年３年生大百科！６５０問 リドル☆なぞ田　作 西東社
80 チャレンジ！キッズスピーチ　１～３ フリー　ザ　チルドレン　ジャパン　編 大月書店
81 ちびまる子ちゃんの慣用句教室　続 川嶋　優　著 集英社
81 モノの数え方えほん 町田　健　監修 日本図書センター
911 おどる詩あそぶ詩きこえる詩 はせ　みつこ　編 冨山房インターナショナル

932 シェイクスピアストーリーズ シェイクスピア　原作 ＢＬ出版
951 狐物語 レオポルド　ショヴォー　編　画 福音館書店
C ﾔ もちもちともだち すとう　あさえ　脚本 童心社
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