
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

6月5日(日) 6月1日(水) 6月15日(水)

7月3日(日) 7月6日(水) 7月20日(水)

6月18日(土) ※　6月25日(土) 6月4日(土)

7月16日(土) ※　7月23日(土) 7月2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

２０１６年６月号

６月～７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 こうじのくるま コヨセ　ジュンジ　さく ＷＡＶＥ出版
E 妖怪バス旅行 広瀬　克也　作 絵本館
E なぞなぞはじまるよ おおなり　修司　なぞなぞ文 絵本館
E えぞふくろうふぶきをのりこえる 手島　圭三郎　絵　文 絵本塾出版
E バンブルアーディ モーリス　センダック　作 偕成社
E キッキとネネのかくれんぼ 本田　雅也　作 教育画劇
E ありがとさん こんの　ひとみ　作 金の星社
E けしごむくん こんの　ひとみ　作 金の星社
E ぼくのおばあちゃんはキックボクサー ねじめ　正一　作 くもん出版
E おしっこおしっこ Ｅ．ジャドゥール　作 クレヨンハウス
E 畑の一年 向田　智也　作 小学館
E カワセミとヒバリとヨタカ あべ　弘士　作 小学館
E おはようのえほん いしかわ　こうじ　作　絵 童心社
E しろくまくんどこにいく？ ソフィー　ヘン　作　絵 徳間書店
E マザー・テレサ愛と祈りをこめて 中井　俊已　作 ＰＨＰ研究所
E ちいさなかいじゅうモッタ イヴォンヌ　ヤハテンベルフ　文　絵 福音館書店
E 路線バスしゅっぱつ！ 鎌田　歩　作 福音館書店
E むかし日本狼がいた 菊池　日出夫　文　絵 福音館書店
E ねこどけい きしだ　えりこ　さく 福音館書店
E このあとどうしちゃおう ヨシタケ　シンスケ　作 ブロンズ新社
E ねむりひめ グリム　原作 文化学園文化出版局

E かばのさら・ばらのかさ 石津　ちひろ　ことば ポプラ社
E すばこ キム　ファン　文 ほるぷ出版
E 小学生のボクは、鬼のようなお母さんにナスビを売らされました。 原田　剛　文 ワイヤーオレンジ

F-ｲｼ 魔女学校物語　お料理当番事件 石崎　洋司　作 講談社
F-ｲｼﾞ スコアブック　５ 伊集院　静　著 講談社
F-ｲｽﾞ 旅のお供はしゃれこうべ 泉田　もと　作 岩崎書店

《《  えほん　        　　 》》

《《  日本のおはなし　　 》》
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F-ｲﾁ 小やぎのかんむり 市川　朔久子　著 講談社
F-ｵｵ ようかいとりものちょう　３，４ 大崎　悌造　作 岩崎書店
F-ｺﾃﾞ シナモンのおやすみ日記 小手鞠　るい　作 講談社
F-ｻｲ 現代落語おもしろ七席 斉藤　洋　作 理論社
F-ｻｲ らくごでことわざ笑辞典 斉藤　洋　作 偕成社
F-ｻｲ 風さそう弥生の夜桜 斉藤　洋　作 あすなろ書房
F-ﾀｶ ぜったいくだものっこ たかどの　ほうこ　作 フレーベル館
F-ﾀｶ ポンちゃんはお金もち たかどの　ほうこ　さく　え こぐま社
F-ﾂｸ パティシエ☆すばる 誕生日ケーキの秘密 つくも　ようこ　作 講談社
F-ﾂｸ パティシエ☆すばる チーズケーキのめいろ つくも　ようこ　作 講談社
F-ﾂｸ パティシエ☆すばる 夢のスイーツホテル つくも　ようこ　作 講談社
F-ﾄﾛ おしりたんてい やみよにきえるきょじん トロル　さく　え ポプラ社
F-ﾅｶﾞ ショクパンのワルツ ながす　みつき　作 フレーベル館
F-ﾆｼ 雨の日のせんたくやさん にしな　さちこ　作　絵 のら書店
F-ﾌｸ ジンとばあちゃんとだんごの木 福　明子　作 あるまじろ書房
F-ﾑﾗ おばけがとりつくおんがくかい むらい　かよ　著 ポプラ社
F-ﾑﾗ くるみの冒険　１～３ 村山　早紀　作 童心社
F-ﾜｸ 世界からボクが消えたなら 涌井　学　著 小学館

N-ｱﾅ アナと雪の女王 エルサのサプライズ ヴィクトリア　サクソン　著 講談社
N-ｳｵ 大好き！クサイさん デイヴィッド　ウォリアムズ　作 評論社
N-ｵﾌﾟ ハンナの夢さがし ベッティーナ　オプレヒト　作 偕成社
N-ｶﾑ カムイを射止めた男の子 アイヌ民話撰集企画編集委員会　企画　監修 アイヌ文化振興・研究推進機構

N-ｼﾕ 動物と話せる少女リリアーネ　物語の花束 タニヤ　シュテーブナー　著 学研プラス
N-ﾀﾞｳ 十三番目の子 シヴォーン　ダウド　作 小学館
N-ﾌﾟﾚ くろグミ団は名探偵 ユリアン　プレス　作　絵 岩波書店
N-ﾏｸ 北風のうしろの国　上，下 ジョージ　マクドナルド　作 岩波書店
N-ﾙﾌﾞ 怪盗紳士アルセーヌ・ルパン モーリス　ルブラン　作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

14 考える練習をしよう マリリン　バーンズ　著 晶文社

《《  外国のおはなし　　 》》

《《  ちしきの本    　　   》》
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20 学研まんがＮＥＷ世界の歴史　１～１２ 近藤　二郎　監修 学研プラス
36 ハーネスをはずして 辻　惠子　著 あすなろ書房
37 大学ここが知りたい！ 名古屋　裕　まんが 文藝春秋企画出版部

44 人類は宇宙の果てを見られるか？ サイモン　ロジャース　著 主婦と生活社
46 共生する生き物たち 鷲谷　いづみ　監修 ＰＨＰ研究所
480 ライオンはなぜ、汗をかかないのか？ サイモン　ロジャース　著 主婦と生活社
488 ぼくはアホウドリの親になる 南　俊夫　文　写真 偕成社
488 鳥のサバイバル　１ ゴムドリｃｏ．　文 朝日新聞出版
49 理学療法士の一日 ＷＩＬＬこども知育研究所　編著 保育社
49 薬剤師のひみつ ＷＩＬＬこども知育研究所　構成　文 学研プラス出版
49 脳の指令は新幹線よりも速い！ サイモン　ロジャース　著 主婦と生活社
51 はたらく機械レンタルのひみつ たまだ　まさお　漫画 学研プラス出版
51 新津春子。世界一のおそうじマイスター！ 若月　としこ　著 岩崎書店
59 ルルとララの手作りＳｗｅｅｔｓ　春のお菓子 あんびる　やすこ　監修 岩崎書店
59 ルルとララの手作りＳｗｅｅｔｓ　夏のお菓子 あんびる　やすこ　監修 岩崎書店
59 ルルとララの手作りＳｗｅｅｔｓ　秋のお菓子 あんびる　やすこ　監修 岩崎書店
59 ルルとララの手作りＳｗｅｅｔｓ　冬のお菓子 あんびる　やすこ　監修 岩崎書店
62 梅パワーのひみつ 田川　滋　漫画 学研プラス出版
68 出発進行！里山トロッコ列車 かこ　さとし　作　絵 偕成社

C さるとうさぎとがまがえる 津田　真一　脚本 童心社
《《  かみしばい     　　  》》
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