
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7日(日) 7月14日(日) 7月17日(水)

8月4日(日) 8月11日(日) 8月21日(水)

7月20日(土) ※１　7月27日(土) 7月6日(土)

8月17日(土) ※１　8月24日(土) 8月3日(土)

赤ちゃんおはなし会０・１・２ ※２　7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
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（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

２０１９年７月号

７月～８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 ももたろう 西村　敏雄　作 あすなろ書房
E ちゃのまのおざぶとん かねこ　まき　作 アリス館
E くぬぎのもりのりすのがっこう ふくざわ　ゆみこ　作 アリス館
E うまれたよ！タコ 櫻井　季己　写真　文 岩崎書店
E うまれたよ！イカ 櫻井　季己　写真　文 岩崎書店
E ねこの３つのねがいごと カリスタ　ブリル　文 岩崎書店
E すきなひと 桜庭　一樹　作 岩崎書店
E すきっていわなきゃだめ？ 辻村　深月　作 岩崎書店
E いっしょにおつかい メアリー　チャルマーズ　作 岩波書店
E エミージーンのぼうし メアリー　チャルマーズ　作 岩波書店
E とりあえずごめんなさい 五味　太郎　作 絵本館
E ナマコ天国 本川　達雄　作 偕成社
E おおかみさんいまなんじ？ 中川　ひろたか　文 学研プラス
E マンマルさん マック　バーネット　文 クレヨンハウス
E ドーナツのあなのはなし パット　ミラー　文 廣済堂あかつき
E できるかな？しーしーおしっこ いもと　ようこ　作 講談社
E おかいものなんだっけ？ 宮野　聡子　作 講談社
E はるとあき 斉藤　倫　作 小学館
E ちいさな島のおおきな祭り 浜田　桂子　文　絵 新日本出版社
E かさとながぐつ 二宮　由紀子　文 瑞雲舎（発売）
E あまがえるのかくれんぼ たての　ひろし　作 世界文化社
E やんばるの少年 たじま　ゆきひこ　作 童心社
E アレックスとまほうのふね キャサリン　ホラバード　文 徳間書店
E キュリオシティ マーカス　モートン　作 ＢＬ出版
E かわうそモグ 小森　香折　文 ＢＬ出版
E あしたはきっと デイヴ　エガーズ　文 ＢＬ出版
E いちはちじゅうのもぉくもく 桂　文我　ぶん ＢＬ出版
E おしいれじいさん 尾崎　玄一郎　作 福音館書店

《《  えほん　        　　 》》
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E ミツバチだいすき 藤原　由美子　文 福音館書店
E タコやん 富安　陽子　ぶん 福音館書店
E オニのサラリーマン じごくの盆やすみ 富安　陽子　文 福音館書店
E トカゲのともだち あさお　よう　作　絵 フレーベル館
E エジソン トーベン　クールマン　作 ブロンズ新社
E たぬきのひみつ 加藤　休ミ　作 文溪堂
E しょうぎはじめました 間部　香代　文 文研出版
E ふたごだよ サトシン　さく ポプラ社
E そうめんソータロー 岡田　よしたか　作　絵 ポプラ社
E 怪物があらわれた夜 リン　フルトン　文 光村教育図書
E きょうもうれしい えがしら　みちこ　作　絵 理論社

F-ｶｶﾞ 科学探偵ＶＳ．闇のホームズ学園 佐東　みどり　ほか作 朝日新聞出版
F-ｶﾝ ソラタとヒナタ　みえない星空 かんの　ゆうこ　さく 講談社
F-ｸｻ 魔女ののろいアメ 草野　あきこ　作 ＰＨＰ研究所
F-ｸﾂ 月白青船山 朽木　祥　作 岩波書店
F-ｺﾉ １％　１２ このはな　さくら　作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
F-ｺﾊﾞ これが恋かな？　Ｃａｓｅ２ 小林　深雪　作 講談社
F-ｻｲ 火星のカレー 斉藤　洋　作 講談社
F-ｼﾕ 春風亭一之輔のおもしろ落語入門　おかわり！ 春風亭　一之輔　落語 小学館
F-ﾄｳ かみさまにあいたい 当原　珠樹　作 ポプラ社
F-ﾅｶ どろだんご、さいた 中住　千春　作 フレーベル館
F-ﾋﾅ 火狩りの王　２ 日向　理恵子　作 ほるぷ出版
F-ﾋﾛ ふしぎ駄菓子屋銭天堂　１１ 廣嶋　玲子　作 偕成社
F-ﾏﾍﾞ よろしくパンダ広告社 間部　香代　作 学研プラス

F-ﾐｽﾞ 名探偵コナン紺青の拳
フィスト

水稀　しま　著 小学館

F-ﾑﾗ 職員室の日曜日　図書魔女ちゃんとバクちゃん 村上　しいこ　作 講談社
F-ﾓﾓ ５秒後に意外な結末　アポロンの黄色い太陽 桃戸　ハル　編著 学研プラス
F-ﾖｼ ｍｏｊａ 吉田　桃子　著 講談社

《《  日本のおはなし　　 》》
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N-ｱｳﾞ ぼくがいちばんききたいことは アヴィ　著 ほるぷ出版
N-ｱｼ サイド・トラック ダイアナ　ハーモン　アシャー　作 評論社
N-ｱﾃﾞ オリシャ戦記　ＰＡＲＴ１ トミ　アデイェミ　著 静山社
N-ｾｲ ハスキーなボクのユウウツ ジャスティン　セイヤー　著 岩崎書店
N-ﾃﾒ タテルさんゆめのいえをたてる ステファン　テマーソン　ぶん エクスナレッジ
N-ﾉﾘ ぼくにだけ見えるジェシカ アンドリュー　ノリス　作 徳間書店
N-ﾊﾞﾝ 月の光を飲んだ少女 ケリー　バーンヒル　著 評論社
N-ﾓﾊﾟ たいせつな人へ マイケル　モーパーゴ　著 あかね書房

15 シリーズ・道徳を考える　２，３ 内田　樹　協力 かもがわ出版
21 日本の元号大事典 日本の元号大事典編集委員会　編著 汐文社
28 自由への道 池田　まき子　文 学研プラス
28 親愛なるナイチンゲール様 川嶋　みどり　著 合同出版
29 淡路島洲本市のひみつ 小室　栄子　まんが 洲本市
33 北欧式お金と経済がわかる本 グンヒル　Ｊ．エクルンド　著 翔泳社
36 めざせ！災害サバイバルマスター　１～４ 片山　誠　監修 太郎次郎社エディタス

36 ピンチを解決！１０歳からのライフスキル　４ 合同出版
36 わたしが障害者じゃなくなる日 海老原　宏美　著 旬報社
36 どうしたらいいかわからない君のための人生の歩きかた図鑑 石井　光太　著 日本実業出版社
38 ハチごはん 横塚　眞己人　写真と文 ほるぷ出版
41 ずかん数字 清水　洋美　編著 技術評論社
45 化石ハンター 小林　快次　著 ＰＨＰ研究所
46 生きものとは何か 本川　達雄　著 筑摩書房
46 ダーウィンの「種の起源」 サビーナ　ラデヴァ　作　絵 岩波書店
481 海の生きものつかまえたらどうする？ 杉本　幹　文 偕成社
486 ファーブル先生の昆虫教室　３ 奥本　大三郎　文 ポプラ社
488 ニワトリの大研究 森　誠　監修 ＰＨＰ研究所
489 どっちが強い！？オオツノヒツジｖｓバイソン スライウム　ストーリー ＫＡＤＯＫＡＷＡ
50 不便益のススメ 川上　浩司　著 岩波書店

《《  外国のおはなし　　 》》

《《  ちしきの本    　　   》》
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53 フォークリフトのひみつ おがた　たかはる　まんが 学研プラス
53 宇宙探査ってどこまで進んでいる？ 寺薗　淳也　著 誠文堂新光社
54 モーターのひみつ おぎの　ひとし　まんが 学研プラス
56 鉄のひみつ 水木　繁　まんが 学研プラス
58 ふりかけのひみつ 山口　育孝　まんが 学研プラス
58 ガムのひみつ マンガデザイナーズラボ　まんが 学研プラス
58 チョコレートのひみつ 春野　まこと　まんが 学研プラス
59 しばわんこと楽しく学ぼう和のせいかつ 川浦　良枝　絵と文 白泉社
62 庭に咲く花えほん 前田　まゆみ　作 あすなろ書房
64 お肉のひみつ 大岩　ピュン　まんが 学研プラス
64 牛乳のひみつ 深草　あざみ　まんが 学研プラス
64 わたしは保護犬モモ 佐原　龍誌　作 合同フォレスト
66 小学生でも安心！はじめての金魚＆メダカ正しい飼い方・育て方 徳永　久志　監修 メイツ出版
72 ５億年後に意外な結末 菅原　そうた　原作 学研プラス
74 そうだったのか！しゅんかん図鑑 伊知地　国夫　写真 小学館
912 曽根崎心中 近松　門左衛門　原作 岩崎書店
912 毛抜 石崎　洋司　著 岩崎書店
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