
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2日(日) 6月9日(日) 6月19日(水)

7月7日(日) 7月14日(日) 7月17日(水)

6月15日(土) ※１　6月22日(土) 6月1日(土)

7月20日(土) ※１　7月27日(土) 7月6日(土)

赤ちゃんおはなし会０・１・２ ※２　7月17日(水)

　※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６月号

６月～７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

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



分類 書名 著者名 出版社

E どたんばたんおるすばん 松田　奈那子　作 あかね書房
E ねえさんといもうと シャーロット　ゾロトウ　文 あすなろ書房
E おでかけおでかけ フィリス　ゲイシャイトー　ぶん 岩崎書店
E すだつきたのかわせみ 手島　圭三郎　絵　文 絵本塾出版
E いないいないばあさん 佐々木　マキ　作 偕成社
E うみどりの島 寺沢　孝毅　文 偕成社
E そこつ長屋 野村　たかあき　文　絵 教育画劇
E パンダのパンやさん 岡本　よしろう　作　絵 金の星社
E どうぶつたちのナンセンス絵本 マリー　ホール　エッツ　詩　絵 ＫＴＣ中央出版
E おなかがすいたよジョーンズさん！ リチャード　スキャリー　さく 好学社
E パンダかぞえたいそう いりやま　さとし　作 講談社
E なまえのないねこ 竹下　文子　文 小峰書店
E ぜったいにさわっちゃダメ？ ビル　コッター　さく サンクチュアリ出版

E いつかあなたがおおきくなったら エミリー　ウィンフィールド　マーティン　さく サンマーク出版
E いろいろくにのいろいろさん かわにし　よしと　作　絵 鈴木出版
E とりづくし 内田　麟太郎　作 鈴木出版
E どうぶつＡＢＣえほん 安江　リエ　文 のら書店
E たべものやさんしりとりたいかいかいさいします シゲタ　サヤカ　著 白泉社
E おーい、こちら灯台 ソフィー　ブラッコール　さく 評論社
E もういいかい 岡野　薫子　作 復刊ドットコム（発売）

E うちゅうじんはいない！？ ジョン　エイジー　作　絵 フレーベル館
E あのこのたからもの 種村　有希子　作 ブロンズ新社
E かぞくってなあに？ マール　フェレーロ　画 文化学園文化出版局

E かんぺきなこども ミカエル　エスコフィエ　作 ポプラ社
E あれあれあれれ つちだ　のぶこ　作 ポプラ社
E おしえておしえてねむりかた アナ　カン　ぶん ほるぷ出版
E ちいさなエリオット たまにはとおくへ マイク　クラトウ　作 マイクロマガジン社

《《  えほん　        　　 》》
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F-ｲﾄ 大渋滞 いとう　みく　作 ＰＨＰ研究所
F-ｲﾄ ぼくらのセイキマツ 伊藤　たかみ　著 理論社
F-ｺﾃﾞ 初恋まねき猫 小手鞠　るい　著 講談社
F-ｻｲ 呉書三国志 斉藤　洋　著 講談社
F-ｼﾐ こちら妖怪お悩み相談室 清水　温子　作 岩崎書店
F-ﾄﾛ おしりたんてい カレーなるじけん トロル　さく　え ポプラ社
F-ﾄﾛ おしりたんてい かいとうとねらわれたはなよめ トロル　さく　え ポプラ社
F-ﾊﾅ 徳治郎とボク 花形　みつる　著 理論社
F-ﾋﾛ 作り直し屋 廣嶋　玲子　作 静山社
F-ﾋﾛ 鬼遊び 廣嶋　玲子　作 小峰書店
F-ﾌｼﾞ 絶体絶命ゲーム　〔１〕～５ 藤　ダリオ　作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
F-ﾓﾄ おおあたり！ もとした　いづみ　作 小峰書店
F-ﾔﾏ おれんち、動物病院 山口　理　作 文研出版

N-ｸｴ イマジナリーフレンドと ミシェル　クエヴァス　作 小学館
N-ｸﾞﾘ どこまでも亀 ジョン　グリーン　作 岩波書店
N-ｻﾊﾞ 物語たくさんのお月さま ジェームズ　サーバー　作 徳間書店
N-ｾﾞﾅ 瓶に入れた手紙 ヴァレリー　ゼナッティ　作 文研出版
N-ﾀﾞﾝ アンバー・ブラウンのなつやすみ ポーラ　ダンジガー　作 文研出版
N-ﾍﾞﾚ 闇にひそむ影 ジョン　ベレアーズ　作 静山社
N-ﾍﾞﾚ 魔法の指輪 ジョン　ベレアーズ　作 静山社
N-ﾏｶ 天才ルーシーの計算ちがい ステイシー　マカナルティ　著 講談社

15 シリーズ・道徳を考える　１ 内田　樹　著 かもがわ出版
36 ２０３０年のハローワーク 図子　慧　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
38 ビジュアル日本の服装の歴史　２ 増田　美子　監修 ゆまに書房
38 世界一おもしろいお祭りの本 ロブ　フラワーズ　著 創元社
38 なまはげ 小賀野　実　写真　文 ポプラ社
40 信じられない現実の大図鑑　２ ＤＫ社　編著 東京書籍

《《  日本のおはなし　　 》》

《《  外国のおはなし　　 》》

《《  ちしきの本    　　   》》
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45 日本の古生物大研究 冨田　幸光　監修 ＰＨＰ研究所
486 ぜんぶわかる！アリ 島田　拓　著 ポプラ社
59 ひとりでできるかな？はじめての家事　４ 家庭科教育研究者連盟　編 大月書店
64 竜之介先生、走る！ 片野　ゆか　作 ポプラ社
65 タケの大研究 内村　悦三　著 ＰＨＰ研究所
65 きほんの木 姉崎　一馬　写真 アリス館
780 田畑政治 佐野　慎輔　文 小峰書店
780 歴史を変えた５０人の女性アスリートたち レイチェル　イグノトフスキー　著 創元社
911 ぼくがゆびをぱちんとならして、きみがおとなになるまえの詩集 斉藤　倫　著 福音館書店
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