
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4日(日) 6月7日(水) 6月21日(水)

7月2日(日) 7月5日(水) 7月19日(水)

6月17日(土) ※　6月24日(土) 6月3日(土)

7月15日(土) ※　7月22日(土) 7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、午前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

２０１７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



分類 書名 著者名 出版社

E なんにもできないおとうさん ひがし　ちから　作　装幀 あかね書房
E しろさんとちびねこ エリシャ　クーパー　作 あすなろ書房
E だれかな？だれかな？ とよた　かずひこ　著 アリス館
E にいちゃんのなみだスイッチ いとう　みく　文 アリス館
E キツネとぶどう イソップ　原作 岩崎書店
E なまけてなんかない！ 品川　裕香　作 岩崎書店
E ええたまいっちょう！ くすのき　しげのり　作 岩崎書店
E おばあちゃんがこどもだったころ 菅沼　孝浩　著 岩崎書店
E ゆうかんなねこ？くろすけ エド　ヴィアー　作 ＷＡＶＥ出版
E フワフワ おおなり　修司　文 絵本館
E へんたこせんちょうとくらげのおうさま いとう　ひろし　作 偕成社
E エリック・カールのイソップものがたり イソップ　原作 偕成社
E もりのとしょかん ふくざわ　ゆみこ　作　絵 学研プラス
E 走れ！みかんのかわ 吉田　戦車　著 河出書房新社
E ばあ～っ！ いしづ　ちひろ　さく くもん出版
E しょうぎのくにのだいぼうけん 中倉　彰子　作 講談社
E アントワネット ケリー　ディプッチオ　文 講談社
E スタジオジブリの生きものがいっぱい スタジオジブリ　監修 徳間書店
E スタジオジブリの食べものがいっぱい スタジオジブリ　監修 徳間書店
E ノラネコぐんだん あいうえお 工藤　ノリコ　著 白泉社
E ほんとさいこうの日 レイン　スミス　作 ＢＬ出版
E しゅばばばばばばびじゅつかん ｕｗａｂａｍｉ　作 ひさかたチャイルド

E おはよう、はたらくくるまたち シェリー　ダスキー　リンカー　文 ひさかたチャイルド

E ちっちゃな木のおはなし ローレン　ロング　さく 評論社

《《  えほん　        　　 》》
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E ひよこさん 征矢　清　さく 福音館書店
E 猫魔ケ岳の妖怪 八百板　洋子　再話 福音館書店
E きょうはパーティーのひ 樋勝　朋巳　文　絵 福音館書店
E ひとりになったライオン 夏目　義一　文　絵 福音館書店
E アームストロング トーベン　クールマン　作 ブロンズ新社
E シンデレラ グリム　原作 文化学園文化出版局

E マロンちゃん カレーつくってみよう！ 西村　敏雄　作 文溪堂
E ちいさなうさぎのものがたり アルヴィン　トレッセルト　ぶん ロクリン社

F-ｱﾔ １２歳。　８ 綾野　はるる　著 小学館
F-ｲｼ ＤＡＹＳ　１ 石崎　洋司　文 講談社
F-ｲﾁ ケータイくんとフジワラさん 市川　宣子　作 小学館
F-ｶｼ おばけ遊園地は大さわぎ 柏葉　幸子　作 ポプラ社
F-ｶｼ モンスター・ホテルでパトロール 柏葉　幸子　作 小峰書店
F-ｶﾜ サクラダリセット　上 川人　忠明　文 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

F-ｺﾊﾞ 作家になりたい！　１ 小林　深雪　作 講談社
F-ｻｲ 河童のユウタの冒険　上，下 斎藤　惇夫　作 福音館書店
F-ｼﾖ ナンシー探偵事務所 小路　すず　作 岩崎書店
F-ｽﾅ ちびおにビッキ 砂山　恵美子　作　絵 こぐま社
F-ｽﾐ 学校の都市伝説は知っている 住滝　良　文 講談社
F-ﾂｼﾞ １２歳。　すきなひとがいます 辻　みゆき　著 小学館
F-ﾄｷ 小説映画きょうのキラ君 時海　結以　著 講談社
F-ﾄﾛ おしりたんてい かいとうＶＳたんてい トロル　さく　え ポプラ社
F-ﾋﾛ もののけ屋　三度の飯より妖怪が好き 廣嶋　玲子　作 静山社
F-ﾌｸ 香菜とななつの秘密 福田　隆浩　著 講談社
F-ﾎﾞｸ ぼくの教室はふしぎ列車 平野　累次　作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

《《  日本のおはなし　　 》》
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F-ﾐｳ 小説チア☆ダン みうら　かれん　文 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

F-ﾐｽﾞ 小説そらペン 水稀　しま　著 小学館
F-ﾐﾔ キミと、いつか。　おさななじみの“あいつ” 宮下　恵茉　作 集英社

F-ﾕｳ 花里小吹奏楽部キミとボクの幻想曲
フ ァ ン タ ジ ア

夕貴　そら　作 ポプラ社

F-ﾖｼ はっけよい！雷電 吉橋　通夫　著 講談社

N-ｱｻ アーサー王の世界　２ 斉藤　洋　作 静山社
N-ｱﾄ 小さな赤いめんどり アリソン　アトリー　作 こぐま社
N-ｸﾘ 宿題ロボット、ひろったんですけど トーマス　クリストス　作 あかね書房
N-ｸﾞﾚ フェラルズ　２ ジェイコブ　グレイ　著 講談社
N-ﾛﾍﾟ 太陽と月の大地 コンチャ　ロペス＝ナルバエス　著 福音館書店

05 朝日ジュニア学習年鑑　２０１７ 朝日新聞出版
15 どこまでも生きぬいて 水谷　修　著 ＰＨＰ研究所
21 戦後のサバイバル もとじろう　マンガ 朝日新聞出版
28 王様でたどるイギリス史 池上　俊一　著 岩波書店
28 栗山魂 栗山　英樹　著 河出書房新社
28 ルイ・ブライユ 山本　徳造　著 小学館
28 ひらけ蘭学のとびら 鳴海　風　著 岩崎書店
40 ジュニア空想科学読本　１０ 柳田　理科雄　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

41 親子で学ぶ！統計学はじめて図鑑 渡辺　美智子　監修 日本図書センター

45 アンキロサウルス たかし　よいち　文 理論社
46 微生物のサバイバル　１ ゴムドリｃｏ．　文 朝日新聞出版
486 かがやく昆虫のひみつ 中瀬　悠太　著　写真 ポプラ社
486 ぜんぶわかる！アゲハ 新開　孝　著 ポプラ社
488 鳥の巣つくろう 鈴木　まもる　著 岩崎書店

《《  外国のおはなし　　 》》

《《  ちしきの本    　　   》》
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489 カバのこども ガブリエラ　シュテープラー　写真　文 徳間書店
49 ジェネリックのひみつ 吉野　恵美子　漫画 学研プラスメディアビジネス部

49 よくわかる病院 梶　葉子　著 ＰＨＰ研究所
53 乗りものクイズブック マシマ　レイルウェイ　ピクチャーズ　ほか監修　指導 小学館
59 こどもりょうりのことば絵じてん 三省堂編修所　編 三省堂
59 巻寿司のひみつ おぎの　ひとし　漫画 学研プラスメディアビジネス部

61 すがたをかえるたべものしゃしんえほん　１３，１４ 宮崎　祥子　構成　文 岩崎書店
68 ビジュアル日本の鉄道の歴史　１ 梅原　淳　著 ゆまに書房
77 楽しいサウンドマジック 藤原　邦恭　著 いかだ社
780 オリンピック大事典 和田　浩一　監修 金の星社
81 漢検のひみつ　新版 アサミネ　鈴　漫画 学研プラスメディアビジネス部

910 声に出して楽しもう古典の世界　古文に親しもう 金の星社
910 声に出して楽しもう古典の世界　漢文に親しもう 金の星社

R83 はじめての英語新辞典 吉田　晴世　監修 受験研究社
《《  しらべものの本       》》　※かしだしできません
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