
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2日(日) 7月5日(水) 7月19日(水)

8月6日(日) 7月26日（水）午前 8月16日(水)

7月15日(土) ※　7月22日(土) 7月1日(土)

8月5日(土) ※　8月19日(土) 8月5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７月号

月～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 これは、わにです。 ヒース　マッケンジー　え 岩崎書店
E これは、ねこです。 ヒース　マッケンジー　え 岩崎書店
E ねぇ、しってる？ かさい　しんぺい　作 岩崎書店
E せこ～のせこ～のきりきりまい 大浦　正勝　作 宇治市ごみ減量推進課・事業課

E おもいで星がかがやくとき 刀根　里衣　著 ＮＨＫ出版
E ええことするのは、ええもんや！ くすのき　しげのり　作 えほんの杜
E なんでもできる！？ 五味　太郎　作 偕成社
E だれのこどももころさせない 西郷　南海子　文 かもがわ出版
E みつけてかぞえてどこどこわんにゃん ガレス　ルーカス　絵 河出書房新社
E ほうちょうさんききいっぱつ みやにし　たつや　作絵 教育画劇
E イソップどうわ イソップ　原作 金の星社
E どこじゃ？かぶきねこさがし 瀧　晴巳　文 講談社
E ねんねんどっち？ 宮野　聡子　作 講談社
E 絵本江戸のまち 太田　大輔　作 講談社
E ちゅうちゅうたこかいな 新井　洋行　作 講談社
E かえるぴょん ささめや　ゆき　作 講談社
E サンタパスポート のぶみ　さく サンマーク出版
E ゆめみるハッピードリーマー ピーター　レイノルズ　ぶん　え 主婦の友社
E くらやみのなかのゆめ クリス　ハドフィールド　作 小学館
E いろいろおてがみ えがしら　みちこ　作 小学館
E かさじおやぶんいっけんらくちゃく！ 苅田　澄子　作 小学館
E そらまめくんのはらっぱあそび なかや　みわ　さく 小学館
E だんぼーるおうじ 長野　ヒデ子　作　絵 世界文化社
E いたずらおおかみくん きむら　ゆういち　作 世界文化社
E きょうはたんじょうび 中川　ひろたか　文 童心社
E たなばたにょうぼう 常光　徹　文 童心社
E ヒルダさんと３びきのこざる クェンティン　ブレイク　文 徳間書店
E おたすけこびとのにちようび なかがわ　ちひろ　文 徳間書店

《《  えほん　        　　 》》
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E つまんないつまんない ヨシタケ　シンスケ　著 白泉社
E ぼくのイスなのに！ ロス　コリンズ　作　絵 ＰＨＰ研究所
E お化けのおもてなし 川端　誠　作 ＢＬ出版
E たんぼレストラン はやし　ますみ　作　絵 ひかりのくに
E わんぱくだんのおかしなおかしや ゆきの　ゆみこ　作 ひさかたチャイルド

E おなかのかわ　瀬田貞二生誕１００年記念出版 瀬田　貞二　再話 福音館書店
E ちっちゃなちっちゃなものがたり ジェイコブズ　著 福音館書店
E つちづくりにわづくり ケイト　メスナー　文 福音館書店
E チュウとチイのあおいやねのひみつきち たかお　ゆうこ　さく 福音館書店
E パリのエマ クレール　フロッサール　文　絵 福音館書店
E 金剛山のトラ クォン　ジョンセン　再話 福音館書店
E チョコのたね Ｇｏｍａ　作　絵 フレーベル館
E シンデレラ シャルル　ペロー　原作 フレーベル館
E あめがふるふる 田島　征三　作 フレーベル館
E イースターハッピーふっかつの日！ ますだ　ゆうこ　作 文溪堂
E 甲虫のはなし ダイアナ　アストン　文 ほるぷ出版
E イードのおくりもの ファウズィア　ギラニ　ウィリアムズ　文 光村教育図書
E お母さんは静養中 プルスアルハ　著 ゆまに書房
E ボクのことわすれちゃったの？ プルスアルハ　著 ゆまに書房
E だじゃれ世界一周 長谷川　義史　作 理論社
E いいにおいのおならをうるおとこ ジル　ビズエルヌ　文 ロクリン社

F-ｱｷ 怪盗レッド　１３ 秋木　真　作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
F-ｲﾄ カーネーション いとう　みく　作 くもん出版
F-ｲﾜ ちょっとおんぶ 岩瀬　成子　作 講談社
F-ｲﾜ 春くんのいる家 岩瀬　成子　作 文溪堂
F-ｵｶ おばけやさん　７ おかべ　りか　作 偕成社
F-ｶｲ 怪談オウマガドキ学園　２１，２２ 常光　徹　責任編集 童心社
F-ｶﾄﾞ キキとジジ 角野　栄子　作 福音館書店
F-ｺﾞﾌ ５分後に思わず涙。 桃戸　ハル　編著 学研プラス

《《  日本のおはなし　　 》》
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F-ｻｲ きんたろうちゃん 斉藤　洋　作 講談社
F-ｻｻ 目がみえない耳もきこえないでもぼくは笑ってる 佐々木　志穂美　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
F-ｼﾌﾞ ナゾトキ姫と嘆きのしずく 澁谷　正子　著 小学館
F-ｽｷﾞ わらぐつのなかの神様 杉　みき子　作 岩崎書店
F-ｿｳ ぼくらの体育祭 宗田　理　作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
F-ｿｳ ぼくらの太平洋戦争 宗田　理　作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
F-ｿｳ ぼくらの大冒険 宗田　理　作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
F-ｿｳ ぼくらと七人の盗賊たち 宗田　理　作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
F-ｿｳ ぼくらの修学旅行 宗田　理　作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
F-ｿｳ ぼくらのＣ計画 宗田　理　作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

F-ｿｳ ぼくらの黒
ブラック

会社戦争 宗田　理　作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

F-ｿｳ ぼくらのハイジャック戦争 宗田　理　作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
F-ﾂｸ パティシエ☆すばる パティシエ・コンテスト！　１ つくも　ようこ　作 講談社
F-ﾄﾋﾞ どうぶつがっこうとくべつじゅぎょう トビイ　ルツ　作　絵 ＰＨＰ研究所
F-ﾊﾉ ひるなかの流星 はの　まきみ　著 集英社
F-ﾏｽ 空をけっとばせ 升井　純子　作 講談社

F-ﾐｽﾞ 名探偵コナン から紅の恋歌
ラブレター

水稀　しま　著 小学館

F-ﾐﾀ 幻影の町から大脱出 三田村　信行　作 あかね書房
F-ﾑﾗ 給食室の日曜日　ゆれるバレンタインデー 村上　しいこ　作 講談社
F-ﾓﾁ 京都寺町三条のホームズ 望月　麻衣　著 双葉社
F-ﾓﾃ 空にむかってともだち宣言 茂木　ちあき　作 国土社

N-ｳﾞｱ 炎に恋した少女 ジェニー　ヴァレンタイン　作 小学館
N-ｹﾙ アルバートさんと赤ちゃんアザラシ ジュディス　カー　作　絵 徳間書店
N-ﾃﾞｲ レイミー・ナイチンゲール ケイト　ディカミロ　作 岩波書店
N-ﾍﾟｲ 神々と戦士たち　４ ミシェル　ペイヴァー　著 あすなろ書房
N-ﾛﾋﾞ 思い出のマーニー　新訳 ジョーン　Ｇ．ロビンソン　作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

14 ちゃお１０００人名前うらない エストレリータ月子　うらない 小学館
14 ちゃお３６６日誕生日うらない フォーチュンクロス　うらない 小学館

《《  外国のおはなし　　 》》

《《  ちしきの本    　　   》》
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14 ちゃお５０音別名前相性うらない エストレリータ月子　うらない 小学館
14 「小川式」成績を劇的に伸ばす６０の方法 小川　仁志　著 ＰＨＰ研究所
14 ２０２０人Ｈａｐｐｙ名前占いＢＯＯＫ 章月　綾乃　占い 小学館
31 よくわかる消防・救急 坂口　隆夫　監修 ＰＨＰ研究所
33 お金ってなんだろう？ 長岡　慎介　著 平凡社
36 よくわかる薬物依存 阿部　和穂　著 ＰＨＰ研究所
37 もっと知ろう！点字 日本点字図書館　監修 ポプラ社
38 世界のともだち　３５，３６ 偕成社
38 こわくてふしぎな妖怪の話 ながた　みかこ　著 池田書店
38 大研究！きずなでつなぐ日本の儀式 野本　トロ　漫画 講談社ビーシー
45 世界恐竜発見地図 ヒサ　クニヒコ　絵　文 岩崎書店
D46 微生物のサバイバル　２ ゴムドリｃｏ．　文 朝日新聞出版
47 根っこのえほん　４ 根研究学会　協力 大月書店
486 はじめて見たよ！セミのなぞ 新開　孝　写真　文 少年写真新聞社
49 きょうのお母さんはマル、お母さんはバツ 雨こんこん　文 星和書店
53 月はぼくらの宇宙港 佐伯　和人　作 新日本出版社
55 深く、深く掘りすすめ！〈ちきゅう〉 山本　省三　著 くもん出版
62 まるごとにんじん 八田　尚子　構成　文 絵本塾出版
68 ビジュアル日本の鉄道の歴史　２ 梅原　淳　著 ゆまに書房
D786 ジャングルのサバイバル　１，２ 洪　在徹　文 朝日新聞出版
783 これで差がつく！小学生のミニラグビー上達のポイント５０ 三宅　敬　監修 メイツ出版
786 ジュニアのためのボルダリング実践テク上達バイブル 小山田　大　監修 メイツ出版
787 釣りにいこうよ！ 加藤　康一　著 講談社ビーシー
79 頭すっきり！なぞなぞゼミナール 高柳　優　作 主婦の友社
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