
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

8月6日(日) 8月16日(水)

9月3日(日) 9月6日(水) 9月20日(水)

8月5日(土) ※　8月19日(土) 8月5日(土)

9月16日(土) ※　9月23日(土) 9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、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８月号

８月～９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 モモリン 立川　志の輔　作 あかね書房
E だんご屋政談 春風亭　一之輔　作 あかね書房
E ひげひげわたりひげ 酒巻　恵　作 あかね書房
E 夏がきた 羽尻　利門　作 あすなろ書房
E はらっぱららら 鈴木　智子　作 アリス館
E かっくんこ！ 林　よしえ　作 アリス館
E いろいろはっぱ 小寺　卓矢　写真　文 アリス館
E あっはっは 川之上　英子　さく　え 岩崎書店
E この本をかくして マーガレット　ワイルド　文 岩崎書店
E はくぶつかんのよる イザベル　シムレール　文　絵 岩波書店
E ぶきゃぶきゃぶー 内田　麟太郎　文 絵本館
E かしてあげたいな 八木田　宜子　文 絵本塾出版
E ひとつずつ 八木田　宜子　文 絵本塾出版
E しっぱいなんかこわくない！ アンドレア　ベイティー　作 絵本塾出版
E どうぶつたちがねむるとき イジー　ドヴォジャーク　作 偕成社
E よるのおと たむら　しげる　著 偕成社
E ちいさなはなのものがたり 斉藤　洋　作 偕成社
E にじいろでんしゃはっしゃしまーす！ 間瀬　なおかた　作　絵 学研教育みらい
E 児童憲章のえほん そのとおりそのとおりおじさん 塚本　やすし　絵　こども訳 求龍堂
E こぐまになったピーナ ＰＥＩＡＣＯ　作　絵 教育画劇
E へんしんテスト あきやま　ただし　作　絵 金の星社
E め・め・め 西内　ミナミ　さく 廣済堂あかつき
E ようかいりょうりばんづけ 澤野　秋文　作 佼成出版社
E ねがえりごろん 斉藤　洋　さく 講談社
E ねぼすけふくろうちゃん マーカス　フィスター　作 講談社
E おともだちできた？ 恩田　陸　さく 講談社
E 恐竜トリケラトプスとアルゼンチノサウルス 黒川　みつひろ　作　絵 小峰書店
E かわうそ３きょうだいとらのまき あべ　弘士　作 小峰書店

《《  えほん　        　　 》》
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E なんじゃ？にんじゃ？レモンじゃ！ 岡田　新吾　作 三恵社
E ぼくのつくりかた たけうち　ちひろ　文　切り絵 出版ワークス
E 夢は牛のお医者さん 時田　美昭　作 小学館
E オニのきもだめし 岡田　よしたか　作 小学館
E かさちゃんです。 とよた　かずひこ　さく　え 童心社
E つかまるわけないだろ！ ティモシー　ナップマン　文 徳間書店
E １ぽんでもにんじん 長野　ヒデ子　構成　絵 のら書店
E やったね！きつねくん クラウディア　ボルト　さく　え パイインターナショナル

E でんしゃのずかん 五十嵐　美和子　作 白泉社
E タコめし つきおか　ようた　著 白泉社
E ドンドン さくら　せかい　作　絵 ＰＨＰ研究所
E まるぽちゃおまわりさん マーガレット　ワイズ　ブラウン　作 ＰＨＰ研究所
E うさぎのダンスタイム、はじまるよ！ エリー　サンドル　作 ＢＬ出版
E 詩ってなあに？ ミーシャ　アーチャー　作 ＢＬ出版
E ゆめみるじかんよこどもたち ティモシー　ナップマン　文 ＢＬ出版
E いえすみねずみ ジョン　バーニンガム　作 ＢＬ出版
E くすのきだんちのあめのひ 武鹿　悦子　作 ひかりのくに
E どのはないちばんすきなはな？ いしげ　まりこ　ぶん 福音館書店
E おうさま ディック　ブルーナ　ぶん　え 福音館書店
E ふなのりのやん ディック　ブルーナ　ぶん　え 福音館書店
E へろへろおじさん 佐々木　マキ　さく 福音館書店
E ふしぎな銀の木 シビル　ウェッタシンハ　再話　絵 福音館書店
E ホウホウフクロウ 井上　洋介　作 福音館書店
E 手おけのふくろう ひらの　のぶあき　ぶん 福音館書店
E 干したから… 森枝　卓士　写真　文 フレーベル館
E リサとガスパールとうきょうへいく アン　グットマン　ぶん ブロンズ新社
E ろくろっくびのばけねこしまい 二宮　由紀子　文 ブロンズ新社
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 すばこ キム　ファン　文 ほるぷ出版
E ぜったいぜったいひみつだよ アナ　カン　ぶん ほるぷ出版
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E おべんとうばこあけたらね 松田　奈那子　作 ほるぷ出版
E 耳の聞こえないメジャーリーガー ウィリアム・ホイ ナンシー　チャーニン　文 光村教育図書

F-ｱｿ 小学校がなくなる！ 麻生　かづこ　作 文研出版
F-ｲｽﾞ 化けて貸します！レンタルショップ八文字屋 泉田　もと　作 岩崎書店
F-ｲﾄ おさるのよる いとう　ひろし　作　絵 講談社
F-ｵｵ ほしのこえ 大場　惑　文 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
F-ｶﾄﾞ 靴屋のタスケさん 角野　栄子　作 偕成社
F-ｶﾜ サクラダリセット　下 川人　忠明　文 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
F-ｶﾜ リョウ＆ナオ 川端　裕人　著 光村図書出版
F-ｺﾉ １％　６ このはな　さくら　作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
F-ｺﾏ 三国志　２～４ 小前　亮　文 理論社
F-ｻｲ 西遊後記　３ 斉藤　洋　作 理論社
F-ﾄﾐ サラとピンキー パリへ行く 富安　陽子　作　絵 講談社
F-ﾆﾉ スイーツ駅伝 二宮　由紀子　作 文溪堂
F-ﾊﾂ トキメキ♥図書館　ＰＡＲＴ１３，１４ 服部　千春　作 講談社
F-ﾋﾛ 神様ペット× 廣嶋　玲子　作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
F-ﾌｼﾞ まじょ子とプリンセスのキッチン 藤　真知子　作 ポプラ社
F-ﾎﾂ いくたのこえよみ 堀田　けい　作 理論社
F-ﾏﾊ 奮闘するたすく まはら　三桃　著 講談社
F-ﾐｽﾞ お願い！フェアリー♥　１８ みずの　まい　作 ポプラ社
F-ﾐﾔ 赤のはんたいは？ 宮下　すずか　作 くもん出版
F-ﾑｶ トリプル・ゼロの算数事件簿　ファイル５ 向井　湘吾　作 ポプラ社
F-ﾑﾗ こんとんじいちゃんの裏庭 村上　しいこ　作 小学館
F-ﾓﾘ 小説小学生のヒミツ おさななじみ 森川　成美　文 講談社
F-ﾖｺ ナイスキャッチ！ 横沢　彰　作 新日本出版社
F-ﾖｼ ラブリィ！ 吉田　桃子　著 講談社

N-ｴﾘ 九時の月 デボラ　エリス　作 さ・え・ら書房
N-ｵﾙ プリンセス★マジック　３，４ ジェニー　オールドフィールド　作 ポプラ社

《《  日本のおはなし　　 》》

《《  外国のおはなし　　 》》
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N-ｵﾙ プリンセス★マジックティア　１～４ ジェニー　オールドフィールド　作 ポプラ社
N-ｵﾙ プリンセス★マジックルビー　１，３ ジェニー　オールドフィールド　作 ポプラ社
N-ｸﾘ ミス・マープル アガサ　クリスティー　著 汐文社
N-ﾊﾞｽﾞ ペンダーウィックの四姉妹　海辺の音楽 ジーン　バーズオール　作 小峰書店
N-ﾍﾞﾝ ジェリーフィッシュ・ノート アリ　ベンジャミン　著 講談社
N-ﾛﾋﾞ メリーメリーのびっくりプレゼント ジョーン　Ｇ．ロビンソン　作　絵 岩波書店
N-ﾜﾅ 暗号クラブ　９ ペニー　ワーナー　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

28 おくのほそ道 那須田　淳　著 岩崎書店
28 聖徳太子 東野　治之　著 岩波書店
28 こども「シェイクスピア」 齋藤　孝　著 筑摩書房
30 東大留学生ディオンが見たニッポン ディオン　ン　ジェ　ティン　著 岩波書店
40 科学の実験大図鑑 ロバート　ウィンストン　著 新星出版社
45 肉食の恐竜・古生物図鑑 土屋　健　著 誠文堂新光社
486 ファーブル先生の昆虫教室　２ 奥本　大三郎　文 ポプラ社
49 正しく怖がる感染症 岡田　晴恵　著 筑摩書房
54 よくわかるネット依存 遠藤　美季　監修 ＰＨＰ研究所
59 子どもの手芸レッスンＢＯＯＫ 松村　忍　監修 朝日新聞出版
65 マングローブ生態系探検図鑑 馬場　繁幸　監修 偕成社
68 ビジュアル日本の鉄道の歴史　３ 梅原　淳　著 ゆまに書房
908 頭のいい子を育てる女の子のおはなしハンディタイプ 主婦の友社　編 主婦の友社

《《  ちしきの本    　　   》》
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