
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3日(日) 6月6日(水) 6月20日(水)

7月1日(日) 7月4日(水) 7月18日(水)

6月16日(土) ※１　6月23日(土) 6月2日(土)

7月21日(土) ※１　7月28日(土) 7月7日(土)

赤ちゃんおはなし会０・１・２ ※２　7月18日(水)

おはなしかい

おはなしのへや

　※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）

※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

あっぷっぷ
あたらしくはいったこどもの本

２０１８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 まんまるだあれ いまもり　みつひこ　文　切り絵 アリス館
E とびますよ 内田　麟太郎　文 アリス館
E かんぱいよっぱらい はらぺこめがね　作　絵 岩崎書店
E ホットケーキのおうさま 二宮　由紀子　文 ＷＡＶＥ出版
E ずっと ケイト　クライス　文 ＷＡＶＥ出版
E はしれはるのゆきうさぎ 手島　圭三郎　絵　文 絵本塾出版
E いちごちゃん ひろかわ　さえこ　作 偕成社
E みかんちゃん ひろかわ　さえこ　作 偕成社
E ばななちゃん ひろかわ　さえこ　作 偕成社
E いっしょにおいでよ ホリー　Ｍ．マギー　文 廣済堂あかつき
E かくかくしかく よねづ　ゆうすけ　作 講談社
E おやすみなさいのおともだち ハインツ　ヤーニッシュ　作 講談社
E ヴァンピリーナはバレリーナ　わくわくのおとまり会 アン　マリー　ペイス　文 講談社
E いっぺんやってみたかってん はっとり　ひろき　作 講談社
E でんしゃのまるさんかくしかく 交通新聞社
E ネルソンせんせいがきえちゃった！ ハリー　アラード　文 朔北社
E のび～るのび～る おかだ　しんご　ぶん 三恵社
E あかいふうせん 山田　和明　作　絵 出版ワークス
E まる・さんかく・しかく 久住　昌之　作 小学館
E うそうそかわうそのむかしばなし はやし　ますみ　作 小学館
E あしたから１ねんせい きむら　ゆういち　さく 新日本出版社
E ドキドキ！おばけのにゅうがくしき 大木　あきこ　ぶん　え 新日本出版社
E だいすきだよ 間部　香代　作 鈴木出版
E きつねうどんたぬきうどん 古内　ヨシ　さく 大日本図書
E へそとりごろべえ　改訂新版 赤羽　末吉　詩　画 童心社
E なくのかな 内田　麟太郎　作 童心社
E めしくわぬにょうぼう 常光　徹　文 童心社
E このねこ、うちのねこ！ ヴァージニア　カール　作　絵 徳間書店

《《  えほん　        　　 》》
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E 〇△□のくにのおうさま こすぎ　さなえ　さく ＰＨＰ研究所
E ぎゅっ ミフサマ　さく　え ＢＬ出版
E もぐらのモリスさんおうちにかえりたい！ ジャーヴィス　作 ＢＬ出版
E もりのちいさなしたてやさん こみね　ゆら　作 風濤社
E スプーンちゃん 小西　英子　さく 福音館書店
E たぬきのおやき 井出　幸子　文 福音館書店
E やさいのうた 田代　卓　絵 フレーベル館
E おんなじほしをみつめて ペイジ　ブリット　作 フレーベル館
E いたずらえほんがなんかへん！ リチャード　バーン　作 ブロンズ新社
E ラッパのつぎはパンツ？ 生田　竜司　ぶん 文芸社
E まほうつかいサンカクスキー つちや　ゆみ　さく 文渓堂
E うまはかける 内田　麟太郎　文 文溪堂
E あかまるどれかな？ しみず　だいすけ　作 ポプラ社
E ちっちゃいおおきいおんなのこ クレア　キーン　さく ほるぷ出版

F-ｲｼ ＤＡＹＳ　２ 安田　剛士　原作　絵 講談社
F-ｶｶﾞ 科学探偵ＶＳ．魔界の都市伝説 佐東　みどり　作 朝日新聞出版
F-ｶﾅ 夢見る横顔 嘉成　晴香　著 ＰＨＰ研究所
F-ｸｽ まかせて！母ちゃん！！ くすのき　しげのり　作 文溪堂
F-ｸﾄﾞ ノラネコぐんだんと海の果ての怪物 工藤　ノリコ　著 白泉社
F-ｸﾛ 遠い国から来た少年　〔１〕～３ 黒野　伸一　作 新日本出版社
F-ｺﾏ 三国志　６ 小前　亮　文 理論社
F-ｺﾓ 夢とき師ファナ 小森　香折　作 偕成社
F-ｻｲ 水色の不思議 斉藤　洋　作 静山社
F-ｿｳ ぼくらの卒業いたずら大作戦　上 宗田　理　作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
F-ｿｳ ぼくが見たお父さんのはじめてのなみだ そうま　こうへい　作 佼成出版社
F-ﾅｶ さくらのカルテ 中澤　晶子　作 汐文社
F-ﾆｼ 消えた時間割 西村　友里　作 学研プラス

F-ﾊﾔ 都会
ま ち

のトム＆ソーヤ　１５ はやみね　かおる　著 講談社

F-ﾏﾂ パスワードレイの帰還 松原　秀行　作 講談社

《《  日本のおはなし　　 》》
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F-ﾐｽﾞ お願い！フェアリー♥　１９ みずの　まい　作 ポプラ社
F-ﾑﾗ ただいまおばけとりょこうちゅう！ むらい　かよ　著 ポプラ社
F-ﾑﾗ マネキンさんがきた 村中　李衣　作 ＢＬ出版

N-ｱﾝ カーネーション・デイ ジョン　デヴィッド　アンダーソン　著 ほるぷ出版
N-ｷﾝ 動物探偵ミア　〔１〕 ダイアナ　キンプトン　作 ポプラ社
N-ｷﾝ 動物探偵ミア　ちいさな島の転校生 ダイアナ　キンプトン　作 ポプラ社
N-ｷﾝ 動物探偵ミア　あらしの夜のミステリー ダイアナ　キンプトン　作 ポプラ社
N-ｷﾝ 動物探偵ミア　大どろぼう、あらわる？ ダイアナ　キンプトン　作 ポプラ社
N-ｷﾝ 動物探偵ミア　ひつじレースで大さわぎ！ ダイアナ　キンプトン　作 ポプラ社
N-ｷﾝ 動物探偵ミア　映画スターになろう！ ダイアナ　キンプトン　作 ポプラ社
N-ｷﾝ 動物探偵ミア　ひみつのたからさがし ダイアナ　キンプトン　作 ポプラ社
N-ｷﾝ 動物探偵ミア　シャナリーをさがして ダイアナ　キンプトン　作 ポプラ社
N-ｽﾄ ふたりのスケーター ノエル　ストレトフィールド　著 教文館
N-ﾋﾟｱ コクルおばあさんとねこ フィリパ　ピアス　作 徳間書店
N-ﾌﾞﾘ 小さいママと無人島 キャロル　ライリー　ブリンク　作 文溪堂
N-ﾓﾊﾟ 弱小ＦＣのきせき マイケル　モーパーゴ　著 評論社

00 コンピューターってどんなしくみ？ 村井　純　監修 誠文堂新光社
10 この世界のしくみ 河野　哲也　著 毎日新聞出版
28 徳川家康 松本　清張　文 講談社
29 都道府県別日本の地理データマップ　第３版　１，５ 小峰書店
33 よくわかる銀行 戸谷　圭子　監修 ＰＨＰ研究所
36 ぶどう畑で見る夢は 小手鞠　るい　著 原書房
38 妖怪最強王図鑑 多田　克己　監修 学研プラス
40 世界の科学者まるわかり図鑑 藤嶋　昭　監修 学研プラス
40 世界を変えた５０人の女性科学者たち レイチェル　イグノトフスキー　著 創元社
481 恋するいきもの図鑑 今泉　忠明　監修 カンゼン
65 みぢかな樹木のえほん 国土緑化推進機構　編 ポプラ社
67 ファッションビルのひみつ まさや　ようこ　漫画 学研プラス

《《  外国のおはなし　　 》》

《《  ちしきの本    　　   》》

4



76 はじめよう！たのしいギターｆｏｒキッズ 浦田　泰宏　著 ヤマハミュージックエンタテインメント

77 ウルトラマン全戦士超ファイル 小学館
D786 ジャングルのサバイバル　８ 洪　在徹　文 朝日新聞出版
79 羽生善治監修子ども将棋入門 安次嶺　隆幸　著 新星出版社
79 まんがでわかる！強くなる将棋 湯川　博士　執筆 学研プラス
80 国語の力がグングン伸びる１分間速音読ドリル 齋藤　孝　監修 致知出版社
81 漢字の音よみ名人 カネコ　ツミエ　絵 太郎次郎社エディタス

C かんづめあけよう！ 五味　太郎　脚本　絵 童心社
《《  かみしばい     　　  》》
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