
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1日(日) 7月4日(水) 7月18日(水)

8月5日(日) 8月15日(水)

7月21日(土) ※１　7月28日(土) 7月7日(土)

※３　8月25日(土) ※１　8月25日(土) 8月4日(土)

赤ちゃんおはなし会０・１・２ ※２　7月18日(水)

あっぷっぷ
あたらしくはいったこどもの本

２０１８年７月号

７月～８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
　※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）

　　　　　※３　中央図書館８月２５日おはなしのへやは、午後３時３０分～４時３０分になります



分類 書名 著者名 出版社

E ガラスのなかのくじら トロイ　ハウエル　作 あすなろ書房
E もぐらはすごい アヤ井　アキコ　著 アリス館
E ねるじかん 鈴木　のりたけ　作　絵 アリス館
E まいごのねこ ダグ　カンツ　ぶん 岩崎書店
E ちょうちょのためにドアをあけよう ルース　クラウス　文 岩波書店
E くまがまく 丸山　誠司　作 絵本館
E しんごうきょうだいのにちようび もとやす　けいじ　作　絵 絵本塾出版
E ひきだし 新井　洋行　作　絵 偕成社
E といれ 新井　洋行　作　絵 偕成社
E かばん 新井　洋行　作　絵 偕成社
E はこ 新井　洋行　作　絵 偕成社
E あ、あ！ ねこ　しおり　ぶん 偕成社
E つくえはつくえ 五味　太郎　作 偕成社
E はるなつあきふゆの詩 ジュリー　フォリアーノ　詩 偕成社
E かぜビューン ｔｕｐｅｒａ　ｔｕｐｅｒａ　さく 学研プラス
E おこらせるくん のぶみ　さく ＫＡＤＯＫＡＷＡ
E いっしょにねんね たちばな　れんじ　著 河出書房新社
E 動物たちは、建築家！ ダニエル　ナサル　文 河出書房新社
E こらっ、どろぼう！ ヘザー　テカヴェク　さく きじとら出版
E すてきなロウソク 長田　真作　著 共和国
E あかいろうそく 新美　南吉　作 金の星社
E おうち 中川　ひろたか　作 金の星社
E おしりどろぼう 陣崎　草子　作 くもん出版
E みずたまりちゃん 新井　洋行　作 講談社
E はりねずみのルーチカ りんごとれるかな？ 北見　葉胡　作　絵 講談社
E じゃぶじゃぶじゃぐちくん 新井　洋行　作 講談社
E もったいないばあさんのおいしいあいうえお 真珠　まりこ　作　絵 講談社
E きんてつのでんしゃ 交通新聞社

《《  えほん　        　　 》》
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E ようかいしりとり おくはら　ゆめ　作 こぐま社
E あっぱれ！ぱくっ せき　ゆうこ　作 小学館
E フェルムはまほうつかい スギヤマ　カナヨ　文　絵 小学館
E ペロのおしごと 樋勝　朋巳　作 小学館
E おっちゃん山 椎名　誠　さく 新日本出版社
E このあしだれのあし いのうえ　ようすけ　作　絵 鈴木出版
E せかいいちのサンドイッチ きむら　ゆういち　作 世界文化社
E たなばたのねがいごと 村中　李衣　作 世界文化社
E はりねずみのおいしゃさん ふくざわ　ゆみこ　作 世界文化社
E うるしー ロロン　作 ディスカヴァー・トゥエンティワン

E モイモイとキーリー みうら　し～まる　作 ディスカヴァー・トゥエンティワン

E どうぶつぱっかーん！ わだ　ことみ　さく 東京書店
E そうべえときじむなー たじま　ゆきひこ　作 童心社
E きのうをみつけたい！ アリソン　ジェイ　作　絵 徳間書店
E スサノオ 飯野　和好　文　絵 パイインターナショナル

E おしっこちょっぴりもれたろう ヨシタケ　シンスケ　作　絵 ＰＨＰ研究所
E ネルはいぬのめいたんてい ジュリア　ドナルドソン　ぶん ＢＬ出版
E スムート ミシェル　クエヴァス　文 ＢＬ出版
E せかいでさいしょのポテトチップス アン　ルノー　文 ＢＬ出版
E 七人のシメオン 田中　友子　文 ＢＬ出版
E とんがりぼうしのオシップ アンネマリー　ファン　ハーリンゲン　作 ＢＬ出版
E しぜんのかたち せかいのかたち Ｋ．Ｌ．ゴーイング　文 ＢＬ出版
E おなじそらのしたで ブリッタ　テッケントラップ　作　絵 ひさかたチャイルド

E うみべのこねこ 宇野　克彦　作 ひさかたチャイルド

E またまた ねえ、どれがいい？ ジョン　バーニンガム　さく 評論社
E みんなでたのしむまよいみち 安野　光雅　文　絵 福音館書店
E かぞえてみよう ディック　ブルーナ　ぶん　え 福音館書店
E わたしたしざんできるの ディック　ブルーナ　ぶん　え 福音館書店
E あのくもなあに？ 富安　陽子　ぶん 福音館書店
E はーい ばーい きしら　まゆこ　作 フレーベル館
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E クマと少年 あべ　弘士　作 ブロンズ新社
E ブルドッグたんていときえたほし 谷口　智則　作　絵 文溪堂
E よるのわがしやさん 穂高　順也　文 文溪堂
E はたらくくるま バイロン　バートン　さく ポプラ社
E せかいかえるかいぎ 近藤　薫美子　作　絵 ポプラ社
E ぼくらはいけのカエル まつおか　たつひで　さく ほるぷ出版
E 大造じいさんとがん 椋　鳩十　作 理論社
E ふるいせんろのかたすみで チャールズ　キーピング　作 ロクリン社

F-ｱﾍﾞ ゲンちゃんはおサルじゃありません 阿部　夏丸　作 講談社
F-ｱﾗ しりとりボクシング 新井　けいこ　作 小峰書店
F-ｱﾝ ルルとララのアニバーサリー・サンド あんびる　やすこ　作　絵 岩崎書店
F-ｲｹ 川のむこうの図書館 池田　ゆみる　作 さ・え・ら書房
F-ｲﾏ こんぴら狗 今井　恭子　作 くもん出版
F-ｴﾄﾞ 少年探偵団 江戸川　乱歩　原作 学研プラス
F-ｴﾝ ピアノ・カルテット　２ 遠藤　まり　作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
F-ｶｼ あんみんガッパのパジャマやさん 柏葉　幸子　作 小学館
F-ｶﾄﾞ おばけのアッチとくものパンやさん 角野　栄子　さく ポプラ社
F-ｷｻ たんじょう会はきょうりゅうをよんで 如月　かずさ　作 講談社
F-ｸｻ ドエクル探検隊 草山　万兎　作 福音館書店
F-ｺﾃﾞ うさぎのマリーのフルーツパーラー 小手鞠　るい　さく 講談社
F-ｺﾉ １％　９ このはな　さくら　作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
F-ｺﾊﾞ これが恋かな？　Ｃａｓｅ１ 小林　深雪　作 講談社
F-ｺﾞﾌ ５分後に恋するラスト エブリスタ　編 河出書房新社
F-ｺﾞﾌ ５分後に笑えるどんでん返し エブリスタ　編 河出書房新社
F-ｺﾏ リマ・トゥジュ・リマ・トゥジュ・トゥジュ こまつ　あやこ　著 講談社
F-ｿｳ ぼくらの卒業いたずら大作戦　下 宗田　理　作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
F-ﾀｶ ちゃめひめさまとあやしいたから たかどの　ほうこ　作 あかね書房
F-ﾄﾛ おしりたんてい あやうしたんていじむしょ トロル　さく　え ポプラ社
F-ﾈｶﾞ ねがいごと 田丸　雅智　ほか著 静山社

《《  日本のおはなし　　 》》
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F-ﾊｾ きみ、なにがすき？ はせがわ　さとみ　作 あかね書房
F-ﾊﾏ ドリーム・プロジェクト 濱野　京子　著 ＰＨＰ研究所
F-ﾊﾙ どうくつをこねる糸川くん 春間　美幸　作 講談社
F-ﾋﾛ ふしぎ駄菓子屋銭天堂　９ 廣嶋　玲子　作 偕成社
F-ﾌｶ こちらパーティー編集部っ！　６～１０ 深海　ゆずは　作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
F-ﾏﾊ 疾風の女子マネ！ まはら　三桃　著 小学館
F-ﾐｽﾞ 名探偵コナン瞳の中の暗殺者 水稀　しま　著 小学館
F-ﾐｽﾞ 名探偵コナン ゼロの執行人 水稀　しま　著 小学館
F-ﾐﾔ 注文の多い料理店 宮沢　賢治　作 学研プラス
F-ﾐﾔ 未成年だけどコドモじゃない 宮沢　みゆき　著 小学館
F-ﾑﾗ 体育館の日曜日　ペットショップへいくまえに 村上　しいこ　作 講談社
F-ﾑﾗ 源氏物語 紫式部　原作 学研プラス
F-ﾓｶﾞ ひきがえるにげんまん 最上　一平　作 ポプラ社
F-ﾔﾏ ふつうやない！はなげばあちゃん 山田　真奈未　さく　え 福音館書店
F-ﾖｼ おばけのたんけん 吉田　純子　作 あかね書房

N-ｱﾝ アンデルセンのおはなし ハンス　クリスチャン　アンデルセン　著 のら書店
N-ｳｵ 世にもおそろしいフクロウおばさん デイヴィッド　ウォリアムズ　作 小学館
N-ｼﾔ ホイホイとフムフム マージョリー　ワインマン　シャーマット　文 ほるぷ出版
N-ｽﾃ 少女探偵アガサ　４，５ サー　スティーヴ　スティーヴンソン　作 岩崎書店
N-ｽﾛ ふたごのカウボーイ フローレンス　スロボドキン　文 瑞雲舎
N-ﾊﾟｲ パイレーツ・オブ・カリビアン　生命の泉 ジェームズ　ポンティ　作 偕成社
N-ﾊﾟｲ パイレーツ・オブ・カリビアン　最後の海賊 エリザベス　ルドニック　作 偕成社
N-ﾋﾟｳ ケンタウロスのポロス ロベルト　ピウミーニ　作 岩波書店
N-ﾌﾗ アラルエン戦記　１１ ジョン　フラナガン　作 岩崎書店
N-ﾏｸ ジュディ・モードのビッグな夏休み メーガン　マクドナルド　作 小峰書店
N-ﾏｸ ジュディ・モードは宇宙人？ メーガン　マクドナルド　作 小峰書店
N-ﾜﾅ 暗号クラブ　１２ ペニー　ワーナー　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

00 プログラミングでなにができる？ 杉浦　学　著 誠文堂新光社

《《  外国のおはなし　　 》》

《《  ちしきの本    　　   》》
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14 イラスト版子どものアンガーマネジメント 篠　真希　著 合同出版
15 どう解く？ やまざき　ひろし　ぶん ポプラ社
15 人間の条件 立岩　真也　著 新曜社
21 縄文世界へタイムワープ もとじろう　マンガ 朝日新聞出版
21 大江戸文化へタイムワープ 市川　智茂　マンガ 朝日新聞出版
28 チョコレート物語 佐和　みずえ　著 くもん出版
28 失敗図鑑 大野　正人　著 文響社
29 富山県のひみつ 谷　豊　漫画 富山県
29 山梨県のひみつ 工藤　ケン　漫画 山梨県
29 ドラえもん社会ワールド日本の地理とくらし 藤子　Ｆ　不二雄　まんが 小学館
32 よくわかる大使館 河東　哲夫　監修 ＰＨＰ研究所
36 「対人不安」って何だろう？ 榎本　博明　著 筑摩書房
36 今日よりは明日はきっと良くなると 茂市　久美子　著 講談社
36 北欧に学ぶ小さなフェミニストの本 サッサ　ブーレグレーン　作 岩崎書店
36 ギャングを抜けて。 工藤　律子　著 合同出版
40 なぜ？の図鑑　科学マジック 藤嶋　昭　監修 学研プラス
40 ジュニア空想科学読本　１１，１２，１３ 柳田　理科雄　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
40 「なぜ？」と考え実験と観察で深くわかる！小学生の理科ノート 鼎　編著 朝日学生新聞社
41 統計ってなんの役に立つの？ 涌井　良幸　著 誠文堂新光社
45 なぜこうなった？あの絶景のひみつ 増田　明代　文　構成 講談社
46 ヤバい生きもの 小野寺　佑紀　著 集英社
46 目に見えない微生物の世界 エレーヌ　ラッジカク　著 河出書房新社
47 もりのほうせきねんきん 新井　文彦　写真　文 ポプラ社
480 ぬまがさワタリのゆかいないきもの㊙図鑑 ぬまがさ　ワタリ　著 西東社
481 うんこ図鑑 荒俣　宏　監修 日本図書センター
481 しっぽがない！ 犬塚　則久　文 福音館書店
486 虫のしわざ探偵団 新開　孝　写真　文 少年写真新聞社
486 昆虫の体重測定 吉谷　昭憲　文　絵 福音館書店
486 サナギのひみつ 三輪　一雄　著 ポプラ社
51 トンネルのひみつ 田川　滋　漫画 学研プラス
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54 「牛が消えた村」で種をまく 豊田　直巳　写真　文 農山漁村文化協会
54 電車１００点 講談社
54 「負けてられねぇ」と今日も畑に 豊田　直巳　写真　文 農山漁村文化協会
54 ロボットが家にやってきたら… 遠藤　薫　著 岩波書店
64 岩合光昭の日本犬図鑑 岩合　光昭　文　写真 文溪堂
66 クニマスは生きていた！ 池田　まき子　著 汐文社
75 恐竜のおりがみ 川畑　文昭　著 誠文堂新光社
79 あたまがよくなる！たいけつゲーム１ねんせい 篠原　菊紀　監修 学研プラス
79 みんなで！ひとりで！たのしいトランプあそび 草場　純　監修 ナツメ社
80 なまむぎなまごめ早口ことば ながた　みかこ　文 汐文社

C ぼく、まだねむいんだ おおたか　蓮　脚本 童心社
《《  かみしばい     　　  》》
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