
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5日(日) 7月12日(日) 7月15日(水)

8月2日(日) 8月9日(日) 8月19日(水)

7月18日(土) ※　7月25日(土) 7月4日(土)

※　8月22日(土) 8月1日(土)
おはなしのへや

中央図書館 東宇治図書館

あっぷっぷ
あたらしくはいったこどもの本

２０２０年７月号

おはなしかい

西宇治図書館

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



※　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



分類 書名 著者名 出版社

Eｱ あきまつりピーヒャラおはやしの日！ ますだ　ゆうこ　作 文溪堂
Eｲ いじわるちゃん たんじ　あきこ　作　絵 岩崎書店
Eｳ うりのつるくるくる 田島　征三　作 光村教育図書
Eｴ えほんなぞなぞうた 谷川　俊太郎　文 童話屋
Eｵ おたすけこびととおべんとう なかがわ　ちひろ　文 徳間書店
Eｵ オニのふろめぐり 岡田　よしたか　作 小学館
Eｵ おばけれっしゃ しのだ　こうへい　作　絵 ひさかたチャイルド

Eｵ おんどりあるくよ リチャード　スキャリー　さく 好学社
Eｸ クラクフのりゅう アンヴィル奈宝子　文　絵 偕成社
Eｺ こどもたちはまっている 荒井　良二　著 亜紀書房
Eｾ せかいねこのひ 井上　奈奈　絵と文 新日本出版社
Eﾃ テルミのめいろ 田中　喜代司　著 小学館
Eﾄ とうちゃんはむしゃんよか 内田　麟太郎　文 光村教育図書
Eﾄﾞ どこからきたの？おべんとう 鈴木　まもる　作　絵 金の星社
Eﾄ とのさまぶたまん 長野　ヒデ子　作　絵 あすなろ書房
Eﾆ にこにこげんきのおまじない やなせスタジオ　作画 「早寝早起き朝ごはん」全国協議会

Eﾆ ＮＥＷウォーリーハリウッドへいく マーティン　ハンドフォード　作　絵 フレーベル館
Eﾊ 花のすきなおおかみ きむら　ゆういち　文 新日本出版社
Eﾋ １０１ぴきのダルメシアン ドディ　スミス　原作 光村教育図書
Eﾎﾟ ポリぶくろ、１まい、すてた ミランダ　ポール　文 さ・え・ら書房
Eﾏ まっくろいたちのレストラン 島本　理生　作 岩崎書店
Eﾐ みずをくむプリンセス スーザン　ヴァーデ　文 さ・え・ら書房
Eﾑ ムカッやきもちやいた かさい　まり　さく くもん出版
Eﾑ ムカムカドッカーン！ ミレイユ　ダランセ　作 パイインターナショナル

Eﾓ もしものせかい ヨシタケ　シンスケ　著 赤ちゃんとママ社

F-ｱｻ 星にねがいを！　１ あさば　みゆき　作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
F-ｲｹ ダヤン、奇妙な夢をみる 池田　あきこ　著 ほるぷ出版

《《  えほん　        　　 》》

《《  日本のおはなし　　 》》
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F-ｲｼ 戦争にいったうま いしい　ゆみ　作 静山社
F-ｲﾄ くろりすくんとしまりすくん いとう　ひろし　作　絵 講談社
F-ｵｵ ラストサバイバル　その手をはなすな！サバイバルペア 大久保　開　作 集英社
F-ｵｵ ラストサバイバル　チームで勝ちぬけ！サバイバルウォーター 大久保　開　作 集英社
F-ｺﾃﾞ ぼくたちの緑の星 小手鞠　るい　作 童心社
F-ｺﾊﾞ 作家になりたい！　７ 小林　深雪　作 講談社
F-ｻﾄ セイギのミカタ 佐藤　まどか　作 フレーベル館
F-ｽﾐ ヤバイ親友は知っている 藤本　ひとみ　原作 講談社
F-ﾄﾓ トリコロールをさがして 戸森　しるこ　作 ポプラ社
F-ﾋｺ ネバーウェディングストーリー ひこ　田中　作 福音館書店
F-ﾋﾛ ふしぎ駄菓子屋銭天堂　１３ 廣嶋　玲子　作 偕成社
F-ﾏｼ みつきの雪 眞島　めいり　作 講談社
F-ﾏﾂ 青いあいつがやってきた！？ 松井　ラフ　作 文研出版
F-ﾏﾂ 保健室経由、かねやま本館。 松素　めぐり　著 講談社
F-ﾐｽﾞ スターになったらふりむいて　ファーストキスはだれとする？ みずの　まい　作 集英社
F-ﾐﾂ 赤毛証明 光丘　真理　作 くもん出版
F-ﾑﾗ 教室の日曜日　パンツをはいた宇宙人 村上　しいこ　作 講談社
F-ﾖｼ ばかみたいって言われてもいいよ　２ 吉田　桃子　著 講談社
F-ﾖｼ 雨女とホームラン 吉野　万理子　作 静山社
F-ﾖﾙ 渚くんをお兄ちゃんとは呼ばない　好きになっちゃってごめんね 夜野　せせり　作 集英社
F-ﾜﾀ 天邪鬼な皇子と唐の黒猫 渡辺　仙州　作 ポプラ社

N-ｺﾂ 秘密のノート ジョー　コットリル　作 小学館

00 できるキッズ親子で楽しむユーチューバー入門 ＦＵＬＭＡ株式会社　著 インプレス
00 ＡＩって何だろう？ 関　和之　マンガ　イラスト 旺文社
23 古代オリンピックへタイムワープ もとじろう　マンガ 朝日新聞出版
29 世界なんでもランキング図鑑 池野　範男　監修 ミネルヴァ書房
29 琉球・沖縄 上里　隆史　監修 岩崎書店
31 しりたいな全国のまちづくり　１ 岡田　知弘　監修 かもがわ出版

《《  外国のおはなし　　 》》

《《  ちしきの本    　　   》》
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33 ＳＤＧｓぬまっち式アクション１００　（２，３） 沼田　晶弘　監修 鈴木出版
36 日本のこと 森崎　達也　マンガ　イラスト 旺文社
40 実験対決　（２９～３１，３３） 洪　鐘賢　絵 朝日新聞出版
45 コンパスが南をさすとき 陰山　聡　著 くもん出版
486 博士の愛したジミな昆虫 金子　修治　編著 岩波書店
49 家庭用殺虫剤ここが知りたい！ くろにゃこ。　まんが 文藝春秋企画出版部

50 発明対決　（１４，１５） ゴムドリｃｏ．　文 朝日新聞出版
51 建設機械提案サービスのひみつ あさだ　みほ　まんが 学研プラス
51 つかう？やめる？かんがえようプラスチック キム　ウンジュ　ぶん ほるぷ出版
53 燃料電池自動車のひみつ 水木　繁　まんが 学研プラス
56 銅のひみつ 山口　育孝　まんが 学研プラス
61 お米のこれからを考える　（１～４） 「お米のこれからを考える」編集室　編 理論社
62 花を楽しむ野菜図鑑 岩槻　秀明　著 いかだ社
68 鉄道のひみつ図鑑 スタジオタッククリエイティブ

70 美術館って、おもしろい！ モラヴィア美術館　著 河出書房新社
74 さがす 長倉　洋海　著 アリス館
788 知れば知るほどお相撲ことば 『おすもうさん』編集部　編著 ベースボール・マガジン社

79 アンパンマンのめいろのくに　４ Ｋ＆Ｂ　作 フレーベル館
79 すみっコぐらしおあそびブック サンエックス　監修 小学館

C ねこざかな わたなべ　ゆういち　作・絵 フレーベル館
《《  かみしばい     　　  》》
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