
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6日(日) 7月2日(水)

8月3日(日) 8月6日(水) 8月20日(水)

7月19日(土) 7月26日(土) 7月5日(土)

8月9日(土)
3時30分～4時30分 8月23日(土) 8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、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

２０１４年７月号

７月～８月のおはなしかい・おはなしのへや　　　　　　　　　　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 だいすきなおばあちゃん 日野原　重明　文 朝日新聞出版
E じぶんでおしりふけるかな 深見　春夫　さく　え 岩崎書店
E かみなりなんてこわくない ジェイミー　Ａ．スウェンソン　ぶん 岩崎書店
E こんや、妖怪がやってくる 君島　久子　文 岩波書店
E すごいサーカス 古内　ヨシ　作 絵本館
E アルパカパカパカやってきて おおなり　修司　文 絵本館
E なんのにおい　ふゆ ビーゲン　セン　作 絵本塾出版
E かしこくいきるしまりす 手島　圭三郎　絵　文 絵本塾出版
E わらうほし 荒井　良二　作 学研教育出版
E ターシャ・テューダーのマザーグース ターシャ　テューダー　絵 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
E レンタルおばけのレストラン 宮本　えつよし　作 教育画劇
E ぺっこぺこヒグマ ニック　ブランド　作 クレヨンハウス
E むしばあちゃん 苅田　澄子　さく 佼成出版社
E ヒワとゾウガメ 安東　みきえ　さく 佼成出版社
E ぼくだってウルトラマン よしなが　こうたく　作 講談社
E あめふりうります 平田　昌広　文 講談社
E あめふりさんぽ えがしら　みちこ　作 講談社
E ブービーとすべりだい 高畠　じゅん子　作 講談社
E じてんしゃにのろう 斉藤　洋　作 講談社
E てがみぼうやのゆくところ 加藤　晶子　作 講談社
E ドーナツなんかいらないよ マーク　アラン　スタマティー　おはなしとえ 国書刊行会
E ライオンのひみつ マーガレット　ワイルド　文 国土社
E あのほしなんのほし みき　つきみ　文 こぐま社
E とおせんぼ 村上　しいこ　作 小学館
E やまのすもうだ！はっけよい！ しばはら　ち　作　絵 鈴木出版
E もじゃもじゃヒュー・シャンプー カレン　ジョージ　作　絵 鈴木出版
E せんそう 塚本　千恵子　文 東京書籍
E まてまてももんちゃん とよた　かずひこ　さく　え 童心社

《《  えほん　        　　 》》
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E おひざでだっこ 内田　麟太郎　ぶん 童心社
E つられたらたべちゃうぞおばけ 乾　栄里子　さく 童心社
E ながねぎきょうだい 中川　ひろたか　文 童心社
E かしこいウサギとはずかしがりやの大きな鳥 パスカル　マレ　文 徳間書店
E かむさりやまのおまじない 三浦　しをん　原作 徳間書店
E ラファエロ ニコラ　チンクエッティ　文 西村書店
E かまきりとしましまあおむし 澤口　たまみ　文 農山漁村文化協会
E あめあめぱらん 木坂　涼　文 のら書店
E ノラネコぐんだんきしゃぽっぽ 工藤　ノリコ　著 白泉社
E はしる！新幹線「スーパーこまち」 鎌田　歩　作 ＰＨＰ研究所
E ながいでしょりっぱでしょ サトシン　作 ＰＨＰ研究所
E わけありリンゴのアップルパイ あさい　ゆうこ　作 ＢＬ出版
E ゆみちゃんはねぞうのわるいこです みやざき　あけ美　作　絵 ＢＬ出版
E ミスターワッフル！ デイヴィッド　ウィーズナー　作 ＢＬ出版
E いっしょにいってもいい？ ブライアン　パッテン　ぶん ＢＬ出版
E ソフィーのやさいばたけ ゲルダ　ミューラー　作 ＢＬ出版
E しろちゃんとはりちゃん あめのいちにち たしろ　ちさと　作　絵 ひかりのくに
E おうちでんしゃはっしゃしまーす 間瀬　なおかた　作　絵 ひさかたチャイルド

E ふたごのたこたこウィンナー 林　木林　作 ひさかたチャイルド

E どこまでゆくの？ 五味　太郎　さく 福音館書店
E にているね！？ 五味　太郎　作 福音館書店
E どうしてないているの？ ディック　ブルーナ　ぶん　え 福音館書店
E おおきくなったらなにになる？ ディック　ブルーナ　ぶん　え 福音館書店
E なんでもあらう 鎌田　歩　作 福音館書店
E いもむしってね… 澤口　たまみ　文 福音館書店
E たいくつなトラ しまむら　ゆうこ　文 福音館書店
E だるまちゃんとやまんめちゃん 加古　里子　さく　え 福音館書店
E ルイスがたべられちゃったひ ジョン　ファーデル　作 ブロンズ新社
E １００にんのサンタクロース 谷口　智則　作　絵 文溪堂
E どうぶつたちはしっている イーラ　写真 文遊社
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E あしってエラい！ 中川　ひろたか　文 保育社
E キリンがくる日 志茂田　景樹　文 ポプラ社
E セイウチぼうや あべ　弘士　作　絵 ポプラ社
E おとうさん！おとうさん！ 中川　ひろたか　さく ポプラ社
E いろいろいろのほん エルヴェ　テュレ　さく ポプラ社
E ないしょのかくれんぼ ビバリー　ドノフリオ　文 ほるぷ出版
E いえのなかのかみさま もとした　いづみ　文 光村教育図書

F-ｱﾘ コロボックル絵物語 有川　浩　作 講談社
F-ｱﾝ 魔女カフェのしあわせメニュー あんびる　やすこ　作　絵 ポプラ社
F-ｲｼ お面屋たまよし　彼岸ノ祭 石川　宏千花　著 講談社
F-ｵｵ ともだちは、サティー！ 大塚　篤子　作 小峰書店
F-ｵｵ 江戸の象吉 太田　大輔　作 講談社
F-ｵｶ おばけやさん　４ おかべ　りか　作 偕成社
F-ｶｶﾞ あやかしの鏡 香谷　美季　作 講談社
F-ｶｼ モンスター・ホテルでおひさしぶり 柏葉　幸子　作 小峰書店
F-ｶﾄﾞ おばけのアッチとドラキュラスープ 角野　栄子　さく ポプラ社
F-ｶﾐ ひみつの図書館！ 神代　明　作 集英社
F-ｺｸﾞ 裏庭にはニワ会長がいる！！　１ こぐれ　京　作 角川書店
F-ｻｲ 西遊後記　２ 斉藤　洋　作 理論社
F-ｻｶﾞ ゆうれい回転ずし消えた少年のなぞ 佐川　芳枝　作 講談社
F-ｼﾝ 手作り小路のなかまたち 新藤　悦子　著 講談社
F-ｿｳ のっぺらぼうのおじさん そうま　こうへい　作 講談社
F-ﾄｷ ナゾトキ姫は名探偵♥ 時海　結以　作 小学館
F-ﾅｽ 星空ロック 那須田　淳　著 あすなろ書房
F-ﾆﾉ コロッケくんのぼうけん 二宮　由紀子　作 偕成社
F-ﾊﾔ 怪盗クイーンと魔界の陰陽師 はやみね　かおる　作 講談社
F-ﾋｺ メランコリー・サガ ひこ　田中　作 福音館書店
F-ﾌｸ しゅくだいさかあがり 福田　岩緒　作　絵 ＰＨＰ研究所
F-ﾎｼ 焼き上がり５分前！ 星　はいり　作 ポプラ社

《《  日本のおはなし　　 》》
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F-ﾏﾂ ツン子ちゃん、おとぎの国へ行く 松本　祐子　作 小峰書店
F-ﾏﾊ 伝説のエンドーくん まはら　三桃　著 小学館

F-ﾐｽﾞ 名探偵コナン異次元の狙撃手
ス ナ イ パ ー

水稀　しま　著 小学館

F-ﾐﾀ キャベたまたんていきけんなドラゴンたいじ 三田村　信行　作 金の星社
F-ﾐﾅ 桜前線異常ナシ 美波　蓮　作 ポプラ社
F-ﾔｽ 花曜日 安江　生代　作 文研出版
F-ﾔﾏ テディベア探偵　１ 山本　悦子　作 ポプラ社

N-ｱﾅ アナと雪の女王 サラ　ネイサン　作 偕成社
N-ｳｲ 路上のストライカー マイケル　ウィリアムズ　作 岩波書店
N-ｷﾂ ゾウの鼻が長いわけ ラドヤード　キプリング　作 岩波書店
N-ｷﾞﾌ 語りつぐ者 パトリシア　ライリー　ギフ　作 さ・え・ら書房
N-ｼﾕ 動物と話せる少女リリアーネ　スペシャル２ タニヤ　シュテーブナー　著 学研教育出版
N-ｼﾖ ただいま！マラング村 ハンナ　ショット　作 徳間書店
N-ﾊﾞﾁ タイムスリップ海賊サム・シルバー　２，３ ジャン　バーチェット　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
N-ﾊﾄ 真夜中の動物園 ソーニャ　ハートネット　著 主婦の友社
N-ﾊﾟﾏ フットボール・アカデミー　３～５ トム　パーマー　作 岩崎書店
N-ﾌｷ フキノトウになった女の子 アイヌ民話撰集企画編集委員会　企画　監修 アイヌ文化振興・研究推進機構

N-ﾜﾅ 暗号クラブ　１～３ ペニー　ワーナー　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

28 武器より一冊の本をください ヴィヴィアナ　マッツァ　著 金の星社

29 やさしいフィンランド ピルヨ　ホンカサロ　ほか編集
日本・フィンランド文
化交流実行委員会

31 中東から世界が見える 酒井　啓子　著 岩波書店
33 大研究！保険のすべて 小川　京美　漫画 講談社ビーシー
37 キャリア教育のウソ 児美川　孝一郎　著 筑摩書房
37 好きなのにはワケがある 岩宮　恵子　著 筑摩書房
38 昭和の子ども生活絵図鑑 奥成　達　文 金の星社
38 極北の大地に住む 関野　吉晴　著 ほるぷ出版
45 眠りからさめた大恐竜 たかし　よいち　作 絵本塾出版
46 ホタルの光は、なぞだらけ 大場　裕一　著 くもん出版

《《  外国のおはなし　　 》》

《《  ちしきの本    　　   》》
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480 動物を守りたい君へ 高槻　成紀　著 岩波書店
486 カブトムシ山に帰る 山口　進　著 汐文社
53 放射線ってなあに？ 科学技術振興機構
54 気をつけよう！ＳＮＳ　３ 小寺　信良　著 汐文社
58 古くて新しい椅子 中嶋　浩郎　文 福音館書店
58 レジのひみつ おがた　たかはる　漫画 学研パブリッシング

59 たべものくらべっこえほん 高岡　昌江　文 学研教育出版
59 ルルとララのかわいいデザートレシピ あんびる　やすこ　監修 ぴあ
59 中高生のための「かたづけ」の本 杉田　明子　著 岩波書店
64 親子で楽しむこどもペット塾 勝俣　和悦　著 明治書院
64 大研究！馬は友だち 野本　トロ　漫画 講談社ビーシー
68 はしれさんてつ、きぼうをのせて 国松　俊英　文 ＷＡＶＥ出版
68 新幹線・特急ぜんぶ百科 交通新聞社
71 石の巨人 ジェーン　サトクリフ　文 小峰書店
72 マンガミュージアムへ行こう 伊藤　遊　著 岩波書店
75 おりがみ大全集 主婦の友社　編 主婦の友社
783 野球クイズ　初級編 スポーツクイズ研究会　編 ポプラ社
783 プロ野球カラー名鑑　２０１４ ベースボール・マガジン社

79 あやとり大全集 野口　廣　監修 主婦の友社

C ニセモノばんざい 寺村　輝夫　原作　脚本 童心社
《《  かみしばい     　　  》》
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