
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3日(日) 8月6日(水) 8月20日(水)

9月7日(日) 9月3日(水) 9月17日(水)

8月9日(土)
3時30分～4時30分 ※　8月23日(土) 8月2日(土)

9月20日(土) ※　9月27日(土) 9月6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８月号

８月～９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 どんぐりころころおやまへかえるだいさくせん スギヤマ　カナヨ　作　絵 赤ちゃんとママ社
E １２にんのいちにち 杉田　比呂美　作 あすなろ書房
E さあ、はこをあけますよ！ ドロシー　クンハート　作 岩波書店
E 妖怪交通安全 広瀬　克也　作 絵本館
E ぼちぼちいこか　英語でもよめる マイク　セイラー　さく 偕成社
E うみの１００かいだてのいえ いわい　としお　作 偕成社
E 学校ななふしぎ 斉藤　洋　文 偕成社
E おねしょのかみさま 長谷川　義史　作 学研教育出版
E しらゆきひめ グリム　原作 金の星社
E うそ 中川　ひろたか　作 金の星社
E ふしぎなともだち たじま　ゆきひこ　作 くもん出版
E すずむし 久留島　武彦　作 幻冬舎ルネッサンス

E おばけぼうやのかいすいよく わたなべ　ゆういち　著 佼成出版社
E イカになあれ 真珠　まりこ　作 講談社
E ようちえんのおひめさま 種村　有希子　作 講談社
E ちいさなタグはおおいそがし スティーヴン　サヴェッジ　さく 講談社
E クジラにあいたいときは ジュリー　フォリアーノ　文 講談社
E ラッコ スージー　エスターハス　著 さ・え・ら書房
E ゾウ スージー　エスターハス　著 さ・え・ら書房
E トラ スージー　エスターハス　著 さ・え・ら書房
E かげ 新美　南吉　作 新樹社
E ネルソン・マンデラ カディール　ネルソン　作　絵 鈴木出版
E ふしぎなかばんやさん もとした　いづみ　作 鈴木出版
E ちびのミイがやってきた！ トーベ　ヤンソン　原作 徳間書店
E ふなっしーのおはなっしー ふなっしー　さく パルコエンタテインメント事業部

E かぶとむしランドセル ふくべ　あきひろ　さく ＰＨＰ研究所
E しーっ！ クリス　ホートン　作 ＢＬ出版
E ９９９ひきのきょうだいのおとうと 木村　研　文 ひさかたチャイルド

《《  えほん　        　　 》》
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E わんぱくだんのひみつきち ゆきの　ゆみこ　作 ひさかたチャイルド

E ちっちゃなトラックレッドくんとピンクちゃん みやにし　たつや　作　絵 ひさかたチャイルド

E 海のひかり モリー　バング　作 評論社
E あしたてんきになあれ 荒川　薫　さく 福音館書店
E ポッダとポッディ シビル　ウェッタシンハ　作 福音館書店
E モグモグでんしゃ 井上　洋介　えとぶん 福音館書店
E ほしをもったひめ 八百板　洋子　文 福音館書店
E そうちゃんはおこってるんだもん 筒井　頼子　文 福音館書店
E ピンクだいすき！ ピレット　ラウド　ぶん　え 福音館書店
E おっとあぶないかわのなか きむら　ゆういち　文 福音館書店
E うなぎのうーちゃんだいぼうけん くろき　まり　文 福音館書店
E セッセとヨッコラ ヒョゴーどうくつのたんけん 高畠　那生　作 フレーベル館
E へいわってすてきだね 安里　有生　詩 ブロンズ新社
E 北加伊道 関屋　敏隆　文　型染版画 ポプラ社
E きみのすきなどうぶつなあに？ エリック　カール　ほかぶん　え ポプラ社
E おばけ、がっこうへいく ジャック　デュケノワ　さく ほるぷ出版
E どんぐり エドワード　ギブス　作 光村教育図書
E ヨナタンは名たんてい デイヴィッド　グロスマン　文 光村教育図書

F-ｱｷ 怪盗レッド　１０ 秋木　真　作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
F-ｲｹ 遥かなるニキラアイナ 池田　美代子　作 講談社
F-ｲｼ お面屋たまよし　不穏ノ祭 石川　宏千花　著 講談社
F-ｲｼ 女王のティアラ 石崎　洋司　作 岩崎書店
F-ｲﾄ ぼくたちけっこうすごいかも いとう　ひろし　作 徳間書店
F-ｵﾁ ラビントットと空の魚　第３話 越智　典子　作 福音館書店
F-ｵﾉ 虫のお知らせ おの　りえん　作 理論社
F-ｶｼ ハカバ・トラベルえいぎょうちゅう 柏葉　幸子　作 ＢＬ出版
F-ｶﾝ はりねずみのルーチカ　ふしぎなトラム かんの　ゆうこ　作 講談社
F-ｸｽ 伊達政宗は名探偵！！ 楠木　誠一郎　作 講談社
F-ｺﾊ 図書室のふしぎな出会い 小原　麻由美　作 文研出版

《《  日本のおはなし　　 》》
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F-ｻｲ がっこうのおばけずかん　ワンデイてんこうせい 斉藤　洋　作 講談社
F-ﾀｶ さよなら宇宙人 高科　正信　作 フレーベル館
F-ﾀｹ 竹取物語 時海　結以　文 講談社
F-ﾅｶ ワカンネークエスト 中松　まるは　作 童心社
F-ﾊﾗ サッカーボーイズ１４歳 はらだ　みずき　作 角川書店
F-ﾌｸ ブルーとオレンジ 福田　隆浩　著 講談社
F-ﾌｼﾞ まじょ子と黒ネコのケーキやさん 藤　真知子　作 ポプラ社
F-ﾎﾈ ほねほねザウルス　２～４ カバヤ食品株式会社　原案　監修 岩崎書店
F-ﾎﾘ 魔法屋ポプル ステキな夢のあまいワナ 堀口　勇太　作 ポプラ社
F-ﾎﾘ 魔法屋ポプル呪われたプリンセス 堀口　勇太　作 ポプラ社
F-ﾎﾘ 魔法屋ポプル大魔王からのプロポーズ 堀口　勇太　作 ポプラ社
F-ﾎﾘ 魔法屋ポプルのこされた手紙と闇の迷宮 堀口　勇太　作 ポプラ社
F-ﾑﾗ 職員室の日曜日 村上　しいこ　作 講談社
F-ﾓﾘ 神さま、事件です！　登場！カミサマ・オールスターズ 森　三月　作 集英社
F-ﾓﾘ とんだ、とべた、またとべた！ 森山　京　作 ポプラ社
F-ﾔｽ あの日とおなじ空 安田　夏菜　作 文研出版
F-ﾔｽ あしたも、さんかく 安田　夏菜　著 講談社
F-ﾖｼ きっときみに届くと信じて 吉富　多美　作 金の星社

N-ｺﾂ サッカー少女サミー　１ ミッシェル　コックス　著 学研教育出版
N-ｻﾃ サーティーナイン・クルーズ　１６ 小浜　杳　訳 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
N-ﾊﾞｽﾞ 夏の魔法 ジーン　バーズオール　作 小峰書店
N-ﾊﾞﾁ タイムスリップ海賊サム・シルバー　４ ジャン　バーチェット　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
N-ﾓﾝ モンスターズ・ユニバーシティ 中井　はるの　文 講談社

03 図解！！やりかた大百科ｆｏｒ　ＫＩＤＳ Ｊｏｓｅｐｈ　Ｐｒｅｄ　著 パイインターナショナル

15 未来を生きるきみたちへ 鎌田　實　著 小学館
21 日本の歴史の道具事典 児玉　祥一　監修 岩崎書店
25 古代マヤ ナサニエル　ハリス　著 ＢＬ出版
28 伊能忠敬 国松　俊英　著 岩崎書店

《《  外国のおはなし　　 》》

《《  ちしきの本    　　   》》
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28 清少納言と紫式部 奥山　景布子　著 集英社
36 思い出をレスキューせよ！ 堀米　薫　文 くもん出版
38 にほんのマナーえほん さくら　みゆき　絵 小学館
49 目と目薬のひみつ 山口　育孝　漫画 学研パブリッシング

52 家の理 難波　和彦　著 平凡社
59 こころがつながるおいしいスイーツ　１～５ 荻田　尚子　著 学研教育出版
70 ラスコーの洞窟 エミリー　アーノルド　マッカリー　絵と文 小峰書店

79 都会
ま ち

のトム＆ソーヤゲーム・ブック　「館」からの脱出 はやみね　かおる　作 講談社

79 ままごと 尾崎　織女　文 文溪堂
79 おしゃれさんの茶道はじめて物語　２ 永井　郁子　著 淡交社
82 絵で見てわかるはじめての漢文　１巻～４巻 加藤　徹　監修 学研教育出版

Ｃ パンダさんパンダさんなにしてるの？ とよた　かずひこ　脚本　絵 童心社

R38 日本の心を伝える年中行事事典 野本　寛一　編 岩崎書店

P30 BＴｈｅ  ｌｉｔｔｌｅ  ｈｏｕｓｅ
ｓｔｏｒｙ  ａｎｄ  ｐｉｃｔｕｒ
ｅｓ  ｂｙ  Ｖｉｒｇｉｎｉａ  Ｌｅ
ｅ  Ｂｕｒｔｏｎ

Ｈｏｕｇｈｔｏｎ  Ｍ
ｉｆｆｌｉｎ  Ｂｏｏ
ｋｓ  ｆｏｒ  Ｃｈｉ
ｌｄｒｅｎ

P30 C Ｔｈｅ  ｖｅｒｙ  ｈｕｎｇｒｙ  ｃａｔｅｒｐｉｌｌａｒ ｂｙ  Ｅｒｉｃ  Ｃａｒｌｅ Ｐｈｉｌｏｍｅｌ  Ｂｏｏｋｓ

P30 LＳｗｉｍｍｙ ｂｙ  Ｌｅｏ  Ｌｉｏｎｎｉ Ｋｎｏｐｆ

P30 S Ｗｈｅｒｅ  ｔｈｅ  ｗｉｌｄ  ｔｈｉｎｇｓ  ａｒｅ
ｓｔｏｒｙ  ａｎｄ  ｐｉｃｔｕｒ
ｅｓ  ｂｙ  Ｍａｕｒｉｃｅ  Ｓｅｎ

ＨａｒｐｅｒＣｏｌｌｉｎｓ

《《  がいこくごのえほん       》》

《《  かみしばい     　　  》》

《《  しらべものの本       》》　※かしだしできません
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