
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7日(日) 6月3日(水) 6月17日(水)

7月5日(日) 7月1日(水)

6月20日(土) ※　6月27日(土) 6月6日(土)

7月18日(土) ※　7月25日(土) 7月4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

２０１５年６月号

６月～７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 だれかさん 今森　光彦　切り絵 アリス館
E こいぬがいっぱいわんわんわん！ スーザン　メイヤーズ　ぶん 岩崎書店
E こねこがいっぱいにゃんにゃんにゃん！ スーザン　メイヤーズ　ぶん 岩崎書店
E ちっちゃなサリーはみていたよ ジャスティン　ロバーツ　ぶん 岩崎書店
E 豆わたし 上嶋　常夫　原案 岩崎書店
E ことばのいたずら 五味　太郎　作 絵本館
E つきよのくろてん 手島　圭三郎　絵　文 絵本塾出版
E よるのかえりみち みやこし　あきこ　作 偕成社
E おむかえまだかな もとした　いづみ　作 学研教育出版
E もりのホテル ふくざわ　ゆみこ　作　絵 学研教育出版
E うさぎちゃん せな　けいこ　作　絵 金の星社
E ともだちってだれのこと？ 岩瀬　成子　作 佼成出版社
E 鬼のおっぺけぽー 夢枕　獏　作 講談社
E ねこのそら きくち　ちき　作 講談社
E さんかんびにおめでとう！ くすのき　しげのり　作 講談社
E けんかともだち 丘　修三　作 鈴木出版
E えほん障害者権利条約 ふじい　かつのり　作 汐文社
E ぼくがすきなこと 中川　ひろたか　文 ハッピーオウル社
E す～べりだい 鈴木　のりたけ　作　絵 ＰＨＰ研究所
E ぶららんこ 鈴木　のりたけ　作　絵 ＰＨＰ研究所
E セイウチくんをさがせ！！ スティーヴン　サヴェッジ　さく 評論社
E しっぽがぴん おくはら　ゆめ　作 風濤社
E ごはん 平野　恵理子　作 福音館書店
E カワと７にんのむすこたち アマンジ　シャクリー　文 福音館書店
E リンドバーグ トーベン　クールマン　作 ブロンズ新社
E ちっちゃなねずみくん なかえ　よしを　作 ポプラ社
E 巣のはなし ダイアナ　アストン　文 ほるぷ出版
E 三つのまほうのおくりもの ジェイムズ　リオーダン　文 ほるぷ出版

《《  えほん　        　　 》》

2



F-ｱｷ 怪盗レッド　１１ 秋木　真　作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
F-ｱﾝ ゆめみの駅遺失物係 安東　みきえ　著 ポプラ社
F-ｱﾝ リフォーム支店本日休業 あんびる　やすこ　著 岩崎書店
F-ｳﾀ シーラカンスとぼくらの冒険 歌代　朔　作 あかね書房
F-ｸﾘ ひとりではじめたアフリカボランティア 栗山　さやか　著 金の星社
F-ｺﾃﾞ 思春期 小手鞠　るい　著 講談社
F-ｺﾊﾞ 神様しか知らない秘密 小林　深雪　作 講談社
F-ｻﾄ 魔法職人たんぽぽ　明かされた真実 佐藤　まどか　作 講談社
F-ｽﾐ 初恋は知っている　若武編 住滝　良　文 講談社
F-ｽﾐ バレンタインは知っている 住滝　良　文 講談社
F-ｽﾐ ハート虫は知っている 住滝　良　文 講談社
F-ｽﾐ 青いダイヤが知っている 住滝　良　文 講談社
F-ｽﾐ 赤い仮面は知っている 住滝　良　文 講談社
F-ｿｳ ２年Ａ組探偵局　ぼくらの交換日記事件 宗田　理　作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
F-ﾀｹ 酒天童子 竹下　文子　著 偕成社
F-ﾄﾐ 菜の子ちゃんと龍の子 富安　陽子　作 福音館書店

F-ﾊﾔ 都会
ま ち

のトム＆ソーヤ　１２ はやみね　かおる　著 講談社

F-ﾌｼﾞ 雲をつかむ少女 藤野　恵美　著 講談社
F-ﾐｽﾞ お願い！フェアリー♥　１４ みずの　まい　作 ポプラ社
F-ﾓﾃ 清政 茂木　ちあき　作 新日本出版社
F-ﾓﾓ 名探偵コナン江戸川コナン失踪事件 百瀬　しのぶ　著 小学館
F-ﾔﾂ いのちのパレード 八束　澄子　著 講談社
F-ﾔﾏ 先生、しゅくだいわすれました 山本　悦子　作 童心社

N-ｱﾚ 仮面の街 ウィリアム　アレグザンダー　著 東京創元社
N-ｻﾃ サーティーナイン・クルーズ　１９ 小浜　杳　訳 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
N-ｼﾞﾖ ぼろイスのボス ダイアナ　ウィン　ジョーンズ　作 徳間書店
N-ｽｶ タイムライダーズ　紀元前６５００万年からの逆襲 １，２ アレックス　スカロウ　作 小学館
N-ｽﾄ ロックウッド除霊探偵局　１〔上〕，〔下〕 ジョナサン　ストラウド　作 小学館

《《  日本のおはなし　　 》》

《《  外国のおはなし　　 》》

3



N-ﾃﾞｲ 魔使いの復讐 ジョゼフ　ディレイニー　著 東京創元社
N-ﾃﾞｲ アナと雪の女王　愛されるエルサ女王 エリカ　デイビッド　文 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
N-ﾃﾞｲ アナと雪の女王　失われたアナの記憶 エリカ　デイビッド　文 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
N-ﾌﾞﾗ ベッツィ・メイとこいぬ イーニッド　ブライトン　作 岩波書店
N-ﾗｽ ファオランの冒険　１～６ キャスリン　ラスキー　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

00 コンピュータのひみつ ひろ　ゆうこ　漫画 学研パブリッシング

01 小学生はこれを読め！ 「小学生はこれを読め！」編集委員会　編 北海道新聞社
16 絵本で学ぶイスラームの暮らし 松原　直美　文 あすなろ書房
17 神社・お寺のふしぎ１００ 田中　ひろみ　文 偕成社
28 万次郎 岡崎　ひでたか　作 新日本出版社
28 夏目漱石、読んじゃえば？ 奥泉　光　著 河出書房新社
30 社会のしくみ図鑑 奥澤　朋美　文 玉川大学出版部
36 エルと過ごした９か月 鹿目　けい子　文 国土社
36 介護福祉士の一日 ＷＩＬＬこども知育研究所　編著 保育社
36 よのなかを変える技術 今　一生　著 河出書房新社
36 １０代からの情報キャッチボール入門 下村　健一　著 岩波書店
38 楽しく遊ぶ学ぶにっぽんの図鑑 藤森　裕治　監修 小学館
38 妖怪大図鑑 グラフィオ　編 金の星社
45 ずかん雲 武田　康男　著 技術評論社
47 わたしのタンポポ研究 保谷　彰彦　著 さ・え・ら書房
481 動物の見ている世界 ギヨーム　デュプラ　著 創元社
481 動物の骨 ロブ　コルソン　文 辰巳出版
486 アリとくらすむし 島田　たく　写真　文 ポプラ社
486 これはなんのようちゅうかな？ 学研教育出版
487 マグロの大研究 河野　博　監修 ＰＨＰ研究所
49 医者になりたい 島田　和子　作 新日本出版社
51 大気汚染のサバイバル スウィートファクトリー　文 朝日新聞出版
53 もしも宇宙でくらしたら 山本　省三　作 ＷＡＶＥ出版
57 大研究！化粧品のちから 香山　梨緒　漫画 講談社ビーシー

《《  ちしきの本    　　   》》
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59 シアワセなお金の使い方 南野　忠晴　著 岩波書店
68 大研究！航空会社の仕事 加藤　広史　漫画 講談社ビーシー
76 日本の音日本の音楽 小塩　さとみ　著 アリス館
77 ドロイドの秘密情報 ジェイソン　フライ　編 講談社
780 スポーツ科学の教科書 谷本　道哉　編著 岩波書店
781 かこさとしあそびずかん　はるのまき かこ　さとし　文　絵 小峰書店
81 １５才までに語彙をあと１０００増やす本 アーバン出版局　編 アーバン
82 絵で見ておぼえる小学漢字１００６ 藤子　Ｆ　不二雄　キャラクター原作 小学館

Ｃ 「おかしも」はかじのおやくそく 礒　みゆき　脚本　絵 童心社
Ｃ にんじゃせんせいいざまる 津田　真一　脚本 童心社
Ｃ にげてにげてつなみがくるよ！ やすい　すえこ　脚本 童心社
Ｃ れんしゅうしててよかったね 宮崎　二美枝　脚本 童心社
Ｃ だいじだいじ ひろかわ　さえこ　脚本　絵 童心社
Ｃ はじめてのももたろう フジイ　カクホ　絵 教育画劇

《《  かみしばい     　　  》》
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