
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5日(日) 8月15日(水)

9月2日(日) 9月5日(水) 9月19日(水)

※３　8月25日(土) ※１　8月25日(土) 8月4日(土)

9月15日(土) ※１　9月22日(土) 9月1日(土)

赤ちゃんおはなし会０・１・２ ※２　9月19日(水)

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

あっぷっぷ
あたらしくはいったこどもの本

２０１８年８月号

８月～９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



分類 書名 著者名 出版社

E あのねあのね えがしら　みちこ　作 あかね書房
E 実物大！世界のどうぶつ絵本 ソフィー　ヘン　作 あすなろ書房
E がんばるセイウチ 松橋　利光　文　写真 アリス館
E にゃんにゃんわん！ わだ　ことみ　作 岩崎書店
E きみはりっぱなマジシャンだ！ アシュレイ　エバンソン　作 岩崎書店
E シルクロードのあかい空 イザベル　シムレール　文　絵 岩波書店
E おひさまでたよ 北村　人　作 絵本館
E いいからいいから　５ 長谷川　義史　作 絵本館
E おばあちゃんとおんなじ なかざわ　くみこ　作 偕成社
E ほんのにわ みやざき　ひろかず　作 偕成社
E ビーカーくんと放課後の理科室 うえたに夫婦　絵　文 仮説社
E どうぶつだあれかな かきもと　こうぞう　絵 学研プラス
E うごかせ！のりもの 鎌田　歩　作　絵 教育画劇
E ぎょうれつのできるチョコレートやさん ふくざわ　ゆみこ　さく 教育画劇
E へんしんたんてい あきやま　ただし　作　絵 金の星社
E ぎゅ～っ！ いしづ　ちひろ　さく くもん出版
E みえた！ジャングルのおく キャロン　ブラウン　作 くもん出版
E からだをうごかすえほん のぶみ　さく 幻冬舎
E ザトウクジラ ヨハンナ　ジョンストン　さく 好学社
E ぼく、おたまじゃくし？ 田島　征三　作　絵 佼成出版社
E はなびのひ たしろ　ちさと　作　絵 佼成出版社
E どしゃぶり おーなり　由子　ぶん 講談社
E ナナコのキッチンガーデン はせがわ　かこ　作　絵 講談社
E ありがとう いもと　ようこ　絵と文 至光社
E ミニオンズさがして！みつけて！ トレイ　キング　著 小学館
E げんきいっぱいあさごはんのじゅつ のびこ　絵 少年写真新聞社
E みなみのしまのカウカウ カイじいさんとおおきなさかな 森野　熊八　さく 新日本出版社
E この計画はひみつです ジョナ　ウィンター　文 鈴木出版

《《  えほん　        　　 》》
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E ゆうえんちでなんでやねん 鈴木　翼　文 世界文化社
E すてきなぼうしやさん ますだ　ゆうこ　ぶん そうえん社
E ともだちになっちゃった ますだ　ゆうこ　ぶん そうえん社
E のってるのってる ますだ　ゆうこ　文 そうえん社
E バナナおいしくなーれ 矢野　アケミ　さく 大日本図書
E かぶきやパン かねまつ　すみれ　作 童心社
E あかちゃんがどんぶらこ！ アラン　アールバーグ　文 徳間書店
E ぜったいあけちゃダメッ！ アンディ　リー　作 永岡書店
E はじめてのがっこう フルール　ウリー　作 パイインターナショナル

E ピエールくんは黒がすき！ ミシェル　パストゥロー　文 白水社
E フランクリンの空とぶ本やさん ジェン　キャンベル　ぶん ＢＬ出版
E 黄金りゅうと天女 代田　昇　文 ＢＬ出版
E このいえもむかしは ジュリー　フォリアーノ　文 ＢＬ出版
E はるをつかまえたうさぎちゃん 延原　清子　原作 ひかりのくに
E のどぼとけさん 尾崎　美紀　作 ひさかたチャイルド

E ちいさなかえるくん 甲斐　信枝　さく 福音館書店
E だんごむしのおうち 澤口　たまみ　ぶん 福音館書店
E 旅の絵本　９ 安野　光雅　著 福音館書店
E ぼくのなまえはへいたろう 灰島　かり　文 福音館書店
E モンゴル大草原８００年 イチンノロブ　ガンバートル　文 福音館書店
E うでのいいくつや くすのき　しげのり　作 フレーベル館
E はるのワンピースをつくりに 石井　睦美　文 ブロンズ新社
E ぼんやきゅう 指田　和　文 ポプラ社
E おかあさんはね エイミー　クラウス　ローゼンタール　ぶん マイクロマガジン社

E だれのいす？ アナ　カン　文 光村教育図書
E ぼくのきもちはね コリ　ドーフェルド　作 光村教育図書
E としおくんむし ねじめ　正一　文 光村教育図書
E 王さまとよごれた足 サリー　ポム　クレイトン　文 光村教育図書
E ふくろうのオカリナ 蜂飼　耳　文 理論社
E ねずみのペレスと歯のおはなし アナ　クリスティーナ　エレロス　さく ロクリン社
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F-ｱｲ 青星学園★チームＥＹＥ－Ｓの事件ノート　ロミオと青い星のひみつ 相川　真　作 集英社
F-ｲﾜ 地図を広げて 岩瀬　成子　著 偕成社
F-ｵｵ ようかいとりものちょう　５～７ 大崎　悌造　作 岩崎書店
F-ｵｸ わたしといろんなねこ おくはら　ゆめ　作絵 あかね書房
F-ｷﾐ おてつだいおばけさん　まんぷくラーメンいちだいじ 季巳　明代　作 国土社
F-ｷﾐ おてつだいおばけさん　まんぷくラーメンてんてこまい 季巳　明代　作 国土社
F-ｺｼﾞ 古事記 那須田　淳　文 学研プラス
F-ｺﾏ 三国志　９ 小前　亮　文 理論社
F-ｻｲ シンデレラのねずみ 斉藤　洋　作 偕成社

F-ｻｶ 名探偵コナン安室透セレクション ゼロの推理劇
ミ ス テ リ ー

酒井　匙　著 小学館

F-ｻﾄ シロガラス　５ 佐藤　多佳子　著 偕成社
F-ｽｶﾞ ヤイレスーホ 菅野　雪虫　著 講談社
F-ｽｷﾞ トレジャーハンター山串団五郎　どんぐりやまねこのなぞの巻 杉山　亮　作 偕成社
F-ｿｳ 痛快！天才キッズ・ミッチー 宗田　理　著 ＰＨＰ研究所
F-ﾀｶ くだものっこの花 たかどの　ほうこ　作 フレーベル館
F-ﾀｶ ゆっくりおやすみ、樹の下で 高橋　源一郎　著 朝日新聞出版
F-ﾂﾂ 千びきおおかみ 筒井　悦子　再話 こぐま社
F-ﾅｽ ヨッちゃんのよわむし 那須　正幹　作 ポプラ社
F-ﾆﾉ 花見べんとう 二宮　由紀子　作 文研出版
F-ﾉﾅ 本屋さんのルビねこ 野中　柊　作 理論社
F-ﾊﾏ ひとつのねがい はまだ　ひろすけ　作 理論社
F-ﾌｸ しゅくだいクロール 福田　岩緒　作　絵 ＰＨＰ研究所
F-ﾎﾝ メロンに付いていた手紙 本田　有明　文 河出書房新社
F-ﾏｽ しらとりくんはてんこうせい 枡野　浩一　ぶん あかね書房
F-ﾏﾂ ラスト・ホールド！ 松井　香奈　著 小学館
F-ﾏﾂ ん まつもと　さとみ　作 汐文社
F-ﾐｽﾞ お願い！フェアリー♥　２０ みずの　まい　作 ポプラ社
F-ﾐﾄﾞ 黒い本 緑川　聖司　作 ポプラ社
F-ﾐﾄﾞ 赤い本 緑川　聖司　作 ポプラ社

《《  日本のおはなし　　 》》
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F-ﾐﾄﾞ 白い本 緑川　聖司　作 ポプラ社
F-ﾐﾄﾞ 緑の本 緑川　聖司　作 ポプラ社
F-ﾐﾄﾞ 青い本 緑川　聖司　作 ポプラ社
F-ﾐﾄﾞ 紫の本 緑川　聖司　作 ポプラ社
F-ﾐﾄﾞ 金の本 緑川　聖司　作 ポプラ社
F-ﾐﾄﾞ 銀の本 緑川　聖司　作 ポプラ社
F-ﾐﾄﾞ 黄色い本 緑川　聖司　作 ポプラ社
F-ﾐﾄﾞ 怖い本 緑川　聖司　作 ポプラ社
F-ﾐﾄﾞ 闇の本 緑川　聖司　作 ポプラ社
F-ﾐﾄﾞ 呪う本 緑川　聖司　作 ポプラ社
F-ﾐﾔ スマイル・ムーンの夜に 宮下　恵茉　著 ポプラ社
F-ﾑｶ トリプル・ゼロの算数事件簿　ファイル７ 向井　湘吾　作 ポプラ社
F-ﾑﾗ こだわっていこう 村上　しいこ　作 学研プラス
F-ﾔﾏ 妖怪たぬきポンチキン雪わらしとのやくそく 山口　理　作 文溪堂

N-ｳｴ 母が作ってくれたすごろく アネ＝ルト　ウェルトハイム　文 徳間書店
N-ｺﾖ コヨーテ七人の巨人とたたかう 高野　由里子　編訳 風濤社
N-ｽﾀ ガムじいさん、あんたサイアクだよ！ アンディ　スタントン　作 小峰書店
N-ﾄﾙ 三びきのクマ レフ　トルストイ　作 理論社
N-ﾊﾃﾞ シャドウ・チルドレン　１，２ マーガレット　Ｐ．ハディックス　著 小学館
N-ﾋﾞｽﾞ ガーティのミッション世界一 ケイト　ビーズリー　作 岩波書店
N-ﾌﾛ たかが犬、なんて言わないで リブ　フローデ　作 文研出版
N-ﾙﾌﾞ 怪盗アルセーヌ・ルパン　名警部をうならせる、怪盗紳士のあざやかなトリック モーリス　ルブラン　作 学研プラス
N-ﾙﾌﾞ 怪盗アルセーヌ・ルパン　あやしい旅行者 モーリス　ルブラン　作 学研プラス

00 人工知能と友だちになれる？ 新井　紀子　監修 誠文堂新光社
14 感性の育て方 入江　久絵　マンガ　イラスト 旺文社
15 やっぱりこういうときどうするんだっけ 辰巳　渚　著 毎日新聞出版
28 怪魚ハンター、世界をゆく こうやま　のりお　文 佼成出版社
28 源氏物語の教え 大塚　ひかり　著 筑摩書房

《《  外国のおはなし　　 》》

《《  ちしきの本    　　   》》
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28 いつかすべてが君の力になる 梶　裕貴　著 河出書房新社
30 はじめての沖縄 岸　政彦　著 新曜社
32 刑務所しか居場所がない人たち 山本　譲司　著 大月書店
33 たすけあいのひみつ トミイ大塚　まんが 学研プラス
36 地震・津波防災のひみつ 工藤　ケン　漫画 宮城県
36 性の多様性ってなんだろう？ 渡辺　大輔　著 平凡社
40 楽しすぎる科学実験・観察 青野　裕幸　著 いかだ社
40 親子でできるおいしい料理実験 ジョディ　ウィーラー　トッペン　著 日経ナショナルジオグラフィック社

40 実験・観察大図鑑 ロバート　ウィンストン　著 新星出版社
47 はるのくさばなあそび 佐野　高太郎　写真 ひさかたチャイルド

481 バイオロギングで新発見！ 中野　富美子　構成　文 あかね書房
482 世界動物アトラス レイチェル　ウィリアムズ　文 徳間書店
58 イチからつくるワタの糸と布 大石　尚子　編 農山漁村文化協会
58 こうじ菌 北垣　浩志　監修 農山漁村文化協会
59 楽しくお手伝い 松本　麻希　マンガ　イラスト 旺文社
59 いなり寿司のひみつ おだぎ　みを　まんが 学研プラス
59 ひとりでできる子どもキッチン 上田　淳子　著 講談社
65 ブナの森を探検しよう！ 瀬川　強　著 ＰＨＰ研究所
68 キリンの運びかた、教えます 岩貞　るみこ　文 講談社
70 ゴッホはなぜ星月夜のうねる糸杉をえがいたのか マイケル　バード　著 エクスナレッジ
74 まなぶ 長倉　洋海　著 アリス館
76 ジュニア楽典 山下　薫子　著 音楽之友社
79 超もりあがる！５分間ゲーム さそり山　かずき　作 ポプラ社
80 アナグラムで遊ぼう　けんじのじけん ささき　あり　作 あかね書房
83 英語が好きになる 関　和之　マンガ　イラスト 旺文社
911 小学生のための俳句入門 坪内　稔典　監修 くもん出版
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