
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4日(日) 8月11日(日) 8月21日(水)

9月1日(日) 9月8日(日) 9月18日(水)

8月17日(土) ※１　8月24日(土) 8月3日(土)

9月21日(土) ※１　9月28日(土) 9月7日(土)

赤ちゃんおはなし会０・１・２ ※２　9月18日(水)

あっぷっぷ
あたらしくはいったこどもの本

２０１９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

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）



分類 書名 著者名 出版社

E みつけてくれる？ 松田　奈那子　作 あかね書房
E はみがきれっしゃしゅっぱつしんこう！ くぼ　まちこ　著 アリス館
E あみ 中川　ひろたか　作 アリス館
E にゅうしちゃん ｍｉｎｃｈｉ　さく　え 岩崎書店
E どうぶつたちのだいすきって？ アン　ウィットフォード　ポール　ぶん 岩崎書店
E ヒキガエルがいく パク　ジォンチェ　作 岩波書店
E どっちからよんでも 本村　亜美　文 絵本館
E しゅっぽくん つしま　ひろし　作　絵 絵本塾出版
E しろねこくろねこ きくち　ちき　作 学研プラス
E もみの木 せな　けいこ　絵 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
E へんしんバス あきやま　ただし　作　絵 金の星社
E ぞうさんうんちしょうてんがい ねじめ　正一　文 くもん出版
E あいうえオリンピック 中川　ひろたか　文 くもん出版
E ぽっぽこうくう もとやす　けいじ　著 佼成出版社
E カルガモゆうらんせん もとやす　けいじ　著 佼成出版社
E だーれのは？ 新井　洋行　作 講談社
E ハーピカせんにん 田中　六大　作 講談社
E まよなかのせおよぎ 近藤　未奈　作 講談社
E ぼくたちはみんな旅をする ローラ　ノウルズ　文 講談社
E 火 あやかし 飯野　和好　絵と文 小峰書店
E ちゅるちゅる 視覚デザイン研究所　さく 視覚デザイン研究所

E そらまめくんとおまめのなかま なかや　みわ　さく 小学館
E そらまめくんこんにちは なかや　みわ　さく 小学館
E フシギなさかな 尾崎　たまき　写真　文 新日本出版社
E ジュース 三木　卓　作 鈴木出版
E いろんなやさい クララ　コルマン　さく 大日本絵画
E はたけのにゃーこ 織茂　恭子　作 童心社
E おままごとであそびましょ やぎた　よしこ　ぶん 童心社

《《  えほん　        　　 》》
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E かくれんぼでもういいかい やぎた　よしこ　ぶん 童心社
E こくん 村中　李衣　作 童心社
E ぼくはなきました くすのき　しげのり　さく 東洋館出版社
E ワニをつかまえたこざるのおはなし メイ　ダランソン　文 徳間書店
E しあわせの島へ マリット　テルンクヴィスト　作　絵 徳間書店
E ねぎねぎねぎねぎくじょうねぎ たけだ　かつゆき　ぶん 図書印刷同朋舎（印刷）

E しょうごいんかぶらのびようしつへいらっしゃい たけだ　かつゆき　ぶん 図書印刷同朋舎（印刷）

E やまのおなか ちえちひろ　作　絵 パイインターナショナル

E ちゅんたろうのしょうがっこうたんけん 田島　かおり　著 白泉社
E どうなってるの？どうぶつの歯 鈴木　勝　さく はる書房
E トロピカルテリー ジャーヴィス　作 ＢＬ出版
E 海ガラスの夏 ミシェル　ハウツ　文 ＢＬ出版
E しろちゃんとはりちゃん なつのいちにち たしろ　ちさと　作　絵 ひかりのくに
E ９９９ひきのきょうだいのほしをさがしに 木村　研　文 ひさかたチャイルド

E まほうのさんぽみち ロビン　ショー　さく 評論社
E のりたいな みやまつ　ともみ　さく 福音館書店
E はりねずみのぼうけん ディック　ブルーナ　ぶん　え 福音館書店
E ぺんぎんのぴむとぽむ ディック　ブルーナ　ぶん　え 福音館書店
E かめくんのさんぽ なかの　ひろたか　さく　え 福音館書店
E イワシ 大片　忠明　さく 福音館書店
E なっちゃんのなつ 伊藤　比呂美　文 福音館書店
E ばらいろのかさ アメリー　カロ　文 福音館書店
E 火山はめざめる はぎわら　ふぐ　作 福音館書店
E お、しりませんでした あわた　のぶこ　作 フレーベル館
E ビーバのそらのたび マグナス　ウェイトマン　作 フレーベル館
E おばけのぺろぺろ 乾　栄里子　さく フレーベル館
E ころべばいいのに ヨシタケ　シンスケ　作 ブロンズ新社
E チュチュをきたトラ ファビ　サンティアゴ　作 文化学園文化出版局

E ヒロシマ消えたかぞく 指田　和　著 ポプラ社
E 生きているのはなぜだろう。 池谷　裕二　作 ほぼ日
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E きょうふのしりとり 武田　美穂　作 ほるぷ出版
E もりのケーキ さはら　ゆうき　ぶん マイルスタッフ
E ジャックのどきどきモンスター サム　ズッパルディ　作 光村教育図書
E 夏とおとうとと ふくだ　いわお　作 光村教育図書
E ピタンくん やまぐち　ようすけ　さく　え ヤングトゥリー
E こっぷんとかっぷん よしだ　なおこ　さく ヤングトゥリー

F-ｱﾝ ルルとララのおまじないクッキー あんびる　やすこ　作　絵 岩崎書店
F-ｲﾁ しずかな魔女 市川　朔久子　作 岩崎書店
F-ｲﾊ ぬけ穴の首 井原　西鶴　著 岩波書店
F-ｶｼ ぼくんちの海賊トレジャ 柏葉　幸子　作 偕成社
F-ｶｾﾞ 氷の上のプリンセス　ジュニア編３．５ 風野　潮　作 講談社
F-ｸﾗ 夜カフェ　３ 倉橋　燿子　作 講談社
F-ｺﾊﾞ 作家になりたい！　５ 小林　深雪　作 講談社
F-ｼﾗ トクベツな日 白矢　三恵　作 ＰＨＰ研究所
F-ｽｶﾞ アトリと五人の王 菅野　雪虫　著 中央公論新社
F-ｽｷﾞ こんどこそは名探偵 杉山　亮　作 偕成社
F-ﾉﾅ ルビとしっぽの秘密 野中　柊　作 理論社
F-ﾋﾛ 鬼遊び　地獄のお囃子 廣嶋　玲子　作 小峰書店
F-ﾌｸ 手紙 福田　隆浩　著 講談社

F-ﾏﾂ パスワード渦巻き少女
ガ ー ル

松原　秀行　作 講談社

F-ﾑﾗ 七転びダッシュ！　３ 村上　しいこ　作 講談社
F-ﾑﾗ あららのはたけ 村中　李衣　作 偕成社
F-ﾖｺ 手と手をぎゅっとにぎったら 横田　明子　作 佼成出版社

N-ｼﾞﾖ 秘密をもてないわたし ペニー　ジョエルソン　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
N-ﾎﾘ １１番目の取引 アリッサ　ホリングスワース　作 鈴木出版
N-ﾜｲ 最後のドラゴン ガレット　ワイヤー　著 あすなろ書房

03 学校なぞなぞ　２ ながた　みかこ　文 汐文社

《《  日本のおはなし　　 》》

《《  外国のおはなし　　 》》

《《  ちしきの本    　　   》》
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15 「空気」を読んでも従わない 鴻上　尚史　著 岩波書店
28 チェンジ・ザ・ワールド！ スーザン　フッド　文 フレーベル館
28 夢見る人 パム　ムニョス　ライアン　作 岩波書店
29 日本なんでもランキング図鑑 池野　範男　監修 ミネルヴァ書房
31 内戦の地に生きる 橋本　昇　著 岩波書店
31 平和のバトン 弓狩　匡純　著 くもん出版
33 お金のことがよくわかる事典 岡本　和久　監修 ＰＨＰ研究所
36 名もなき花たちと 小手鞠　るい　著 原書房
37 不登校でも大丈夫 末富　晶　著 岩波書店
38 こまを楽しむ ＷＩＬＬこども知育研究所　編　著 金の星社
40 文部科学大臣賞を受賞した小学１年生のすごい自由研究「セミをさがしたなつやすみ」 吉川　蒼都　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
40 もっと知りたい科学入門 アレックス　フリス　著 東京書籍
42 タイムマシンって実現できる？ 二間瀬　敏史　監修 誠文堂新光社
46 こうぼ 浜本　牧子　監修 農山漁村文化協会
481 たべたらうんち！ ひさかたチャイルド

483 どっちが強い！？クラゲｖｓデンキウナギ ジノ　ストーリー ＫＡＤＯＫＡＷＡ
485 ハエトリグモ 坂本　昇久　写真　文 ポプラ社
486 どっちが強い！？カブトムシｖｓクワガタムシ スライウム　ストーリー ＫＡＤＯＫＡＷＡ
486 どっちが強い！？カマキリｖｓサソリ スライウム　ストーリー ＫＡＤＯＫＡＷＡ
486 どっちが強い！？ハチｖｓクモ ジノ　ストーリー ＫＡＤＯＫＡＷＡ
487 どっちが強い！？サメｖｓメカジキ スライウム　ストーリー ＫＡＤＯＫＡＷＡ
487 どっちが強い！？ヘビｖｓワニ スライウム　ストーリー ＫＡＤＯＫＡＷＡ
487 どっちが強い！？コブラｖｓガラガラヘビ レッドコード　ストーリー ＫＡＤＯＫＡＷＡ
487 どっちが強い！？オオトカゲｖｓワニガメ スライウム　ストーリー ＫＡＤＯＫＡＷＡ
487 なるほど！魚の漢字 学研プラス
487 生きているシーラカンスに会いたい！ 岩田　雅光　著 新日本出版社
488 どっちが強い！？イヌワシｖｓハゲワシ レッドコード　ストーリー ＫＡＤＯＫＡＷＡ
488 どっちが強い！？ヒクイドリｖｓカンガルー スライウム　ストーリー ＫＡＤＯＫＡＷＡ
488 おしえてフクロウのひみつ 柴田　佳秀　文 子どもの未来社
489 どっちが強い！？ライオンｖｓトラ スライウム　ストーリー ＫＡＤＯＫＡＷＡ
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489 どっちが強い！？ゴリラｖｓクマ スライウム　ストーリー ＫＡＤＯＫＡＷＡ
489 どっちが強い！？ゾウｖｓサイ レッドコード　ストーリー ＫＡＤＯＫＡＷＡ
489 どっちが強い！？クジラｖｓダイオウイカ レッドコード　ストーリー ＫＡＤＯＫＡＷＡ
489 どっちが強い！？オオカミｖｓハイエナ スライウム　ストーリー ＫＡＤＯＫＡＷＡ
489 どっちが強い！？カバｖｓアフリカスイギュウ ジノ　ストーリー ＫＡＤＯＫＡＷＡ
49 からだのなかのびっくり事典 こざき　ゆう　文 ポプラ社
49 寄生虫のサバイバル　１，２ ゴムドリｃｏ．　文 朝日新聞出版
49 ミクロワールド人体大図鑑　骨と筋肉 宮澤　七郎　監修 小峰書店
49 ミクロワールド人体大図鑑　ホルモンと免疫 宮澤　七郎　監修 小峰書店
49 ミクロワールド人体大図鑑　ミクロの世界から人体を見る 宮澤　七郎　監修 小峰書店
49 アレルギーのサバイバル　１，２ ゴムドリｃｏ．　文 朝日新聞出版
50 スーパークールテック 大津　祥子　訳 すばる舎
53 おおさかの電車の顔ずかん 「旅と鉄道」編集部　文 天夢人
54 よくわかる情報通信 高作　義明　著 ＰＨＰ研究所
59 旬ってなに？　春 本多　京子　監修 汐文社
59 旬ってなに？　夏 本多　京子　監修 汐文社
74 つながる 長倉　洋海　著 アリス館
783 小学生のドッジボール最強トレーニングＢＯＯＫ 関川　卓真　監修 メイツ出版
81 漢字の本　小学１年生 下村　昇　著 偕成社
81 言葉の力 オゼキ　イサム　マンガ　イラスト 旺文社
81 なぜなに日本語　もっと 関根　健一　著 三省堂
911 はじめての万葉集　上，下 萩原　昌好　編 あすなろ書房
912 菅原伝授手習鑑 金原　瑞人　著 岩崎書店
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