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ばしょ

ないよう

2月7日(日) 2月3日(水) 2月17日(水)

3月6日(日) 3月2日(水) 3月16日(水)

2月20日(土) ※　2月27日(土) 2月6日(土)

3月19日(土) ※　3月26日(土) 3月5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

２０１６年２月号

２月～３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 だいすきなパパへ ジェシカ　バグリー　作 あすなろ書房
E ざしきぼっこ 武田　美穂　作 あすなろ書房
E しろもちくんとまめもちくん 庄司　三智子　作 アリス館
E せんそうごっこ 谷川　俊太郎　文 いそっぷ社
E くうきにんげん 綾辻　行人　作 岩崎書店
E みて！ 高畠　那生　作 絵本館
E ママなんサイ？ 越智　あやこ　文 絵本館
E まんじゅうじいさん あらい　ゆきこ　作　絵 絵本塾出版
E だれのものでもない岩鼻の灯台 山下　明生　文 絵本塾出版
E ありがとうエバせんせい ヒラリー　ロビンソン　文 絵本塾出版
E まえとうしろどんなくるま？　１ こわせ　もりやす　作 偕成社
E わたしのいえ カーソン　エリス　作 偕成社
E たべものなあに 星燈社　絵 学研教育出版
E いきものなあに 星燈社　絵 学研教育出版
E だれのもようかな？ ネイチャー＆サイエンス　編 河出書房新社
E よんでよんで ときわ　ひろみ　さく 教育画劇
E よるのつみきだいさくせん 新井　洋行　作　絵 金の星社
E ひつじの王さま オリヴィエ　タレック　作 くもん出版
E おやすみなさい くまくん パッツィ　スキャリー　さく 好学社
E げんこつげんたろう くすのき　しげのり　作 廣済堂あかつき
E ぼくはいったいなんやねん 岡田　よしたか　著 佼成出版社
E のりものつみき よねづ　ゆうすけ　作 講談社
E トッキュウジャーかぞく のぶみ　さく 講談社
E Ｚｅｒｏ キャサリン　オートシ　作　絵 講談社
E でんごんでーす マック　バーネット　文 講談社
E でんしゃのしりとり 交通新聞社
E つきよのふたり 井上　洋介　えとぶん 小峰書店
E どこどこ迷路の大恐竜時代 島田　ちとせ　え 視覚デザイン研究所

《《  えほん　        　　 》》
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E 鹿姫ものがたり 三木　卓　文 写真文化首都北海道「写真の町」東川町

E だっておさるだもん サトシン　作 小学館
E どーだっ！ 後藤　竜二　ぶん 新日本出版社
E おしょうがつセブン もとした　いづみ　作 世界文化社
E でんきのビリビリ こしだ　ミカ　さく　え そうえん社
E もう、ねるんだってば！ ジョリ　ジョン　さく そうえん社
E ど根性ひまわりのき～ぼうちゃん 漆原　智良　作 第三文明社
E みずちゃぽん 新井　洋行　さく 童心社
E りんごがひとつ いわむら　かずお　作 童心社
E こしょこしょきなちゃん １０にんのきなちゃん こが　ようこ　さく 童心社
E おしゃれなクララとおばあちゃんのぼうし エイミー　デ　ラ　ヘイ　文 徳間書店
E ぼくにもできるよ！ 日本てんかん協会　監修 日本てんかん協会
E ねんねのおとがきこえるよ きたやま　ようこ　著 白泉社
E おうちにかえろう 青山　邦彦　さく 白泉社
E えんぎがいい 雨宮　尚子　著 白泉社
E いつまでも エマ　ドッド　文　絵 バベルプレス
E 妖精の国１００１のさがしもの ジリアン　ドハーティ　作 ＰＨＰ研究所
E １００１のどうぶつをさがせ！ ルース　ブロックルハースト　作 ＰＨＰ研究所
E 魔法の国１００１のさがしもの ジリアン　ドハーティ　作 ＰＨＰ研究所
E たのしいお休み１００１のさがしもの ヘイゼル　マスケル　作 ＰＨＰ研究所
E わるものにさらわれたおひめさまをたすけだそう！ 新井　洋行　作　絵 ＰＨＰ研究所
E はしる！新幹線「かがやき」 鎌田　歩　作 ＰＨＰ研究所
E げんこつやまがあったとさ 間所　ひさこ　さく ＰＨＰ研究所
E ペンギンのパンゴー 市川　里美　作 ＢＬ出版
E 木のすきなケイトさん Ｈ．ジョゼフ　ホプキンズ　文 ＢＬ出版
E はひふへほんやさんほんじつかいてん いしい　むつみ　さく ＢＬ出版
E スワン ローレル　スナイダー　文 ＢＬ出版
E ゆきだるまうさぎ 田中　てるみ　文 ＢＬ出版
E おおかみくん 飯島　敏子　原作 ひかりのくに
E おまつりやさん 飯野　由希代　作 ひさかたチャイルド
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E ねこさんスパゲッティ 夏目　尚吾　作　絵 ひさかたチャイルド

E オオサンショウウオみつけたよ にしかわ　かんと　ぶん 福音館書店
E もしもせかいがたべものでできていたら カール　ワーナー　写真　文 フレーベル館
E あえのこと さとう　れいこ　文　英訳 文芸社
E やさいだワッショイ！おいしさとどけ隊 サトシン　さく 文溪堂
E まじょのルマニオさん 谷口　智則　作　絵 文溪堂
E トーマスとたのしいなかまたち ウィルバート　オードリー　原作 ポプラ社
E 冒険！発見！大迷路恐竜王国の秘宝 原　裕朗　作　絵 ポプラ社
E 冒険！発見！大迷路ドラゴンアドベンチャー 原　裕朗　作　絵 ポプラ社
E 冒険！発見！大迷路妖怪大決戦 原　裕朗　作　絵 ポプラ社
E おしりたんてい トロル　さく　え ポプラ社
E おしりたんてい ププッレインボーダイヤをさがせ！ トロル　さく　え ポプラ社
E おしりたんてい ププッちいさなしょちょうのだいピンチ！？ トロル　さく　え ポプラ社
E おしりたんてい ププッきえたおべんとうのなぞ！ トロル　さく　え ポプラ社
E おしりたんてい ププッおおどろぼうあらわる！ トロル　さく　え ポプラ社
E そっくりさんどこにいるかわかるかな？ ブリッタ　テッケントラップ　作 ポプラ社
E いそあそびしようよ！ はた　こうしろう　作 ほるぷ出版
E 海の小学校 あまん　きみこ　ぶん 本願寺出版社
E ふうせんいぬティニーあつがりうんてんしゅ ふうせんいぬティニー製作委員会　監修 マガジンハウス
E あかり 林　木林　文 光村教育図書
E ユーゴ修道士と本を愛しすぎたクマ ケイティ　ビービ　文 光村教育図書
E ぞうさん、どこにいるの？ バルー　作 光村教育図書
E かかしのしきしゃ 中野　真典　作 理論社
E ぼくは、ブルーノ デイヴィッド　カリ　文 ワールドライブラリー

E リンチェはどこ？ シブ　ポスツマ　作　絵 ワールドライブラリー

F-ｱﾝ あたらしいわたしの探し方 あんびる　やすこ　著 岩崎書店
F-ｲﾁ ＡＢＣ！ 市川　朔久子　著 講談社
F-ｲﾏ 丸天井の下の「ワーオ！」 今井　恭子　作 くもん出版
F-ｶｾﾞ 氷の上のプリンセス　ジゼルがくれた魔法の力 風野　潮　作 講談社

《《  日本のおはなし　　 》》
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F-ｶｾﾞ 氷の上のプリンセス　オーロラ姫と村娘ジゼル 風野　潮　作 講談社
F-ｶｾﾞ 氷の上のプリンセス　カルメンとシェヘラザード 風野　潮　作 講談社
F-ｶｾﾞ 氷の上のプリンセス　こわれたペンダント 風野　潮　作 講談社
F-ｶｾﾞ 氷の上のプリンセス　波乱の全日本ジュニア 風野　潮　作 講談社
F-ｶﾜ 向かい風に髪なびかせて 河合　二湖　著 講談社
F-ｷﾖ 境界のＲＩＮＮＥ　友だちからで良ければ 浜崎　達也　著 小学館
F-ｺｸﾞ サトミちゃんちの８男子　８ こぐれ　京　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
F-ｻｶﾞ ゆうれい回転ずしにぎりずし一本勝負！ 佐川　芳枝　作 講談社
F-ｻﾄ 初恋日和 佐藤　佳代　作 岩崎書店
F-ｻﾜ 目の見えない子ねこ、どろっぷ 沢田　俊子　文 講談社
F-ｼｵ おはなしねこあつめ 汐月　遥　著 集英社
F-ｽｴ ぞくぞく村のランプの精ジンジン 末吉　暁子　作 あかね書房
F-ｿｳ ２年Ａ組探偵局　ぼくらのテスト廃止事件 宗田　理　作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
F-ﾀｶ たぬきがくるよ 高科　正信　作 ＢＬ出版
F-ﾂｼﾞ １２歳。　そして、みらい 辻　みゆき　著 小学館
F-ﾄﾖ 電車で行こう！　ハートのつり革を探せ！駿豆線とリゾート２１で伊豆大探検！！ 豊田　巧　作 集英社
F-ﾄﾖ 電車で行こう！　北陸新幹線とアルペンルートで、極秘の大脱出！ 豊田　巧　作 集英社
F-ﾄﾛ おしりたんてい むらさきふじんのあんごうじけん トロル　さく　え ポプラ社
F-ﾅｶ めいちゃんの５００円玉 なかがわ　ちひろ　作　絵 アリス館
F-ﾅｶ 茶畑のジャヤ 中川　なをみ　作 鈴木出版
F-ﾊﾏ 甘党仙人 濱野　京子　作 理論社
F-ﾊﾏ 空はなに色 濱野　京子　作 そうえん社
F-ﾊﾔ 都会（まち）のトム＆ソーヤ　１３ はやみね　かおる　著 講談社
F-ﾊﾗ にんじゃざむらいガムチョコバナナ　００３ 原　ゆたか　さく　え ＫＡＤＯＫＡＷＡ
F-ﾌｶ こちらパーティー編集部っ！　１～４ 深海　ゆずは　作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
F-ﾌｼﾞ まじょ子とハロウィンのまほう 藤　真知子　作 ポプラ社
F-ﾎﾘ 魔法のレシピでスイーツ・フェアリー 堀　直子　作 あかね書房
F-ﾏｷ 「悩み部」の栄光と、その慢心。 麻希　一樹　著 学研教育出版
F-ﾐﾀ キャベたまたんていちんぼつ船のひみつ 三田村　信行　作 金の星社
F-ﾑﾗ ただいまおばけとりょこうちゅう！ むらい　かよ　著 ポプラ社
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F-ﾔｸ 約束 小林　深雪　ほか著 講談社
F-ﾔﾏ ぼくらと犬の小さな物語 山口　花　著 学研教育出版
F-ﾔﾏ ママは１２歳 山中　恒　作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
F-ﾜﾀ 文学少年と運命の書 渡辺　仙州　作 ポプラ社

N-ｱﾝ さかさ町 Ｆ．エマーソン　アンドリュース　作 岩波書店
N-ｳｴ ペンギンは、ぼくのネコ ホリー　ウェッブ　作 徳間書店
N-ｴｽ ゆうかんな猫ミランダ エレナー　エスティス　作 岩波書店
N-ｵｽﾞ 第二次世界大戦の夜 メアリー　ポープ　オズボーン　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
N-ｹﾈ ウォーリーと１６人のギャング リチャード　ケネディ　ぶん 大日本図書
N-ｽｶ タイムライダーズ　失われた暗号 １，２ アレックス　スカロウ　作 小学館
N-ｽﾃ ブラック・レコニング ジョン　スティーブンス　著 あすなろ書房
N-ﾀﾞﾚ 闇の炎 クリス　ダレーシー　著 竹書房
N-ﾊﾟﾝ 浮き橋のそばのタンムー 彭　学軍　著 ポプラ社
N-ﾗｲ ライオン・キング　２ 橘高　弓枝　文 偕成社
N-ﾚｲ マンモスアカデミー　１ ニール　レイトン　作 小峰書店
N-ﾛﾌ ドリトル先生の最後の冒険　新訳 ヒュー　ロフティング　作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

02 本のことがわかる本　１～３ 稲葉　茂勝　文 ミネルヴァ書房
10 子どもの哲学 河野　哲也　著 毎日新聞出版
15 子供読本 羽仁　もと子　著 婦人之友社
15 むのたけじ１００歳のジャーナリストからきみへ　平和 むの　たけじ　著 汐文社
15 １０代のための座右の銘 大泉書店編集部　編 大泉書店
21 ぬちどぅたから 真鍋　和子　作 汐文社
23 森と山と川でたどるドイツ史 池上　俊一　著 岩波書店
28 国旗のクイズ図鑑 学研教育出版
28 大村智ものがたり 馬場　錬成　著 毎日新聞出版
29 都道府県のクイズ図鑑 学研教育出版
31 漫画家たちのマンガ外交 石川　好　著 彩流社
32 よくわかる少年法 後藤　弘子　監修 ＰＨＰ研究所

《《  外国のおはなし　　 》》

《《  ちしきの本    　　   》》
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33 お金のこと 関　和之　マンガ　イラスト 旺文社
36 友だち関係 藤　美沖　マンガ　イラスト 旺文社
36 夢をかなえる職業ガイド ＰＨＰ研究所　編 ＰＨＰ研究所
37 三年二組、みんなよい子です！ くすのき　しげのり　作 講談社
38 大迫力！世界の妖怪大百科 山口　敏太郎　著 西東社
38 恐怖のオオカミ男 ロバート　カラン　原作 学研教育出版
38 世界のともだち　２５～２８ 偕成社
38 にっぽんのおやつ 白央　篤司　著 理論社
40 小学生のくらべて発見！理科実験　３・４年生 山村　紳一郎　監修 数研出版
40 小学生のくらべて発見！理科実験　５・６年生 山村　紳一郎　監修 数研出版
40 目でみる１ｍｍの図鑑 こどもくらぶ　編 東京書籍
41 算数のしくみ大事典 坪田　耕三　著 新潮社
44 星と星座のふしぎ 荒舩　良孝　著 すばる舎
45 なぜ？の図鑑 恐竜 真鍋　真　監修 学研教育出版
45 ジオパークへ行こう！ 林　信太郎　著 小峰書店
46 ミクロワールド大図鑑　人体 宮澤　七郎　監修 小峰書店
480 なぜ？の図鑑 動物 今泉　忠明　監修 学研教育出版
481 地中世界のサバイバル　１，２ スウィートファクトリー　文 朝日新聞出版
481 水の国の迷路 香川　元太郎　作　絵 ＰＨＰ研究所
486 はじめてのむしのしいくとかんさつ 筒井　学　写真　文 学研教育出版
486 なぜ？の図鑑 昆虫 岡島　秀治　監修 学研教育出版
49 薬剤師の一日 ＷＩＬＬこども知育研究所　編著 保育社
49 ちいさなちいさなベビー服 八束　澄子　作 新日本出版社
49 ママはお医者さん あさの　あつこ　作 講談社
50 工場で働く人たち 松井　大助　著 ぺりかん社
50 よくわかる知的財産権 岩瀬　ひとみ　監修 ＰＨＰ研究所
51 コロッケ先生の情熱！古紙リサイクル授業 中村　文人　文 佼成出版社
59 ミラクルかんたん！スイーツマジック　１～５ 寺西　恵里子　作 汐文社
59 整理整頓 入江　久絵　マンガ　イラスト 旺文社
59 名作の中のお菓子物語 今田　美奈子　著 朝日学生新聞社
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59 はじめての手づくりかんたんかわいいソーイング 春日　一枝　作品制作　構成 小学館
61 まるごとじゃがいも 八田　尚子　構成　文 絵本塾出版
65 木と日本人　２ ゆのき　ようこ　監修　文 理論社
67 考えよう！やってみよう！フェアトレード　３ こどもくらぶ　編 彩流社
72 かわいくかけちゃう！カンタンまんがレッスンＢＯＯＫ 日本マンガ塾　監修 金の星社
75 きせつのかんたんおりがみ　１～４ 竹井　史郎　作 小峰書店
75 はじめて工作！ まるばやし　さわこ　著 ＷＡＶＥ出版
75 しかけがおもしろい貯金箱 ブティック社
75 親子でカンタン＆楽しくあそべる！男の子のおりがみ 丹羽　兌子　著 ナツメ社
75 楽しく作ろう！手作り万華鏡 豊田　芳弘　監修 ブティック社
780 時代背景から考える日本の６つのオリンピック　１～３ 稲葉　茂勝　文 ベースボール・マガジン社

782 「走る」のなぞをさぐる 高野　進　著 少年写真新聞社
79 写真でわかる決定版あやとり大百科 なつかしあそびの会　編 西東社
79 けん玉学 窪田　保　著 今人舎
79 あやとりであそぼ！ 本郷あやとり研究会　編 大泉書店
902 名作への架け橋 萩原　茂　著 みくに出版
908 世界名作ショートストーリー　１～３ 理論社

C おりょうりだいすきエプロンさん いちかわ　けいこ　脚本 童心社
C えのなかのゆうれい 古川　タク　作　絵 教育画劇

《《  かみしばい     　　  》》
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