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3月6日(日) 3月2日(水) 3月16日(水)

3月19日(土) ※　3月26日(土) 3月5日(土)

※　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

おはなしのへや

中央図書館 東宇治図書館

あっぷっぷ
あたらしくはいったこどもの本

２０１６年３月号

おはなしかい

西宇治図書館

３月～４月のおはなしかい・おはなしのへや　　　　　　　　　　３時３０分～４時



分類 書名 著者名 出版社

E みんなのくまくまパン 西村　敏雄　作 あかね書房
E プレゼント、あけてみて！ おおで　ゆかこ　作 あかね書房
E じまんのマフラー マーシャ　ダイアン　アーノルド　文 あすなろ書房
E かえるくんどっちがどっち？ 松橋　利光　著 アリス館
E にわのかいじゅうファイル 松橋　利光　著 アリス館
E ペネロペ イースターエッグをさがす アン　グットマン　ぶん 岩崎書店
E メリークリスマス、ペネロペ！ アン　グットマン　ぶん 岩崎書店
E こばとちゃんとあひるちゃん デイヴィッド　マーティン　ぶん 岩崎書店
E ぼくのわんこ ローリー　アン　トンプソン　ぶん 岩崎書店
E かあちゃんえほんよんで かさい　まり　文 絵本塾出版
E れいぞうこ 新井　洋行　作　絵 偕成社
E おしいれ 新井　洋行　作　絵 偕成社
E ぷちとまとちゃん ひろかわ　さえこ　作 偕成社
E じゃがいもちゃん ひろかわ　さえこ　作 偕成社
E おまめちゃん ひろかわ　さえこ　作 偕成社
E でんしゃがきた 竹下　文子　作 偕成社
E おめんです　２ いしかわ　こうじ　作　絵 偕成社
E 発見！古典はおもしろい　１巻～３巻 面谷　哲郎　文 偕成社
E あなに 長谷川　集平　作 解放出版社
E 流れ星のねがいごと 大底　茅里　作　絵 学芸みらい社
E ママははなよめさん 長崎　源之助　文 学研教育出版
E ママのゆきだるま 長崎　源之助　文 学研プラス
E ママのもちつき 長崎　源之助　文 学研プラス
E ぼくってぼくやから 亀岡市　編集 亀岡市生涯学習部人権啓発課

E わたしらしくいこう 亀岡市　編集 亀岡市生涯学習部人権啓発課

E わいわいきのこのおいわいかい タチヤーナ　マーヴリナ　絵 カランダーシ
E みつけてかぞえてどこどこどうぶつ　わくわくどうぶつえん ガレス　ルーカス　絵 河出書房新社
E ゆきあそび たちもと　みちこ　さく　え 教育画劇

《《  えほん　        　　 》》
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E プレゼントの木 いもと　ようこ　作絵 金の星社
E ねこだらけ あき　びんご　作 くもん出版
E どんないちにち くすのき　しげのり　作 廣済堂あかつき
E だーれのおしり？ よねづ　ゆうすけ　作 講談社
E うめじいのたんじょうび かがくい　ひろし　作 講談社
E わたし、もうすぐ２ねんせい！ くすのき　しげのり　作 講談社
E ブルくんのだいじなひ キャンデス　フレミング　さく 講談社
E ひなまつりのちらしずし 宮野　聡子　作 講談社
E トリケラタンクのタイムマシンめいろ 黒川　みつひろ　作絵 小峰書店
E 恐竜ＡＢＣ 黒川　みつひろ　作絵 小峰書店
E ポーリーちゃんポーリーちゃん どい　かや　文　絵 小学館
E みんがらばー！はしれはまかぜ 村中　李衣　文 新日本出版社
E どうぶつドドド 矢野　アケミ　作　絵 鈴木出版
E やだやだベティ スティーブ　アントニー　作　絵 鈴木出版
E みずちゃぽん 新井　洋行　さく 童心社
E ばななせんせいとおさんぽ 得田　之久　ぶん 童心社
E ばななせんせいとおえかき 得田　之久　ぶん 童心社
E まくらちゃんです。 とよた　かずひこ　さく　え 童心社
E リュックちゃんです。 とよた　かずひこ　さく　え 童心社
E ぎゅっ ジェズ　オールバラ　作　絵 徳間書店
E ことばあそびレストラン 石津　ちひろ　文 のら書店
E いちにちおもちゃ ふくべ　あきひろ　さく ＰＨＰ研究所
E いちにちぶんぼうぐ ふくべ　あきひろ　さく ＰＨＰ研究所
E いちにちどうぶつ ふくべ　あきひろ　さく ＰＨＰ研究所
E りゆうがあります ヨシタケ　シンスケ　作　絵 ＰＨＰ研究所
E とけいのおうさま こすぎ　さなえ　さく ＰＨＰ研究所
E ホーホーはらへりフクロウさまだ！ ショーン　テイラー　文 ＢＬ出版
E とんがりくん かしわら　あきお　作　絵 ひかりのくに
E 絵本で出会う星の王子さま サン　テグジュペリ　原作 ひさかたチャイルド

E おふろやさんのまねきねこ とよた　かずひこ　さく　え ひさかたチャイルド
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E ねこのピートはじめてのがっこう エリック　リトウィン　作 ひさかたチャイルド

E くだもの 平山　和子　さく 福音館書店
E 文房具のやすみじかん 土橋　正　文 福音館書店
E 北をめざして ニック　ドーソン　さく 福音館書店
E アンパンマンとナガネギマン やなせ　たかし　さく　え フレーベル館
E カミツキガメはわるいやつ？ 松沢　陽士　写真　文 フレーベル館
E アンパンマンのひみつ やなせ　たかし　さく　え フレーベル館
E もんぜんバナナ ささき　みお　作 文研出版
E ごはんのじかん レベッカ　コッブ　ぶん　え ポプラ社
E おばけのケーキ屋さん ＳＡＫＡＥ　絵　文 マイクロマガジン社

F-ｱｻ 「リベンジする」とあいつは言った 朝比奈　蓉子　著 ポプラ社
F-ｱﾒ ホルンペッター 雨都　雪　著 小学館
F-ｱﾝ エイプリルと魔法のおくりもの あんびる　やすこ　作　絵 ポプラ社
F-ｲｶﾞ リトルプリンス 五十嵐　佳子　著 集英社
F-ｲｹ 海色のＡＮＧＥＬ　２ 池田　美代子　作 講談社
F-ｲｼ 墓守りのレオ 石川　宏千花　著 小学館
F-ｵｵ しゅるしゅるぱん おおぎやなぎ　ちか　作 福音館書店
F-ｶｵ モデルに聞いたこわい話　友だち編 カオル　作 学研パブリッシング

F-ｶｵ モデルに聞いたこわい話　家族編 カオル　作 学研教育出版
F-ｶｵ モデルに聞いたこわい話　先生編 カオル　作 学研教育出版
F-ｶﾄﾞ おばけのアッチ パン・パン・パンケーキ 角野　栄子　さく ポプラ社
F-ｶﾄﾞ キキに出会った人びと 角野　栄子　作 福音館書店
F-ｸﾂ 風の靴 朽木　祥　作 講談社
F-ｸﾂ まんげつの夜、どかんねこのあしがいっぽん 朽木　祥　作 小学館
F-ｸﾛ どうにかしたい！ 黒野　伸一　作 理論社
F-ｺﾃﾞ ミュウとゴロンとおにいちゃん 小手鞠　るい　作 岩崎書店
F-ｿｳ ぼくらの【マルヒ】学園祭 宗田　理　作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
F-ﾄｷ ｏｒａｎｇｅ　２ 時海　結以　著 双葉社
F-ﾅｶ べんり屋、寺岡の春。 中山　聖子　作 文研出版

《《  日本のおはなし　　 》》
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F-ﾅｶ ちゃあちゃんのむかしばなし 中脇　初枝　再話 福音館書店
F-ﾅｼ シャボン玉同盟 梨屋　アリエ　著 講談社
F-ﾆｼ ハルと歩いた 西田　俊也　作 徳間書店
F-ﾊﾗ きえた！？かいけつゾロリ 原　ゆたか　さく　え ポプラ社
F-ﾌｸ しゅくだい大なわとび 福田　岩緒　作　絵 ＰＨＰ研究所
F-ﾏﾂ 俺物語！！　みらい文庫版 松田　朱夏　著 集英社
F-ﾏﾂ パスワードはじめての事件 松原　秀行　作 講談社
F-ﾐｽﾞ お願い！フェアリー♥　１５ みずの　まい　作 ポプラ社
F-ﾑﾗ アカンやん、ヤカンまん 村上　しいこ　作 ＢＬ出版
F-ﾑﾗ ねこ探！　地獄のさたもねこ次第の巻 村上　しいこ　作 ポプラ社
F-ﾕｳ 友情リアル はやみね　かおる　ほか著 講談社

N-ｻﾃ サーティーナイン・クルーズ　２１ 小浜　杳　訳 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
N-ｽｶ タイムライダーズ　１，２ アレックス　スカロウ　作 小学館
N-ﾄﾞﾝ ホラー横丁１３番地　１～６ トミー　ドンババンド　作 偕成社
N-ﾚｱ 世界一のランナー エリザベス　レアード　作 評論社
N-ﾜﾅ 暗号クラブ　６ ペニー　ワーナー　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

21 歴史を味方にしよう 童門　冬二　著 ＰＨＰ研究所
21 歴史たんけん八幡 鍛代　敏雄　監修 八幡の歴史を探求する会

28 １９歳の小学生 久郷　ポンナレット　著 メディアイランド
28 伊能忠敬　歩いてつくった日本地図 国松　俊英　著 岩崎書店
29 世界冒険アトラス レイチェル　ウィリアムズ　文 徳間書店
31 ふるさとを元気にする仕事 山崎　亮　著 筑摩書房
31 新しい制度マイナンバーがよくわかる！　２ フレーベル館
31 ひみつのとっくん 佐川　芳枝　作 講談社
33 ビジュアル日本のお金の歴史　江戸時代 岩橋　勝　著 ゆまに書房
36 外国人が教えてくれた！私が感動したニッポンの文化　第１巻～第3巻 ロバート　キャンベル　監修 日本図書センター
36 みんなのチャンス 石井　光太　著 少年写真新聞社
36 おばあちゃん、おじいちゃんを知る本　１ 江頭　恵子　文 大月書店

《《  外国のおはなし　　 》》

《《  ちしきの本    　　   》》
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38 世界のともだち　２９，３０ 偕成社
38 遠野物語 柳田　國男　原作 偕成社
40 東工大サイエンステクノの理系脳を育てる工作教室 東工大Ｓｃｉｅｎｃｅ　Ｔｅｃｈｎｏ　著 主婦の友社
44 ５０００億の銀河と７００垓の星をもつ宇宙 ポール　ロケット　文 玉川大学出版部
45 気候帯でみる！自然環境　１～５ 高橋　日出男　監修 少年写真新聞社
480 どうぶつえんのみんなの１日 福田　豊文　写真 アリス館
480 世界のどうぶつ絵本 前田　まゆみ　作 あすなろ書房
489 ナックの声が聞きたくて！ 村山　司　著 講談社
49 ６００以上の筋肉と２０６個の骨をもつ体 ポール　ロケット　文 玉川大学出版部
51 さがしてみようくらしの中のエコ　１～５ 水谷　広　監修 小峰書店
51 レイチェル・カーソンはこう考えた 多田　満　著 筑摩書房
54 電気で走るクルマのひみつ もちつき　かつみ　漫画 学研パブリッシング

57 お化粧のひみつ 宮原　美香　漫画 学研パブリッシング

57 化学のひみつ おがた　たかはる　漫画 学研パブリッシング

59 かんたん手芸　２～７ 小峰書店
59 だいすき！人気メニュー さくら　ももこ　原作 金の星社
59 かんたん！たまごりょうり さくら　ももこ　原作 金の星社
59 おいしい！やさいりょうり さくら　ももこ　原作 金の星社
59 げんきいっぱい！ごはん・パン・めん さくら　ももこ　原作 金の星社
59 たのしい！おべんとう・パーティーメニュー さくら　ももこ　原作 金の星社
59 季節をたべる春の保存食・行事食 濱田　美里　著 アリス館
59 季節をたべる夏の保存食・行事食 濱田　美里　著 アリス館
59 季節をたべる秋の保存食・行事食 濱田　美里　著 アリス館
59 季節をたべる冬の保存食・行事食 濱田　美里　著 アリス館
60 明治日本の産業革命遺産 小風　秀雅　監修 ＰＨＰ研究所
61 農業の発明発見物語　３ 小泉　光久　著 大月書店
64 捨て犬その命の行方 今西　乃子　文 学研教育出版
65 ３０００万種類の昆虫がいる雨林 ポール　ロケット　文 玉川大学出版部
67 築地市場 モリナガ　ヨウ　作　絵 小峰書店
68 おしいれ電車 最上　一平　作 講談社
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72 マンガがあるじゃないか 河出書房新社　編 河出書房新社
75 紙ひこうきクラフトスクール　レベル１ クリストファー　Ｌ．ハーボ　著 ほるぷ出版
79 おしゃれさんの茶道はじめて物語　５ 永井　郁子　著 淡交社
80 辞書・事典のすべてがわかる本　４ 稲葉　茂勝　文 あすなろ書房
81 こくごだいすき　１～８，別 江口　季好　編著 日本図書センター
911 はじめての百人一首ブック 天野　慶　著 幻冬舎
911 大人になるまでに読みたい１５歳の短歌・俳句・川柳　１ ゆまに書房

C おしょうがつのおきゃくさん 渋谷　勲　脚本 童心社
C おにとふくのかみ 千田　一彦　脚本 童心社
C ふしぎなうろこだま 常光　徹　脚本 童心社
C ぶたのいつつご 高橋　五山　作　はり絵 童心社

《《  かみしばい     　　  》》
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