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　　　　　　※１　中央図書館おはなしのへや８／６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

２０１６年７月号

月～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 ななちゃんのおきがえ つがね　ちかこ　著 赤ちゃんとママ社
E ３００年まえから伝わるとびきりおいしいデザート エミリー　ジェンキンス　文 あすなろ書房
E あと、いくつ？ ひろかわ　さえこ　作 アリス館
E ぽかぽかすずめ 山岡　ひかる　作 アリス館
E うみのそこたんけん 中川　ひろたか　ぶん アリス館
E えほんからとびだしたオオカミ ティエリー　ロブレヒト　作 岩崎書店
E こばとちゃんとあひるちゃん きょうはあめふり デイヴィッド　マーティン　ぶん 岩崎書店
E かみをきってよ 長田　真作　文　絵 岩崎書店
E ピーレットのやさいづくり ウルリカ　ヴィドマーク　文 岩波書店
E にっぽんしょうがっこう のぶみ　さく ＷＡＶＥ出版
E おにぎりちょんまげ 吉田　健一郎　作 宇治市ごみ減量推進課・事業課

E まほうのことばはルクイサリ 吉川　貴之　作 宇治市ごみ減量推進課・事業課

E リサイくるくるめがまわる 吉川　貴之　作 宇治市ごみ減量推進課・事業課

E なんだカンだパンダ 吉田　健一郎　作 宇治市ごみ減量推進課・事業課

E モンスター・ムシューとめんどり おぼ　まこと　作 絵本館
E 十二支のはじまり いもと　ようこ　文　絵 金の星社
E おにはそと！ふくはうち！ いもと　ようこ　文　絵 金の星社
E てるてるぼうずとふりふりぼうず せな　けいこ　作　絵 金の星社
E ちょんまげとんだ 中尾　昌稔　文 くもん出版
E ねずみにぴったりののりもの マリー　ホール　エッツ　さく 好学社
E ピヨピヨおばあちゃんのうち 工藤　ノリコ　著 佼成出版社
E こころのおと ピーター　レイノルズ　ぶん　え 主婦の友社
E お～いシーモア！ ウォルター　ウィック　作 小学館
E 東京駅 濱　美由紀　作画 小学館
E 月きゅうでん 桂　文我　文 小学館
E たったたった ふじわら　こういち　しゃしん　ぶん 新日本出版社
E ３びきのくま スズキ　コージ　文　絵 鈴木出版
E 森の顔さがし 藤原　幸一　しゃしん　ぶん そうえん社

《《  えほん　        　　 》》
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E ウミガメものがたり 鈴木　まもる　作　絵 童心社
E しあわせないぬになるには ジョー　ウィリアムソン　作　絵 徳間書店
E ねこがおおきくなりすぎた ハンス　トラクスラー　作　絵 徳間書店
E しりとりあそびえほん 石津　ちひろ　文 のら書店
E みずたまもようになったぞう あきやま　かぜさぶろう　著 白泉社
E なきごえバス えがしら　みちこ　著 白泉社
E やさいのがっこう とまとちゃんのたびだち なかや　みわ　さく 白泉社
E 地球のみえないところをのぞいてみたら てづか　あけみ　さく　え ＰＨＰ研究所
E ちいさなオレグ マーガレット　コート　作 ＢＬ出版

E にゃんことわんことあかずきんちゃんとびっくりたま
ごとオオカミ、そんでもっておばあちゃんのタンス ダイアン　フォックス　さく ＢＬ出版

E トルーシー・トルトルとトラ ヘレン　スティーヴンズ　作 ＢＬ出版
E ちっちゃなトラックレッドくんとグリーンくん みやにし　たつや　作絵 ひさかたチャイルド

E 生きものビックリ食事のじかん ジェンキンズ　作 評論社
E ホッキョクグマくん、だいじょうぶ？ ロバート　Ｅ．ウェルズ　さく 評論社
E カペリーちゃん つつみ　あれい　作 風濤社
E おとうふやさん 飯野　まき　さく 福音館書店
E とっきゅうでんしゃあつまれ 山本　忠敬　さく 福音館書店
E でんしゃがはしる 山本　忠敬　さく　え 福音館書店
E 夜空をみあげよう 松村　由利子　文 福音館書店
E かいけつ！トイレざむらい 片平　直樹　作 フレーベル館
E おせんとおこま 飯野　和好　作 ブロンズ新社
E なくしものくじら 初田　たくみ　著 文芸社
E のらねこルシファ みなみ　もなみ　ぶん　え 文芸社
E ぼくだってトカゲ 内田　麟太郎　文 文研出版
E とうめいにんげんのしょくじ 塚本　やすし　作 ポプラ社
E モンスターはぐハグ デヴィッド　エズラ　シュタイン　さく　え ポプラ社
E きをつけて おおかみだ！ セドリック　ラマディエ　ぶん ポプラ社
E もとこども 富安　陽子　作 ポプラ社
E あそぼ エルヴェ　テュレ　さく ポプラ社
E だいすきなマロニエの木 オーサ　メンデル＝ハートヴィッグ　文 光村教育図書
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E アンリ・ルソー ミシェル　マーケル　さく 六耀社
E 爆弾のすきな将軍 Ｕ．エーコ　さく 六耀社
E フィンドゥスの魚つり スヴェン　ノードクヴィスト　作　絵 ワールドライブラリー

E キイロドリゆめをかなえる オルガ　デ　ディオス　作　絵 ワールドライブラリー

F-ｱｸ 芥川龍之介名作集 芥川　龍之介　著 世界文化社
F-ｱﾜ だんまりうさぎとおしゃべりうさぎ 安房　直子　作 偕成社
F-ｲｹ 海色のＡＮＧＥＬ　３ 池田　美代子　作 講談社
F-ｲｼ おとなりどうしソラくんレミくん 石津　ちひろ　さく 理論社
F-ｲﾁ ＡＢＣ！ 市川　朔久子　著 講談社
F-ｳｵ てんからどどん 魚住　直子　作 ポプラ社
F-ｵｵ ようかいとりものちょう　２ 大崎　悌造　作 岩崎書店
F-ｵｶ おばけやさん　６ おかべ　りか　作 偕成社
F-ｶｲ 怪談オウマガドキ学園　１６,１７ 常光　徹　責任編集 童心社
F-ｶﾝ はりねずみのルーチカ　絵本のなかの冒険 上，下 かんの　ゆうこ　作 講談社
F-ｸｽ 真田十勇士は名探偵！！ 楠木　誠一郎　作 講談社
F-ｺｺ 心にのこる日本のどうわ１５話 西本　鶏介　監修 学研プラス
F-ｺﾊﾞ ちゃんと言わなきゃ 小林　深雪　作 講談社
F-ｻｲ オイレ夫人の深夜画廊 斉藤　洋　著 偕成社
F-ｻｲ びょういんのおばけずかん 斉藤　洋　作 講談社
F-ｻﾉ 走る少女 佐野　久子　作 岩崎書店
F-ﾀｶ ここから物語がはじまる 高田　桂子　作 そうえん社
F-ﾀﾑ 七十二歳の卒業制作 田村　せい子　作 福音館書店
F-ﾄｷ ｏｒａｎｇｅ　３ 時海　結以　著 双葉社
F-ﾄﾞｸ 読書リレー　３－１～２年生 星の環会
F-ﾄﾞｸ 読書リレー　３－３～４年生 星の環会
F-ﾄﾞｸ 読書リレー　３－５～６年生 星の環会
F-ﾄﾖ 電車で行こう！　山手線で東京・鉄道スポット探検！ 豊田　巧　作 集英社
F-ﾄﾖ 電車で行こう！　川崎の秘境駅と、京急線で桜前線を追え！ 豊田　巧　作 集英社
F-ﾅｽ 少年たちの戦場 那須　正幹　作 新日本出版社

《《  日本のおはなし　　 》》
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F-ﾆｼ ツトムとでんしゃのカミサマ にしかわ　おさむ　ぶん　え 小峰書店
F-ﾉﾅ ヤマネコとウミネコ 野中　柊　作 理論社
F-ﾉﾔ ステラと未来 野山　伸　文 講談社
F-ﾊﾏ すべては平和のために 濱野　京子　作 新日本出版社
F-ﾌｸ ポテトサラダ 福　明子　作 学研教育出版
F-ﾌｸ ショコラとコロンおかしの家のパンケーキ ふくざわ　ゆみこ　作　絵 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

F-ﾌｸ ショコラとコロンおかしの家のいたずらクッキー ふくざわ　ゆみこ　作　絵 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

F-ﾌｼﾞ ひみつのきもちぎんこう ふじもと　みさと　作 金の星社

F-ﾐｽﾞ 名探偵コナン１１人目のストライカー 水稀　しま　著 小学館

F-ﾐｽﾞ 名探偵コナン漆黒の追跡者
チ ェ イ サ ー

水稀　しま　著 小学館

F-ﾐｽﾞ 名探偵コナン天空の難破船
ロ ス ト ・ シ ッ プ

水稀　しま　著 小学館

F-ﾐｽﾞ 名探偵コナン絶海の探偵
プライベート・アイ

水稀　しま　著 小学館

F-ﾐｽﾞ 名探偵コナン探偵たちの鎮魂歌
レ ク イ エ ム

水稀　しま　著 小学館

F-ﾐｽﾞ 名探偵コナン紺碧の棺
ジョリー・ロジャー

水稀　しま　著 小学館

F-ﾐｽﾞ 名探偵コナン戦慄の楽譜
フルスコア

水稀　しま　著 小学館

F-ﾐｽﾞ 名探偵コナン銀翼の奇術師
マ ジ シ ャ ン

水稀　しま　著 小学館

F-ﾐｽﾞ 名探偵コナン コナンと海老蔵歌舞伎十八番ミステリー 水稀　しま　著 小学館
F-ﾐﾀ 壁画にひそむ罠 三田村　信行　作 あかね書房
F-ﾐﾔ キミと、いつか。 宮下　恵茉　作 集英社
F-ﾑｸ ガラスのベーゴマ 槿　なほ　作 朝日学生新聞社
F-ﾑﾗ 理科室の日曜日　ハチャメチャ運動会 村上　しいこ　作 講談社
F-ﾓｲ アンティーク・シオンの小さなきせき 茂市　久美子　作 学研プラス
F-ﾓｲ 魔女バジルと黒い魔法 茂市　久美子　作 講談社
F-ﾓﾘ パンプキン・ロード 森島　いずみ　作 学研教育出版
F-ﾓﾘ 小説小学生のヒミツ 初恋 森川　成美　文 講談社
F-ﾓﾘ 小説小学生のヒミツ 初キス 森川　成美　文 講談社
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F-ﾔｽﾞ チョコちゃんときゅうしょく 椰月　美智子　さく そうえん社
F-ﾔﾏ 夜間中学へようこそ 山本　悦子　作 岩崎書店

N-ｱﾄ おめでたこぶた　その３ アリソン　アトリー　作 福音館書店
N-ｱﾋﾟ カルペパー一家のおはなし マリオン　アピントン　作 瑞雲舎
N-ｷﾂ 少年キム　上，下 ラドヤード　キプリング　作 岩波書店

N-ｷﾆ グレッグのダメ日記 やっぱり、むいてないよ！ ジェフ　キニー　作 ポプラ社

N-ｹﾞｽ 動物病院のマリー　６ タチアナ　ゲスラー　著 学研プラス
N-ｻﾃ サーティーナイン・クルーズ　２２ 小浜　杳　訳 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
N-ｽﾃ ファイアー・クロニクル ジョン　スティーブンス　著 あすなろ書房

N-ﾀｼﾞ ぼくが本を読まない理由
わ け

ジャネット　タージン　著 ＰＨＰ研究所

N-ﾃｲ ピッチの王様　２～４ ティロ　文 ほるぷ出版
N-ﾌﾟﾘ 魔法が消えていく… サラ　プリニース　作 徳間書店
N-ﾍﾝ 賢者の贈り物 オー　ヘンリー　作 理論社
N-ﾍﾝ 最後のひと葉 オー　ヘンリー　作 理論社
N-ﾍﾝ マディソン街の千一夜 オー　ヘンリー　作 理論社
N-ﾚﾍﾟ ヘフツィール物語 Ａ．レペトゥーヒン　文 未知谷
N-ﾜｲ 森のプレゼント ローラ　インガルス　ワイルダー　作 朝日出版社

03 あっぱれ！なんでも日本一 グループ　コロンブス　構成 講談社

06 博物館のひみつ 斎藤　靖二　監修 ＰＨＰ研究所

14 あそぼうトリックアートランド 竹内　龍人　編著 汐文社
15 レンアイ、基本のキ 打越　さく良　著 岩波書店
15 時間の使い方 入江　久絵　マンガ　イラスト 旺文社

17 これだけは知っておきたい教科書に出てくる日本の神社
これだけは知っておきたい教科書に
出てくる日本の神社編集委員会　編 汐文社

18 これだけは知っておきたい教科書に出てくる日本の寺院
これだけは知っておきたい教科書に
出てくる日本の寺院編集委員会　編 汐文社

22 兵馬俑のひみつ マイケル　チャペック　著 六耀社

《《  外国のおはなし　　 》》

《《  ちしきの本    　　   》》
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26 インカの世界を知る 木村　秀雄　著 岩波書店
28 佐賀のがばいばあちゃん　１～３ 島田　洋七　作 徳間書店
28 真田幸村 国松　俊英　作 岩崎書店
28 はやみねかおる公式ファンブック はやみね　かおる　作 講談社
28 スヌーピーと、いつもいっしょに マイケル　Ａ．シューマン　著 学研プラス
28 石井桃子 筑摩書房編集部　著 筑摩書房
31 市役所で働く人たち 谷　隆一　著 ぺりかん社
31 日本全国姉妹都市図鑑　東日本編 フレーベル館
31 日本全国姉妹都市図鑑　西日本編 フレーベル館
31 ニッポンの刑事たち 小川　泰平　著 講談社
32 まんがと図解でわかる裁判の本　１～６ 山田　勝彦　監修 岩崎書店
36 子どものための防災訓練ガイド　１～３ 松尾　知純　著 汐文社
36 生きる 森越　智子　作 童心社
36 もっと知りたい！話したい！セクシュアルマイノリティ　１～３ 日高　庸晴　著 汐文社
40 ジュニア空想科学読本　６ 柳田　理科雄　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
41 和算って、なあに？ 小寺　裕　著 少年写真新聞社
42 ニュートリノって何？ 青野　由利　著 筑摩書房
42 音の大研究 戸井　武司　監修 ＰＨＰ研究所
44 星座の神話伝説大図鑑 グラフィオ　編 金の星社
45 よくわかる火山のしくみ 高橋　正樹　著 誠文堂新光社
45 恐竜の骨 ロブ　コルソン　文 辰巳出版
46 極限の世界にすむ生き物たち 長沼　毅　監修 誠文堂新光社
46 食べ物で見つけた進化のふしぎ 盛口　満　文　絵 少年写真新聞社
486 むしこぶみつけた 新開　孝　写真　文 ポプラ社
486 ファーブル先生の昆虫教室 奥本　大三郎　文 ポプラ社
49 保健師の一日 ＷＩＬＬこども知育研究所　編著 保育社
49 目で見る栄養 ドーリング　キンダースリー　編 さ・え・ら書房
49 感染症キャラクター図鑑 岡田　晴恵　監修 日本図書センター
49 食物アレルギーのひみつ 工藤　ケン　漫画 学研プラス出版
49 ビタミン剤のひみつ おぎの　ひとし　漫画 学研プラス出版
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59 お米からそだてるおにぎり 真木　文絵　文 偕成社
59 大豆からそだてるみそしる 真木　文絵　文 偕成社

59 はじめてのチョコレート 寺西　恵里子　著 日東書院本社

62 やさいの花 埴　沙萠　写真 ポプラ社
64 イヌとネコのふしぎ１０１ 武内　ゆかり　文 偕成社
67 家電量販店のひみつ たまだ　まさお　漫画 学研プラス出版コミュニケーション室

68 英語でわかる！日本・世界 松本　美江　著 少年写真新聞社

75 ほねほねザウルス超
スーパー

図鑑 カバヤ食品株式会社　監修 岩崎書店

75 きみにもできる！恐竜おり紙 荒木　一成　監修 童心社
75 筋肉からつくる！恐竜ねんど 荒木　一成　監修 童心社
783 すごテク！サッカー上達バイブル　１～３ 藤江　直人　著 汐文社
783 試合で勝てる！小学生のソフトボール上達のコツ 谷本　正美　監修 メイツ出版
79 大人気！！親子で遊べるたのしい！あやとり 野口　とも　著 高橋書店
79 たのしいあやとり大図鑑　ひとりであやとり フィグインク　編 汐文社
81 国語の考える力をつけよう！ 宮本　哲也　監修 ＰＨＰ研究所
83 完全独学！無敵の英語勉強法 横山　雅彦　著 筑摩書房
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