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8月7日(日) 8月3日(水) 8月17日(水)

9月4日(日) 9月7日(水) 9月21日(水)

８月６日（土）※１ 8月２７日（土）※２ 8月6日(土)

9月17日(土) ９月２４日（土）※２ 9月3日(土)

あっぷっぷ
あたらしくはいったこどもの本

２０１６年８月号

おはなしかい

西宇治図書館

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

　　　　　　※２　東宇治図書館おはなしのへやのみ、午前１１時～１１時３０分になります
　　　　　　※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

おはなしのへや

中央図書館 東宇治図書館



分類 書名 著者名 出版社

E はのはのはなし 中西　翠　文 アリス館
E ゆうだちのまち 杉田　比呂美　作 アリス館
E しょうぼう車 五味　零　作 岩崎書店
E こうじ車りょう 五味　零　作 岩崎書店
E うまれたよ！タガメ 松沢　陽士　写真　文 岩崎書店
E よるのおさんぽ リリー　ロスコウ　ぶん 岩崎書店
E なんでもないなつの日 ウォルター　デ　ラ　メア　詩 岩崎書店
E あおのじかん イザベル　シムレール　文　絵 岩波書店
E ネコヅメのよる 町田　尚子　作 ＷＡＶＥ出版
E かえってきたクレヨン オリヴァー　ジェファーズ　絵 ＷＡＶＥ出版
E ぼくはひまわり ヒラリー　ロビンソン　文 絵本塾出版
E どうぶつえほん　〔１〕，２ 古川　正和　さく　こうせい 偕成社
E まえとうしろどんなくるま？　２ こわせ　もりやす　作 偕成社
E はじめてのおとうさんはウルトラマン みやにし　たつや　作絵 学研プラス
E ポテトむらのコロッケまつり 竹下　文子　文 教育画劇
E おふろ いもと　ようこ　作絵 金の星社
E すすめ！うみのきゅうじょたい 竹下　文子　文 金の星社
E ソーニャのめんどり フィービー　ウォール　作 くもん出版
E うさぎのニコラス リチャード　スキャリー　え 好学社
E ピカゴロウ ひろた　だいさく　作 講談社
E がらくた学級の奇跡 パトリシア　ポラッコ　作 小峰書店
E コんガらガっちぬきあしさしあしすすめ！の本 ユーフラテス　さく 小学館
E すっきゃわん！ エド　ボクソール　作　絵 世界文化社
E はなびドーン カズコ　Ｇ．ストーン　さく 童心社
E ペネロペひめとにげだしたこねこ アリソン　マレー　作 徳間書店
E ショッピングカートのぼうけん ビビ　デュモン　タック　文 徳間書店
E だれかぼくをぎゅっとして！ シモーナ　チラオロ　作　絵 徳間書店
E 小さなサンと天の竜 チェン　ジャンホン　作　絵 徳間書店

《《  えほん　        　　 》》
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E こうさぎとほしのどうくつ わたり　むつこ　作 のら書店
E とらねことらたとなつのうみ あまん　きみこ　作 ＰＨＰ研究所
E ライオン１頭 ケイティ　コットン　文 ＢＬ出版
E ビアトリクス・ポターとかわいそうなテンジクネズミのはなし デボラ　ホプキンソン　文 ＢＬ出版
E ジャック船長とちびっこかいぞく ピーター　ベントリー　文 ＢＬ出版
E セラフィナせんちょうになる ロラン　ド　ブリュノフ　作 ＢＬ出版
E さんぽだいすき 岸田　衿子　ぶん ひかりのくに
E みんなにげた 岸田　衿子　ぶん ひかりのくに
E しんかんせんでいこう 間瀬　なおかた　作　絵 ひさかたチャイルド

E しろいちょうちょがとんでるよ 村上　康成　作　絵 ひさかたチャイルド

E 庭のマロニエ ジェフ　ゴッテスフェルド　ぶん 評論社
E しおちゃんとこしょうちゃん ルース　エインズワース　さく 福音館書店
E きょうりゅうがすわっていた 市川　宣子　作 福音館書店
E なきむしおばけ なかの　ひろたか　さく　え 福音館書店
E ハワイ島のボンダンス いわね　あい　ぶん 福音館書店
E ぼくのいちにちどんなおと？ 山下　洋輔　文 福音館書店
E ロボとピュータのはいくえほん　なつやすみのまき あらしやま　こうざぶろう　ぶん 福音館書店
E 海のなかのぞいた よしの　ゆうすけ　さく 福音館書店
E ねこのひけしや 渡辺　有一　作 フレーベル館
E まだかなまだかな 竹下　文子　作 ポプラ社
E ねずみくんとおばけ なかえ　よしを　作 ポプラ社
E おじいちゃん、おぼえてる？ フィル　カミングス　文 光村教育図書
E 京都えほん よしのぶ　もとこ　え 光村推古書院
E ヒックゴロゴロはっくしょんひめ グデュル　文 らんか社

F-ｲｼ お面屋たまよし　流浪ノ祭 石川　宏千花　著 講談社
F-ｲﾄ おしゃれ怪盗クリスタル　シンデレラの靴 伊藤　クミコ　作 講談社
F-ｲﾄ おしゃれ怪盗クリスタル　魂のピアス 伊藤　クミコ　作 講談社
F-ｲﾄ おしゃれ怪盗クリスタル　友情のバレッタ 伊藤　クミコ　作 講談社
F-ｲﾏ 大久野島からのバトン 今関　信子　作 新日本出版社

《《  日本のおはなし　　 》》
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F-ｲﾏ なきむしこぞう 今村　葦子　さく 理論社
F-ｲﾜ 大さわぎ！ばけもの芝居と白いねこ 岩崎　京子　作 文溪堂
F-ｵｶ きかせたがりやの魔女 岡田　淳　作 偕成社
F-ｸｻ なにがあってもずっといっしょ くさの　たき　作 金の星社
F-ｸｻ Ｑ→Ａ 草野　たき　著 講談社
F-ｸｽ 三年一組、春野先生！ くすのき　しげのり　作 講談社
F-ｸｽ みてろよ！父ちゃん！！ くすのき　しげのり　作 文溪堂
F-ｸﾜ 表参道高校合唱部！　涙の数だけ強くなれるよ 桑畑　絹子　小説 学研プラス
F-ｸﾜ 表参道高校合唱部！　あなたが生きている今日はどんなに素晴らしいだろう 桑畑　絹子　小説 学研プラス
F-ｺﾊ ありがとうの道 小原　麻由美　作 ＰＨＰ研究所
F-ｻｲ せなか町から、ずっと 斉藤　倫　著 福音館書店
F-ｻｸ ルドルフとイッパイアッテナ　映画ノベライズ 桜木　日向　文 講談社
F-ｽｶﾞ 女神のデパート　１ 菅野　雪虫　作 ポプラ社
F-ｽﾐ ５月ドーナツは知っている 住滝　良　文 講談社
F-ﾂｷ 名探偵ミモザにおまかせ！　１，２ 月　ゆき　作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
F-ﾄﾓ ぼくたちのリアル 戸森　しるこ　著 講談社
F-ﾅｶ 金色の流れの中で 中村　真里子　作 新日本出版社
F-ﾆｶ ふしぎ古書店　１，２ にかいどう　青　作 講談社
F-ﾉﾀﾞ うたたねネックルとネムのくに 野田　道子　作 文研出版
F-ﾊﾉ スノーホワイト－氷の王国－ はの　まきみ　著 集英社
F-ﾊﾞﾊﾞ たらふくまんま 馬場　のぼる　さく　え こぐま社
F-ﾊﾏ まじっく快斗１４１２　１～６ 浜崎　達也　著 小学館
F-ﾋﾛ ふしぎ駄菓子屋銭天堂　６ 廣嶋　玲子　作 偕成社
F-ﾏｷ 「悩み部」の焦燥と、その暗躍。 麻希　一樹　著 学研プラス
F-ﾏｻ 探偵犬スコットと仲間たち 正岡　慧子　作 ＰＨＰ研究所

F-ﾐｽﾞ 名探偵コナン純黒の悪夢
ナイ ト メ ア

水稀　しま　著 小学館

F-ﾑﾗ おばけのへんしん！？ むらい　かよ　著 ポプラ社

N-ｱﾅ アナと雪の女王　アレンデール城のゆうれい  オラフとスヴェンの氷の配達 ランディ　クィン　ウォーカー　文 講談社
N-ｲｾ フォックスクラフト　１ インバリ　イセーレス　著 静山社

《《  外国のおはなし　　 》》
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N-ｺﾞ 西遊記　１１ 呉　承恩　作 理論社
N-ｾｼﾞ エルフとレーブンのふしぎな冒険　１～３ マーカス　セジウィック　著 学研プラス
N-ﾊﾂ へっちゃらトーマス パット　ハッチンス　ぶん　え 大日本図書
N-ﾊﾞﾋﾞ 月は、ぼくの友だち ナタリー　バビット　作 評論社
N-ﾌﾞﾗ 最後のゲーム ホリー　ブラック　作 ほるぷ出版
N-ﾌﾟﾛ サバイバー　１ ジェフ　プロブスト　著 講談社
N-ﾌﾝ ゴーストの騎士 コルネーリア　フンケ　著 ＷＡＶＥ出版
N-ﾏｸ きょうはかぜでおやすみ パトリシア　マクラクラン　ぶん 大日本図書
N-ﾘｵ ケイン・クロニクル炎の魔術師たち　３ リック　リオーダン　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
N-ﾚｲ マンモスアカデミー　２ ニール　レイトン　作 小峰書店
N-ﾛｾﾞ ペットのきんぎょがおならをしたら…？ マイケル　ローゼン　作 徳間書店
N-ﾛﾌ ドリトル先生と緑のカナリア　新訳 ヒュー　ロフティング　作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

00 ルビィのぼうけん リンダ　リウカス　作 翔泳社
04 ピンチを救う！秘伝！裏ワザ百科 学研教育出版
D21 弥生時代のサバイバル 市川　智茂　マンガ 朝日新聞出版
D21 飛鳥時代のサバイバル 細雪　純　マンガ 朝日新聞出版
D21 戦国時代のサバイバル トリル　マンガ 朝日新聞出版
D21 幕末のサバイバル もとじろう　マンガ 朝日新聞出版
31 日本と世界の領土 帝国書院編集部　編集 帝国書院
37 保育士の一日 ＷＩＬＬこども知育研究所　編著 保育社
39 こども孫子の兵法 齋藤　孝　監修 日本図書センター
40 ジュニア空想科学読本　７ 柳田　理科雄　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
40 親子でできるたのしい科学実験 カレン　ロマノ　ヤング　著 日経ナショナルジオグラフィック社

42 目で見てわかる身近な単位 子供の科学編集部　編 誠文堂新光社
43 身近な物質のひみつ 山口　晃弘　監修 ＰＨＰ研究所
47 植物はなぜ動かないのか 稲垣　栄洋　著 筑摩書房
47 机の上の植物園 おくやま　ひさし　著 少年写真新聞社
481 さがそう！生きものかくれんぼ　１～５ 今泉　忠明　監修 ポプラ社
481 深海の生物 藤倉　克則　監修 ポプラ社

《《  ちしきの本    　　   》》
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D488 鳥のサバイバル　１，２ ゴムドリｃｏ．　文 朝日新聞出版
50 空から宝ものが降ってきた！ 伊藤　親臣　著 旬報社
52 いえができるまで 砺波　周平　取材　構成　写真 ひさかたチャイルド

59 くだものいっぱい！おいしいジャム 石澤　清美　監修　料理 ひさかたチャイルド

59 魚だしでかんたん麺料理 宮沢　うらら　著 汐文社
64 ごみを拾う犬もも子　新装改訂版 中野　英明　作 ハート出版
66 チリメンモンスターのひみつ きしわだ自然資料館　監修 偕成社
67 よくわかる貿易 泉　美智子　監修 ＰＨＰ研究所
76 和太鼓のひみつ 小野　美枝子　監修 ＰＨＰ研究所

C だれのごちそう？ ねもと　まゆみ　脚本 童心社
《《  かみしばい     　　  》》
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