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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
　　　　　　　　　　　　　　□要事前申込(4月28日～）　□対象：０～２歳児とその保護者

あっぷっぷ
あたらしくはいったこどもの本

２０２１年５月号

５月～６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 ｱ あぁ、アジのひらきがたべたいっ！ かねまつ　すみれ　作 文研出版
E ｱ あいうえおのえほん いもと　ようこ　え 金の星社
E ｱ 青い羽みつけた！ Ｎｏｏｖｏ　Ｉｎｃ．　著 パイインターナショナル

E ｱ あかいてぶくろ いりやま　さとし　作 講談社
E ｱ あっぷっぷのぷ～ あいはら　ひろゆき　さく サニーサイド
E ｱ あまがえるりょこうしゃ　ちかたんけん 松岡　たつひで　作 福音館書店
E ｱ ありえない！ エリック　カール　作 偕成社
E ｱ アリババと４０人のとうぞく ナルゲス　モハンマディ　絵 ほるぷ出版
E ｱ アンパンマンとくろいとり やなせ　たかし　作　絵 フレーベル館
E ｱ アンパンマンとちくりん やなせ　たかし　作　絵 フレーベル館
E ｲ いえがあるっていいね パトリシア　ヘガティ　文 ひさかたチャイルド

E ｲ いえのなかといえのそとで レウィン　ファム　さく 廣済堂あかつき
E ｲ １・２歳せいかつあそびえほん 永岡書店編集部　編 永岡書店
E ｲ いつかあなたをわすれても 桜木　紫乃　文 集英社
E ｲ １さいだもん　新版 無藤　隆　監修 学研プラス
E ｲ いっぱいあるよ！おでかけどれにする？ てづか　あけみ　作 偕成社
E ｲ いっぱいあるよ！ごはんどれたべる？ てづか　あけみ　作 偕成社
E ｲ いっぽんばしこちょこちょ とよた　かずひこ　作 世界文化ワンダークリエイト

E ｲ 今、世界はあぶないのか？　権利と平等 ハナネ　カイ　絵 評論社
E ｲ 今、世界はあぶないのか？　ルールと責任 ハナネ　カイ　絵 評論社
E ｲ いろいろおかしパーティー おおで　ゆかこ　作 アリス館
E ｳ ウィルとはるのおきゃくさん リンダ　アシュマン　文 光村教育図書
E ｳ うそ 谷川　俊太郎　詩 主婦の友社
E ｳ うろおぼえ一家のおかいもの 出口　かずみ　作 理論社
E ｴ ＮＨＫ＃もしかして…　おとなにたたかれたの？おとながたすけてくれないの？ ＮＨＫ「＃もしかして…」制作班　編 金の星社
E ｴ ＮＨＫ＃もしかして…　からだをさわられたの？かぞくのけんかがこわいの？ ＮＨＫ「＃もしかして…」制作班　編 金の星社

《《  えほん　        　　 》》
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E ｴ 絵本はたらく細胞 清水　茜　原作 講談社
E ｵ おおきいのちいさいの ふくだ　じゅんこ　作 大日本図書
E ｵ オサム 谷川　俊太郎　文 童話屋
E ｵ おせちさんはーい！ 宮本　えつよし　作　絵 ニコモ
E ｵ おそうじロボットのキュキュ こもり　まこと　作 偕成社
E ｵ おっこちてきた サイモン　プトック　文 光村教育図書
E ｵ おにのおふろや 苅田　澄子　作 鈴木出版
E ｵ おやすみなさいどうぶつたち ケイト　プレンダーガスト　さく 潮出版社
E ｵ おんなじだあれ？ しもかわら　ゆみ　作 あかね書房
E ｶ かけだしたイス サトシン　作 あわわ
E ｶ かける はらぺこめがね　著 佼成出版社
E ｶ かなしみのぼうけん 近藤　薫美子　作　絵 ポプラ社
E ｶ かぼちゃのすーぷうまうまううう！ もりなが　あけの　作 ニジノ絵本屋
E ｶ かわいい！どうぶつパーク いしかわ　こうじ　作　絵 童心社
E ｷ キス・スキ 越野　民雄　作 講談社
E ｷ きたきつねとはるのいのち 手島　圭三郎　絵　文 絵本塾出版
E ｷ ９９９ひきのきょうだいのおやすみなさい 木村　研　文 ひさかたチャイルド

E ｸ くつしたどろぼう さはら　ゆうき　ぶん マイルスタッフ
E ｸ くまくまパン 西村　敏雄　作 あかね書房
E ｸ くまちゃんがちいさくなっちゃった トム　エリヤン　文 光村教育図書
E ｸ クマとこぐまのコンサート デイビッド　リッチフィールド　作 ポプラ社
E ｺ こいのぼりセブン もとした　いづみ　作 世界文化ワンダークリエイト

E ｺ こうさぎたちのクリスマス エイドリアン　アダムズ　作　絵 徳間書店
E ｺ こけももむらのゆうびんやさん よこた　あきこ　ぶん 岩崎書店
E ｺ これが鳥獣戯画でござる 結城　昌子　構成　文 小学館
E ｻ さくららら 升井　純子　文 アリス館
E ｻ Ｓａｓｓｙのあかちゃんえほんぱくぱく Ｓａｓｓｙ　監修 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
E ｻ Ｓａｓｓｙのあかちゃんえほんぶるるん Ｓａｓｓｙ　監修 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
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E ｻ Ｓａｓｓｙのあかちゃんえほんもぐもぐ Ｓａｓｓｙ　監修 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
E ｻ ３さいだもん 無藤　隆　監修 学研プラス
E ｼ しげちゃんのはつこい 室井　滋　作 金の星社
E ｼ しましまぐるぐる かしわら　あきお　え 学研プラス
E ｼﾞ ジョナスのかさ ジョシュ　クルート　文 光村教育図書
E ｼ しりとり 安野　光雅　さく　え 福音館書店
E ｼ 進化をたどる７億年の旅 ジョン　ウッドワード　作 河出書房新社
E ｼ しんかんせん！ 穂村　弘　ぶん くもん出版
E ｽ スキニーとガリーのあたらしいともだち はまだ　みわ　作 みらいパブリッシング

E ｽ すっとびこぞう！ 大島　妙子　作 小学館
E ｽ すみっコぐらしをさがせ　３ 主婦と生活社　編 主婦と生活社
E ｾ 世界にひとつしかクリスマスツリーがなかったら 池谷　剛一　文　絵 Ｐ－Ｂｏｏｋ  ｐｒｏｊｅｃｔ

E ｾﾞ ぜったいにおしちゃダメ？　ラリーとおばけ ビル　コッター　さく サンクチュアリ出版

E ｾﾞ ０・１歳あかちゃんあそびえほん 永岡書店編集部　編 永岡書店
E ｾﾞ ０さいだもん　新版 無藤　隆　監修 学研プラス
E ｾﾞ ぜんぶミカン まるやま　みさ　著 文芸社
E ｿ そしておめでとう 瀬戸口　清文　詩 ニジノ絵本屋
E ｿ そばにいるよ スムリティ　ホールズ　文 化学同人
E ﾀ たんけん！ウニすいぞくかん ともなが　たろ　絵 アリス館
E ﾀﾞ だんごどっこいしょ 二宮　由紀子　文 ひかりのくに
E ﾁ ちいさなこえがみらいをかえる！ アンドレア　ベイティー　作 絵本塾出版
E ﾁ ちいさなライオン ジャック　プレヴェール　文 文遊社
E ﾁ 地球がうみだす土のはなし 大西　健夫　文 福音館書店
E ﾁ チコちゃんに叱られる　ひとがペットをかうのはなぜ？ 海老　克哉　文 文溪堂
E ﾂ つばきレストラン おおたぐろ　まり　さく 福音館書店
E ﾃﾞ でんしゃくるかな？ きくち　ちき　作 福音館書店
E ﾃﾞ でんしゃとしょかん 深山　さくら　文 文研出版
E ﾄ とくべつなカブ そのはら　いくみ　作　絵 ニコモ
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E ﾄ とっています 市原　淳　作 世界文化ワンダークリエイト

E ﾅ なつのキリンピック ねじめ　正一　作 鈴木出版
E ﾅ なにかがいる 佐藤　雅彦　作 福音館書店
E ﾅ ナマケモノだから むらかみ　ひとみ　さく イマジネイション・プラス

E ﾅ なまはげ 池田　まき子　文 汐文社
E ﾅ なりきりマイケルのきかんしゃりょこう ルイス　スロボドキン　さく 出版ワークス
E ﾆ にげてさがして ヨシタケ　シンスケ　著 赤ちゃんとママ社
E ﾆ ２さいだもん 無藤　隆　監修 学研プラス
E ﾆ にじいろのせかい 刀根　里衣　著 ＮＨＫ出版
E ﾆ 日本の神話えほん　（１，２） ふしみ　みさを　文 岩崎書店
E ﾆ にんじゃじゃ！ 岡本　よしろう　作 文溪堂
E ﾈ ねこのようしょくやさん ＫＯＲＩＲＩ　さく　え 金の星社
E ﾈ ねずみのリンのフィギュアスケート 松本　春野　作 文溪堂
E ﾈ ねずみくんのピッピッピクニック なかえ　よしを　作 ポプラ社
E ﾈ ねむろんろん こしだ　ミカ　え 新日本出版社
E ﾊ ハイジ　上巻 ヨハンナ　スピリ　原作 出版ワークス
E ﾊﾟ ぱくぱくはんぶん 渡辺　鉄太　ぶん 福音館書店
E ﾊ はしのうえのおおかみ 奈街　三郎　作 鈴木出版
E ﾊ はしごしゃののびるくん 正高　もとこ　作 岩崎書店
E ﾊ はじめてのバレエきょうしつ 朝比奈　かおる　作 講談社
E ﾊﾞ バレエはじめるの つがね　ちかこ　さく ほるぷ出版
E ﾊ はろるどのサーカス クロケット　ジョンソン　作 出版ワークス
E ﾊﾟ パンダどうぶつえん おおの　こうへい　さく　え ＰＨＰ研究所
E ﾊﾟ パンダくんのおにぎり いしかわ　こうじ　絵　文 ポプラ社
E ﾌ フクシマ 内堀　タケシ　写真　文 国土社
E ﾌ 福助はみた おおなり　修司　文 絵本館
E ﾌ ふしぎなニャーチカ 佐藤　文音　さく　え 神宮館
E ﾍﾟ ペーとぼく やづき　みちこ　文 くもん出版
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E ﾍﾟ ぺこぺこペコリン こが　ようこ　作 講談社
E ﾍ へんしんどうぶつえん あきやま　ただし　作　絵 金の星社
E ﾎﾞ ぼく、仮面ライダーになる！　セイバー編 のぶみ　さく 講談社
E ﾎﾞ ぼくはケンちゃん はしもと　えつよ　作 偕成社
E ﾎ ほらぴったり ナオミ　ジョーンズ　ぶん ブロンズ新社
E ﾏ マスクをとったら いりやま　さとし　作 講談社
E ﾏ またまたうそだあ！ サトシン　作 文溪堂
E ﾐ 水がすきじゃなかったアヒル スティーブ　スモール　絵と文 化学同人
E ﾐ みたらみられた たけがみ　たえ　作 アリス館
E ﾑ むしゃむしゃたべたらおいしいぞ みやにし　たつや　作　絵 鈴木出版
E ﾒ めくって発見！地球と天気の絵事典 ルース　シモンズ　著 パイインターナショナル

E ﾒ めぐりめぐる ジーニー　ベイカー　作 ポリフォニープレス

E ﾓ もぐらくんのねがいごと キム　サングン　作絵 岩崎書店
E ﾓ もこもこちゃん きたざわ　へいすけ　作 ニジノ絵本屋
E ﾓ もしもわたしがおはななら 金子　みすゞ　童謡 ＪＵＬＡ出版局
E ﾓ もみのきそのみをかざりなさい 五味　太郎　著 ＫＴＣ中央出版
E ﾓ モルモットのちゃもとけだまーず なかや　みわ　さく 金の星社
E ﾖ よい子れんしゅう帳 おかべ　りか　作 福音館書店
E ﾖ ようかいむらのどきどきひなまつり たかい　よしかず　作　絵 国土社
E ﾖ ４羽のめんどりと１羽のおんどり レーナ　ランドストローム　文 解放出版社
E ﾗ ラプンツェル ベサン　ウルヴィン　作 文化学園文化出版局

E ﾘ リアスのうみべ さんてつがゆく 宇部　京子　作 岩崎書店
E ﾘ リトルレッド ベサン　ウルヴィン　作 文化学園文化出版局

E ﾜ わかってるって しもかわら　ゆみ　さく イマジネイション・プラス

E ﾜ わかめ 青木　優和　文 仮説社

F-ｱｷ 一年間だけ。　５ 安芸　咲良　作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
F-ｱﾝ きみのなまえ あんず　ゆき　作 佼成出版社

《《  日本のおはなし　　 》》
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F-ｲｹ カメくんとイモリくん　小雨ぼっこ いけだ　けい　作 偕成社
F-ｲｼﾞ ゆめ☆かわ ここあのコスメボックス　きらめきのパリで恋のキセキ 伊集院　くれあ　著 小学館
F-ｲﾄ つくしちゃんとおねえちゃん いとう　みく　作 福音館書店
F-ｲﾄ あおぞらこども食堂はじまります！ いとう　みく　作 ポプラ社
F-ｶﾄﾞ おばけのアッチとコロッケとうさん 角野　栄子　さく ポプラ社
F-ｶﾝ はねるのだいすき 神沢　利子　文 絵本塾出版
F-ｶﾝ はりねずみのルーチカ　にじいろのたまご かんの　ゆうこ　作 講談社
F-ｺﾃﾞ ひかる石のおはなし 小手鞠　るい　作 あかね書房
F-ｺﾃﾞ うさぎタウンのおむすびやさん 小手鞠　るい　さく 講談社
F-ｻｲ がっこうのおばけずかん　おばけいいんかい 斉藤　洋　作 講談社
F-ｻｲ さいごのゆうれい 斉藤　倫　著 福音館書店
F-ｼﾞﾂ 東海道中膝栗毛 十返舎　一九　原作 学研プラス
F-ｽｽﾞ ぬいぐるみ犬探偵リーバーの冒険 鈴木　りん　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
F-ﾀｶ わたし、パリにいったの たかどの　ほうこ　著 のら書店
F-ﾀｷ 里見八犬伝 曲亭　馬琴　原作 学研プラス
F-ﾀﾞｻﾞ 走れメロス 太宰　治　原作 学研プラス
F-ﾀﾁ ５分後に恋の結末　解けない謎と放課後の密談 橘　つばさ　著 学研プラス
F-ﾄｶﾞ 人は見た目！と言うけれど 外川　浩子　著 岩波書店
F-ﾅﾂ 坊っちゃん 夏目　漱石　原作 学研プラス
F-ﾊﾏ 葉っぱにのって 濱野　京子　作 金の星社
F-ﾊﾏ 野原できみとピクニック 濱野　京子　著 偕成社
F-ﾋﾅ 迷子の星たちのメリーゴーラウンド 日向　理恵子　著 小学館
F-ﾋﾛ 十年屋　５ 廣嶋　玲子　作 静山社
F-ﾐﾔ 銀河鉄道の夜 宮沢　賢治　原作 学研プラス
F-ﾑﾗ 一年生なんだもん 村上　しいこ　さく 学研プラス
F-ﾑﾗ みつばちと少年 村上　しいこ　著 講談社
F-ﾔｽ さち子十四歳満州へ 安川　操　著 日本僑報社（発売）

F-ﾚｲ レイワ怪談　新月の章 ありがとう　ぁみ　原作 学研プラス
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F-ﾚｲ レイワ怪談　半月の章 ありがとう　ぁみ　原作 学研プラス
F-ﾚｲ レイワ怪談　三日月の章 ありがとう　ぁみ　原作 学研プラス
F-ﾚｲ レイワ怪談　十六夜の章 ありがとう　ぁみ　原作 学研プラス
F-ﾚｲ クルミ先生とまちがえたくないわたし 令丈　ヒロ子　作 ポプラ社

N-ｱﾗ アラビアンナイト 濱野　京子　文 ポプラ社
N-ｱﾝ アンデルセン童話 Ｈ．Ｃ．アンデルセン　作 ポプラ社
N-ｲｿ イソップ物語 イソップ　作 ポプラ社
N-ｳｲ フランダースの犬 ウィーダ　作 学研プラス
N-ｳｲ フランダースの犬 ウィーダ　作 ポプラ社
N-ｳｴ あしながおじさん ジーン　ウェブスター　作 学研プラス
N-ｳｴ あしながおじさん Ｊ．ウェブスター　作 ポプラ社
N-ｳﾞｴ 十五少年漂流記 ジュール　ベルヌ　作 学研プラス
N-ｳﾞｴ 十五少年漂流記 Ｊ．ベルヌ　作 ポプラ社
N-ｵﾙ 若草物語 ルイザ　メイ　オルコット　作 学研プラス
N-ｵﾙ 若草物語 Ｌ．Ｍ．オルコット　作 ポプラ社
N-ｷﾆ グレッグのダメ日記 なんとかなるさ ジェフ　キニー　作 ポプラ社
N-ｷﾔ ふしぎの国のアリス ルイス　キャロル　作 学研プラス
N-ｷﾔ ふしぎの国のアリス Ｌ．キャロル　作 ポプラ社
N-ｷﾝ 動物探偵ミア　犯人はほかにいる！ ダイアナ　キンプトン　作 ポプラ社
N-ｸﾞﾘ グリム童話 グリム兄弟　作 ポプラ社
N-ｹｽ 飛ぶ教室 Ｅ．ケストナー　作 ポプラ社
N-ｺﾞ 西遊記 呉　承恩　作 ポプラ社
N-ｺﾙ ベルリン１９１９　（上，下） クラウス　コルドン　作 岩波書店
N-ｼﾝ シンドバッドの冒険 横山　洋子　監修 学研プラス
N-ｽｳ ガリバー旅行記 ジョナサン　スウィフト　作 学研プラス
N-ｽｳ ガリバーの大ぼうけん Ｊ．スウィフト　作 ポプラ社
N-ｽﾃ 宝島 Ｒ．Ｌ．スティーヴンソン　作 学研プラス

《《  外国のおはなし　　 》》
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N-ｽﾃ 宝島 Ｒ．Ｌ．スチーブンソン　作 ポプラ社
N-ｽﾋﾟ アルプスの少女ハイジ Ｊ．シュピリ　作 ポプラ社
N-ｽﾐ ぼくはおじいちゃんと戦争した ロバート　Ｋ．スミス　著 あすなろ書房
N-ﾃﾞｲ クリスマス・キャロル Ｃ．ディケンズ　作 ポプラ社
N-ﾃﾞﾌ ロビンソン・クルーソー ダニエル　デフォー　作 学研プラス
N-ﾃﾞﾕ 岩くつ王 アレクサンドル　デュマ　作 学研プラス
N-ﾃﾞﾕ 三銃士 アレクサンドル　デュマ　作 学研プラス
N-ﾃﾞﾕ 三銃士 Ａ．デュマ　作 ポプラ社
N-ﾄﾞｲ 名探偵シャーロック・ホームズ コナン　ドイル　作 学研プラス
N-ﾄﾞｲ ロスト・ワールド コナン　ドイル　作 学研プラス
N-ﾄｳ 王子とこじき マーク　トウェイン　作 学研プラス
N-ﾄｳ トム・ソーヤの冒険 マーク　トウェイン　作 学研プラス
N-ﾄｳ トム・ソーヤーの冒険 Ｍ．トウェイン　作 ポプラ社
N-ﾄﾗ メアリー・ポピンズ Ｐ．Ｌ．トラヴァース　作 ポプラ社
N-ﾊﾞｳ オズの魔法使い Ｌ．Ｆ．ボーム　作 ポプラ社
N-ﾊﾞﾈ 小公女セーラ フランシス　ホジソン　バーネット　作 学研プラス
N-ﾊﾞﾈ 小公女 Ｆ．Ｈ．バーネット　作 ポプラ社
N-ﾊﾞﾈ ひみつの花園 フランシス　ホジソン　バーネット　作 学研プラス
N-ﾊﾞﾈ ひみつの花園 Ｆ．Ｈ．バーネット　作 ポプラ社
N-ﾊﾞﾘ ピーター・パン Ｊ．Ｍ．バリ　作 ポプラ社
N-ﾎﾟﾀ 少女ポリアンナ エレナ　ポーター　作 学研プラス
N-ﾎﾌ くるみわり人形 Ｅ．Ｔ．Ａ．ホフマン　作 ポプラ社
N-ﾏｸ かるいお姫さま ジョージ　マクドナルド　作 岩波書店
N-ﾏｸ 金の鍵 ジョージ　マクドナルド　作 岩波書店
N-ﾏﾛ 家なき子 エクトール　アンリ　マロ　作 学研プラス
N-ﾓﾝ 赤毛のアン Ｌ．Ｍ．モンゴメリ　作 ポプラ社
N-ﾕｺﾞ レ・ミゼラブル ビクトル　ユゴー　作 学研プラス
N-ﾕｺﾞ レ・ミゼラブル Ｖ．ユゴー　作 ポプラ社
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N-ﾘﾝ 長くつ下のピッピ リンドグレーン　作 学研プラス
N-ﾘﾝ 長くつしたのピッピ Ａ．リンドグレーン　作 ポプラ社
N-ﾙﾌﾞ 怪盗ルパンさまよう死神 モーリス　ルブラン　作 理論社
N-ﾛﾌ ドリトル先生物語 Ｈ．ロフティング　作 ポプラ社
N-ﾜｲ 幸福の王子 Ｏ．ワイルド　作 ポプラ社

00 プログラマーの一日 ＷＩＬＬこども知育研究所　編著 保育社
15 みんなで道トーク！　（１～３） 藤川　大祐　監修 河出書房新社
18 こども般若心経 齋藤　孝　著 リベラル社
21 １００人が語る戦争とくらし　（１，３） 大石　学　監修 学研プラス
21 日本の歴史３６６ 小和田　哲男　監修 主婦の友社
21 １偉人１分まんがでサクッと日本史 石蕗　永地　マンガ 講談社
28 渋沢栄一 小沢　章友　作 講談社
28 渋沢栄一がわかる 毎日新聞出版
29 わたしたちの宇治市　令和３年度版 宇治市小学校教育研究会　編 宇治市教育委員会
32 人権と自然をまもる法ときまり　４ 笹本　潤　法律監修 大月書店
33 きみにもできる！よりよい世界のつくりかた ケイリー　スウィフト　文 廣済堂あかつき
36 戦争がなかったら 高橋　邦典　著 ポプラ社
36 「孫たちは帰らない」けれど 豊田　直巳　写真　文 農山漁村文化協会
36 好きなモノから見つけるお仕事　（１～４） 藤田　晃之　監修 学研プラス
36 「ふつう」ってなんだ？ ＲｅＢｉｔ　監修 学研プラス
36 百年後を生きる子どもたちへ 豊田　直巳　写真　文 農山漁村文化協会
36 子どもが安全にくらすために読む絵本　〔１〕 タナカ　ヒロシ　作 ベースボール・マガジン社

36 「明るい未来」を子どもたちに 豊田　直巳　写真　文 農山漁村文化協会
36 感染しないひなん所生活 岡田　晴恵　著 フレーベル館
36 土に生かされた暮らしをつなぐ 豊田　直巳　写真　文 農山漁村文化協会
36 ふつうに生きるって何？ 井手　英策　著 毎日新聞出版
36 もしものための防犯ゼミナール 学研プラス

《《  ちしきの本    　　   》》
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38 会えるかも！？妖怪ずかん よしなが　こうたく　著 あかね書房
38 妖精図鑑 エミリー　ホーキンス　著 河出書房新社
38 鬼大図鑑 田村　正彦　監修 金の星社
40 小学校６年生の自由研究 成美堂出版編集部　編 成美堂出版
40 みんなをおどろかせよう科学マジック図鑑 スティーブ　モールド　著 化学同人
40 どっちが強い！？Ｘ　５ エアーチーム　まんが ＫＡＤＯＫＡＷＡ
40 おうちで楽しむ科学実験図鑑 尾嶋　好美　著 ＳＢクリエイティブ

41 こども統計学 渡辺　美智子　監修 カンゼン
44 星と宇宙がわかる本　（１～４） 縣　秀彦　監修 学研プラス
44 わくわく小惑星ずかん 吉川　真　監修 恒星社厚生閣
44 夏の星と星座 藤井　旭　監修　写真 ほるぷ出版
45 なぞにせまれ！世界の恐竜　（１～３） 渡部　真人　監修 汐文社
45 あの恐竜どこにいた？地図で見る恐竜のくらし図鑑 クリス　バーカー　著 創元社
45 スーパービジュアル恐竜図鑑　新訂第２版 ジョン　ウッドワード　著 講談社
45 きみがまだ知らないトリケラトプス ベン　ギャロッド　著 早川書房
45 きみがまだ知らないステゴサウルス ベン　ギャロッド　著 早川書房
45 地震はなぜ起きる？ 鎌田　浩毅　著 岩波書店
45 桜島の赤い火 宮武　健仁　文　写真 福音館書店
46 ひと目でわかる！ウイルス大解剖 川口　寧　監修 誠文堂新光社
47 ねん菌〈へんけい菌〉 川上　新一　監修 農山漁村文化協会
47 びっくり！世界の不思議な植物 湯浅　浩史　著 誠文堂新光社
47 富士山のまりも 亀田　良成　文 福音館書店
480 シートン動物記オオカミ王ロボ アーネスト　トンプソン　シートン　作 学研プラス
480 くらべてよもうどうぶつの赤ちゃん　（１～３） かんちく　たかこ　文 あかね書房
480 どっちが強い！？動物オリンピック編 Ｘベンチャーオールスターズ　ストーリー ＫＡＤＯＫＡＷＡ
481 海でギリギリあきらめない生きざま。 鈴木　香里武　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
481 だれのうんち？ 有沢　重雄　構成　文 偕成社
486 ファーブル昆虫記 Ｊ．Ｈ．ファーブル　作 ポプラ社

11



486 虫っておもしろい！さがしてみよう！虫のかくれんぼ 養老　孟司　文 新日本出版社
486 虫っておもしろい！どこにいるかな？虫のかくれんぼ 養老　孟司　文 新日本出版社
486 ペットボトルで育てよう　むし 谷本　雄治　著 汐文社
486 雪虫 石黒　誠　文　写真 福音館書店
49 「はたらく細胞」ウイルスの教科書 清水　茜　メインキャラクターイラスト 講談社
49 できるかな？人体おもしろチャレンジ 坂井　建雄　監修 えほんの杜
50 未来をつくる仕事図鑑　（１，２） 学研プラス
51 防災にも役立つ！川のしくみ 川上　真哉　著 誠文堂新光社
51 気温が１度上がると、どうなるの？ Ｋ．Ｓ．シュライバー　文 西村書店
52 超高層ビルのサバイバル　２ ポップコーン　ストーリー　文 朝日新聞出版
53 じぶんでよめるのりものずかん 成美堂出版編集部　編著 成美堂出版
53 でんしゃあいうえお もちだ　あきとし　ぶん　しゃしん 小峰書店
53 新幹線 国土社編集部　編 国土社
53 はたらくじどう車　（１～４） 元浦　年康　写真　監修 学研プラス
53 観光列車・ＳＬ 国土社編集部　編 国土社
53 特急列車 国土社編集部　編 国土社
53 私鉄 国土社編集部　編 国土社
53 貨物列車・地下鉄ほか 国土社編集部　編 国土社
53 ＪＲの在来線 国土社編集部　編 国土社
53 世界の自動車大図鑑 スタジオタッククリエイティブ

53 パイロットの一日 ＷＩＬＬこども知育研究所　編著 保育社
53 宇宙の話をしよう 小野　雅裕　作 ＳＢクリエイティブ

53 はたらく自動車ずかん 小賀野　実　監修 成美堂出版
53 のりもの超図鑑２２００ エビスパブリッシング　編 講談社
53 宇宙ロケット図鑑 吉川　真　監修 成美堂出版
58 イチからつくるチョコレート ＡＰＬＡ　編 農山漁村文化協会
58 イチからつくるあめ 本間　祐子　編 農山漁村文化協会
58 イチからつくるポテトチップス 岩井　菊之　編 農山漁村文化協会
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58 すっぱいのひみつ 赤野　裕文　著 金の星社
59 かわいくつくっちゃおう！かんたんクッキング１２か月　（１～６） トモコ＝ガルシア　作 岩崎書店
59 １２つきのおはなし＆パンレシピ Ｇｏｍａ　作　絵 フレーベル館
59 １０歳からのキッチンの教科書　（１，２） 佐々森　典恵　料理監修 ＮＨＫ出版
59 楽しい草つみ花つみクッキング　（１～３） 農文協　編 農山漁村文化協会
61 なっとう菌 木村　啓太郎　監修 農山漁村文化協会
61 うねゆたかの田んぼの絵本　（２，３） 宇根　豊　作 農山漁村文化協会
62 バナナ 佐藤　靖明　監修 農山漁村文化協会
62 日本庭園を楽しむ絵本 大野　八生　作 あすなろ書房
63 富岡製糸場 田村　仁　写真　文 福音館書店
68 めざせ鉄道博士！日本全国鉄道路線地図　新版 地理情報開発　編 永岡書店
68 電車のヒミツ 「旅と鉄道」編集部　編集 天夢人
68 海べをはしる人車鉄道 横溝　英一　文　絵 福音館書店
70 なんで洞窟に壁画を描いたの？ 五十嵐　ジャンヌ　著 新泉社
72 和の文化をうけつぐ日本の伝統もよう　（１～３） 小山　弓弦葉　監修 汐文社
72 鳥獣戯画と絵巻物 山本　聡美　監修 あかね書房
75 楽しいハロウィン工作　（１～３） いしかわ　まりこ　作 汐文社
76 音が変わる！うまくなる！たのしい吹奏楽　（２，３） バジル　クリッツァー　著 学研プラス
77 夢活！なりたい！アニメの仕事　（１～３） 代々木アニメーション学院　監修 汐文社
77 ウルトラマン全戦士超ファイル　増補３訂版 小学館
780 〈スポーツ感動物語〉アスリートの原点　（１～６） 学研プラス
780 オリンピック・パラリンピック　（１～３） 日本オリンピック　アカデミー　監修 国土社
780 １０分で読めるオリンピック・パラリンピック物語　（１～５） 大野　益弘　編著 あかね書房
783 勝てる！強くなる！強豪校の部活練習メニュー サッカー 松下　義生　監修 金の星社
783 勝てる！強くなる！強豪校の部活練習メニュー 野球 寺崎　裕紀　監修 金の星社
783 勝てる！強くなる！強豪校の部活練習メニュー バスケットボール 高瀬　俊也　監修 金の星社
783 勝てる！強くなる！強豪校の部活練習メニュー バレーボール 清水　直樹　監修 金の星社
783 勝てる！強くなる！強豪校の部活練習メニュー ソフトテニス 高橋　茂　監修 金の星社
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783 勝てる！強くなる！強豪校の部活練習メニュー 卓球 真田　浩二　監修 金の星社
783 勝てる！強くなる！強豪校の部活練習メニュー バドミントン 名倉　康弘　監修 金の星社
785 勝てる！強くなる！強豪校の部活練習メニュー 水泳 竹村　知洋　監修 金の星社
79 超ムズ！学校まちがいさがし　（１～３） 汐文社
79 おばけずかんのおばけさがし！ 斉藤　洋　原作 講談社
80 こうすればきみも話せる　（１～３） 鳥谷　朝代　監修 岩崎書店
80 回文で遊ぼう きしゃのやしき 間部　香代　作 あかね書房
81 えほんこどもにほんご学　（１～５） 安部　朋世　文 岩崎書店
81 １３歳からの読解力 山口　謠司　著 ＰＨＰエディターズ・グループ

83 写真英語ずかん　（１～３） 大門　久美子　編 汐文社
908 ５分後に意外な結末ｅｘ　オレンジ色に燃える呪文 桃戸　ハル　編著 学研プラス
908 ５分後に意外な結末ｅｘ　エメラルドに輝く風景 桃戸　ハル　編著 学研プラス
910 清少納言と紫式部 国土社編集部　編 国土社
910 大伴家持と紀貫之 国土社編集部　編 国土社
910 兼好法師と平清盛 国土社編集部　編 国土社
910 松尾芭蕉と曲亭馬琴 国土社編集部　編 国土社
911 百人一首人物大事典 渡部　泰明　監修 金の星社
911 しょんぼり百人一首 天野　慶　著 幻冬舎
911 俳句部、はじめました 神野　紗希　著 岩波書店
931 マザーグースのうた 蜂飼　耳　文 ポプラ社

C ゆびでつんつん えざわ　みずほ　脚本 童心社
C たまごちゃん かわしま　えつこ　脚本 童心社
C まどからのおきゃくさん よこみち　けいこ　脚本 童心社
C おもちのもっち かとう　ようこ　脚本 童心社

《《  かみしばい     　　  》》
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