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7月4日(日) 7月11日(日) 7月21日(水)

8月1日(日) 8月8日(日) 8月18日(水)

7月17日(土) ※１　7月24日(土) 7月3日(土)

8月21日(土) ※１　8月28日(土) 8月7日(土)

赤ちゃんおはなし会０・１・２ ※２　7月21日(水)

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(７月15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７月号

７月～８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 アイツだけ、ずるい！ ＮＨＫ　Ｅテレ「ｕ　＆　ｉ」制作班　編 ほるぷ出版
E ｱ アインシュタイン トーベン　クールマン　作 ブロンズ新社
E ｱ あかちゃんですよ はいどうぞ うしろ　よしあき　文 アリス館
E ｱ あなふさぎのジグモンタ とみなが　まい　作 ひさかたチャイルド

E ｱ 天の岩戸アマテラス 飯野　和好　文　絵 パイインターナショナル

E ｱ アレッポのキャットマン アイリーン　レイサム　著 あかね書房
E ｱ アンチレイシスト・ベビー イブラム　Ｘ．ケンディ　作 合同出版
E ｲ いきものづくしものづくし　（１，３） 松岡　達英　ほか作 福音館書店
E ｲ いちにち ひろた　あきら　さく ＫＡＤＯＫＡＷＡ
E ｳﾞ ヴォドニークの水の館 まき　あつこ　文 ＢＬ出版
E ｳ うさぎのパンやさんのいちにち かこ　さとし　著 復刊ドットコム
E ｳ ウッソースやきそば ささき　みお　作　絵 ひさかたチャイルド

E ｳ うみがみえます みやもと　ただお　作 文研出版
E ｳ 海のアトリエ 堀川　理万子　著 偕成社
E ｴ 絵本江戸のくらし 太田　大輔　作 講談社
E ｵ お月さんのシャーベット ペク　ヒナ　作 ブロンズ新社
E ｵ おはよう！げんき？ 村上　勉　絵 講談社
E ｵ おまけのじかんだね 松田　もとこ　文 文研出版
E ｵ おやまでテント ゆーち　みえこ　作 アリス館
E ｶ かえるのごほうび　新装版 木島　始　さく 福音館書店
E ｷ 木は何を見てきたの？ シャーロット　ギラン　文 化学同人
E ｷ きつねの窓 安房　直子　作 金の星社
E ｷ きつね山の赤い花 安房　直子　作 金の星社
E ｸﾞ グーチョキパーのうた 趙　博　文 解放出版社
E ｸ くさをたべすぎたロバくん アヌスカ　アレプス　さく ＢＬ出版
E ｺ こうさぎぽーん 麦田　あつこ　文 ブロンズ新社

《《  えほん　        　　 》》
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E ｺﾞ ５ひきの子ぶた ふじい　ようこ　文　絵 出版ワークス
E ｺﾞ ゴムブタボート 中川　ひろたか　さく 岩崎書店
E ｻ さるじぞう 大黒　みほ　再話 あすなろ書房
E ｼﾞ １０ぴきのおばけとおおきなふね にしかわ　おさむ　作　絵 ひかりのくに
E ｽ すいかのたね グレッグ　ピゾーリ　作 こぐま社
E ｿ 空よ！ 内田　麟太郎　詩 アリス館
E ｿ 空とぶ馬と七人のきょうだい イチンノロブ　ガンバートル　文 廣済堂あかつき
E ｿ そらまめくんのまいにちはたからもの なかや　みわ　さく 小学館
E ﾀ たべたのだーれだ？ たむら　しげる　さく 福音館書店
E ﾁ ちこくのりゆう 森くま堂　作 童心社
E ﾂ 漬物大明神 小暮　夕紀子　文 ふくろう出版
E ﾂ つるの家 安房　直子　作 金の星社
E ﾄ となりのおやつ ＤＪみそしるとＭＣごはん　作 神宮館
E ﾄﾞ どろんこおばけになりたいな 内田　麟太郎　作 童心社
E ﾅ なまずにいさん 穂高　順也　さく 講談社
E ﾆ にくにくしろくま 柴田　ケイコ　作　絵 ＰＨＰ研究所
E ﾆ ニコのおくりもの しのはら　しんいち　おはなし＆さしえ 報知新聞東京本社
E ﾈ ねむねむこうさぎ 麦田　あつこ　文 ブロンズ新社
E ﾈ 眠り猫 宝井　琴調　文 福音館書店
E ﾉ 野ねずみきょうだいの草花あそび　初夏から秋まで 相澤　悦子　さく 福音館書店
E ﾊ はずかしかったらやってみて！ オーレリー　シアン　ショウ　シーヌ　ぶん　え 主婦の友社
E ﾊ はやくちレストラン もぎ　あきこ　作 金の星社
E ﾊ はらぺこ横綱 宝井　琴調　文 福音館書店
E ﾊﾟ ぱんつくったよ。　２ 平田　昌広　作 国土社
E ﾊﾟ パンダぱん かけひ　さとこ　さく　え 教育画劇
E ﾋ ひとがつくったどうぶつの道 キム　ファン　文 ほるぷ出版
E ﾋ １００歳ランナーの物語 シムラン　ジート　シング　文 西村書店
E ﾌ フートンのおふとん 北村　裕花　作 ＢＬ出版

3



E ﾎﾞ ぼくのがっこう 鈴木　のりたけ　作　絵 ＰＨＰ研究所
E ﾎﾟ ポケットはん 令丈　ヒロ子　ぶん 講談社
E ﾏ まってました もとした　いづみ　文 講談社
E ﾏ まねっこおやこ おくむら　けんいち　ぶん ブロンズ新社
E ﾏ まよなかのトイレ まるやま　あやこ　さく 福音館書店
E ﾏ まる いまむら　ひろこ　作 はる書房
E ﾐ みちとなつ 杉田　比呂美　さく 福音館書店
E ﾑ ムカデとヤスデ スージー　ウィリアムズ　作 化学同人
E ﾓ モグラのモーとグーとラーコ みやにし　たつや　作　絵 ポプラ社
E ﾓ もりの１００かいだてのいえ いわい　としお　作 偕成社
E ﾖ ようこそ！あかちゃん レイチェル　グリーナー　文 大月書店
E ﾖ よるがやってくる 下田　昌克　作 こぐま社
E ﾜ わらいのひみつ おおの　こうへい　作　絵 フレーベル館

F-ｱｶ 三毛猫ホームズの宝さがし 赤川　次郎　著 汐文社
F-ｱｷ 一年間だけ。　７ 安芸　咲良　作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
F-ｵｵ ようかいとりものちょう乙　（９，１０） 大崎　悌造　作 岩崎書店
F-ｵｶ チョコレートのおみやげ 岡田　淳　文 ＢＬ出版
F-ｶｶﾞ 科学探偵ＶＳ．超能力少年 佐東　みどり　作 朝日新聞出版
F-ｶｶﾞ 科学探偵ＶＳ．暴走するＡＩ　（前編，後編） 佐東　みどり　作 朝日新聞出版
F-ｶｾﾞ 氷の上のプリンセス　ジュニア編８ 風野　潮　作 講談社
F-ｶﾄ エカシの森と子馬のポンコ 加藤　多一　作 ポプラ社
F-ｷﾀ しんぱいせんせい 北川　チハル　作 佼成出版社
F-ｸﾗ 夜カフェ　９ 倉橋　燿子　作 講談社
F-ｺｳ 四年ザシキワラシ組　夏がきた！ こうだ　ゆうこ　作 学研プラス
F-ｺﾃﾞ おしゃべり森のものがたり 小手鞠　るい　作 フレーベル館
F-ｺﾃﾞ 午前３時に電話して 小手鞠　るい　著 講談社
F-ｺﾃﾞ 庭 小手鞠　るい　作 小学館

《《  日本のおはなし　　 》》
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F-ｺﾉ １％×スキ・キライ相関図 このはな　さくら　作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
F-ｻｲ いちばんたいせつなもの 斎藤　貴男　作 新日本出版社
F-ｻｲ あしたもオカピ 斉藤　倫　作 偕成社

F-ｻｶ 名探偵コナン怪盗キッドセレクション月下の予告状
イリュージョン 酒井　匙　著 小学館

F-ｻｸ 図書室の奥は秘密の相談室 櫻井　とりお　著 ＰＨＰ研究所
F-ｻﾄ 月にトンジル 佐藤　まどか　作 あかね書房
F-ｼﾕ 時間色のリリィ 朱川　湊人　著 偕成社
F-ｽｽﾞ そのときがくるくる すず　きみえ　作 文研出版
F-ｽﾐ カレンダー吸血鬼は知っている 住滝　良　文 講談社
F-ｿｳ ずっと一年生！？ 宗田　理　作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
F-ﾀｶ 君のとなりで。　４ 高杉　六花　作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
F-ﾂｸ ねこやなぎ食堂　（レシピ２，レシピ３） つくも　ようこ　作 講談社
F-ﾄﾓ れんこちゃんのさがしもの 戸森　しるこ　作 福音館書店
F-ﾆｼ けんだましょうぶ にしひら　あかね　作 福音館書店
F-ﾋﾛ ふしぎ駄菓子屋銭天堂　１５ 廣嶋　玲子　作 偕成社
F-ﾌｶ ＩＱ探偵ムー 夢羽のホノルル探偵団 深沢　美潮　作 ポプラ社
F-ﾌｶ ＩＱ探偵ムー　ミステリーハウスからの挑戦状 深沢　美潮　作 ポプラ社
F-ﾎﾈ ほねほねザウルス　２４ カバヤ食品株式会社　原案　監修 岩崎書店
F-ﾎﾝ 夢をかなえる未来ノート 本田　有明　著 ＰＨＰ研究所
F-ﾐｽﾞ ルパン三世ｖｓ名探偵コナンＴＨＥ　ＭＯＶＩＥ 水稀　しま　著 小学館
F-ﾐﾔ でんごんゲーム 宮下　すずか　作 くもん出版
F-ﾑﾗ フルーツふれんずイチゴちゃん 村上　しいこ　作 あかね書房
F-ﾑﾗ 用具室の日曜日 村上　しいこ　作 講談社
F-ﾓｶﾞ すみれちゃんとようかいばあちゃん 最上　一平　作 新日本出版社
F-ﾓﾓ ５分後に意外な結末Ｑ 桃戸　ハル　著 学研プラス
F-ﾓﾘ はなの街オペラ 森川　成美　作 くもん出版
F-ﾔﾏ ボーダレス・ケアラー 山本　悦子　著 理論社
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N-ｴﾝ ぼくのあいぼうはカモノハシ ミヒャエル　エングラー　作 徳間書店

N-ｸﾞﾘ 少年弁護士セオの事件簿　７ ジョン　グリシャム　作 岩崎書店
N-ﾊﾝ ウォーリアーズ　４－６ エリン　ハンター　作 小峰書店
N-ﾌﾞﾗ 帰れ野生のロボット ピーター　ブラウン　作　絵 福音館書店
N-ﾍﾈ 海を見た日 Ｍ．Ｇ．ヘネシー　作 鈴木出版
N-ﾛﾚ お話のたきぎをあつめる人 ローレンティン妃　作 徳間書店

19 こどものせいしょ サリー　アン　ライト　文 ドン・ボスコ社
21 子どもたちに語る日中二千年史 小島　毅　著 筑摩書房
28 ｶ かこさとし 鈴木　愛一郎　文 あかね書房
28 ｻ 猿橋勝子 清水　洋美　文 汐文社
30 未来をつくるあなたへ 中満　泉　著 岩波書店
31 聞かせて、おじいちゃん 横田　明子　著 国土社
33 おかねってなぁに？ おかだ　さえ　作 日本商工会議所青年部

36 防災のサバイバル 国崎　信江　監修 朝日新聞出版
36 福祉用具の図鑑　目や耳の働き・発達障害を助ける 徳田　克己　監修 金の星社
36 女の子だから、男の子だからをなくす本 ユン　ウンジュ　文 エトセトラブックス

38 異種最強王図鑑 健部　伸明　監修 学研プラス
38 カサうしろに振るやつ絶滅しろ！ 氏田　雄介　原案 小学館
40 なぜ私たちは理系を選んだのか 桝　太一　著 岩波書店
44 地球以外に生命を宿す天体はあるのだろうか？ 佐々木　貴教　著 岩波書店
45 みんなが知りたい！気象のしくみ 菅井　貴子　著 メイツユニバーサルコンテンツ

481 動物のうんち図鑑 小宮　輝之　著 小学館クリエイティブ

481 水中最強王図鑑 Ｇ．Ｍａｓｕｋａｗａ　監修 学研プラス
481 ペットボトルで育てよう　水の生き物 谷本　雄治　著 汐文社
483 サンゴは語る 大久保　奈弥　著 岩波書店
486 わたしたちのカメムシずかん 鈴木　海花　文 福音館書店

《《  外国のおはなし　　 》》

《《  ちしきの本    　　   》》
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486 カブトムシの音がきこえる 小島　渉　文 福音館書店
486 小さな里山をつくる 今森　光彦　著 アリス館
487 日本サンショウウオ探検記 関　慎太郎　写真　文 少年写真新聞社
489 この世界からサイがいなくなってしまう 味田村　太郎　文 学研プラス
49 赤ちゃんのふしぎ科学ずかん 高橋　孝雄　監修 あすなろ書房
49 はたらく細胞ウイルス＆細菌図鑑 講談社　編 講談社
49 不安でおちつかないとき オナー　ヘッド　文 岩崎書店
49 ちゃんと知りたい「がん」のこと　１ 保坂　隆　監修 汐文社
49 ずかんヒトの細胞 牛木　辰男　著 技術評論社
51 プラスチックモンスターをやっつけよう！ 高田　秀重　監修 クレヨンハウス
51 この星を救うために知っておくべき１００のこと ローズ　ホール　ほか文 小学館
51 地球温暖化を解決したい 小西　雅子　著 岩波書店
53 「はやぶさ２」リュウグウからの玉手箱 山下　美樹　文 文溪堂
54 ゲーム＆クリエイター パソコンのひみつ マンガデザイナーズラボ　まんが 学研プラス
58 ポテトスナックここが知りたい！ くろにゃこ。　まんが 文藝春秋企画出版部

59 手作りって楽しい！はじめての手芸　ビーズ＆プラバンでつくる 寺西　恵里子　作 汐文社
62 ペットボトルで育てよう　野菜・花 谷本　雄治　著 汐文社
66 くじらの子 石川　梵　写真と文 少年写真新聞社
70 もっと！オルセー美術館でさがせ！ ニコラス　ピロー　作 フレーベル館
79 カードゲームのひみつ 梅屋敷　ミタ　まんが 学研プラス
80 コミュニケーション力を高めるプレゼン・発表術 上坂　博亨　著 岩波書店
81 伝わる表現を選ぼう　１ 伝わる表現研究会　編著 汐文社
81 学校では教えてくれないゆかいな漢字の話 今野　真二　著 河出書房新社
910 平安男子の元気な！生活 川村　裕子　著 岩波書店

C がんばれサンタさん あかいし　ゆみ　作　絵 教育画劇
C 三月十日のやくそく 早乙女　勝元　脚本 童心社
C たぬきのにゅうがくしき　改定新版 桂　文我　脚本 童心社

《《  かみしばい     　　  》》
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C ハロウィンしょうてんがい とみなが　まい　作　絵 教育画劇
C となりのさくら 桂　文我　脚本 童心社

E ｱ あなふさぎのジグモンタ とみなが　まい　作 ひさかたチャイルド
F-ｽｽﾞ そのときがくるくる すず　きみえ　作 文研出版
E ﾐ みずをくむプリンセス スーザン　ヴァーデ　文 さ・え・ら書房
E ﾄﾞ どこからきたの？おべんとう 鈴木　まもる　作　絵 金の星社

486 わたしたちのカメムシずかん 鈴木　海花　文 福音館書店
F-ﾄﾐ ゆりの木荘の子どもたち 富安　陽子　作 講談社
N-ｴﾝ ぼくのあいぼうはカモノハシ ミヒャエル　エングラー　作 徳間書店
488 カラスのいいぶん 嶋田　泰子　著 童心社

F-ｶﾄ エカシの森と子馬のポンコ 加藤　多一　作 ポプラ社
F-ﾅｶﾞ サンドイッチクラブ 長江　優子　作 岩波書店
N-ｳｵ おいで、アラスカ！ アンナ　ウォルツ　作 フレーベル館
489 オランウータンに会いたい 久世　濃子　著 あかね書房

F-ﾊﾏ ウィズ・ユー 濱野　京子　作 くもん出版
N-ﾓﾊﾟ アーニャは、きっと来る マイケル　モーパーゴ　作 評論社
28 ﾏ 牧野富太郎 清水　洋美　文 汐文社

F-ﾃﾗ 水を縫う 寺地　はるな　著 集英社
N-ﾎﾞｲ 兄の名は、ジェシカ ジョン　ボイン　著 あすなろ書房
40 科学者になりたい君へ 佐藤　勝彦　著 河出書房新社

中学校

高等学校

令和３年夏休み課題図書
7月1日～8月31日まで課題図書の貸出期間は1週間となります。

小学校低学年

小学校中学年

小学校高学年

8


