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ばしょ

ないよう

1月10日(日) 1月6日(水) 1月20日(水)

2月7日(日) 2月3日(水) 2月17日(水)

1月16日(土) ※　1月23日(土) 1月9日(土)

2月20日(土) ※　2月27日(土) 2月6日(土)

おはなしかい

おはなしのへや

※　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

あっぷっぷ
あたらしくはいったこどもの本

２０１６年１月号

月～月のおはなしかい・おはなしのへや　　　　　　　　　　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 なぞなぞでおやしきたんけん 石津　ちひろ　文 アリス館
E サンパギータのくびかざり 松居　友　文 今人舎
E ホワイトクリスマス ウォルター　デ　ラ　メア　詩 岩崎書店
E こどもる 荒井　良二　作　絵 岩崎書店
E おつきさまのかぞえうた 新井　洋行　作 えほんの杜
E さんかくサンタ ｔｕｐｅｒａ　ｔｕｐｅｒａ　さく 絵本館
E オオカミのはつこい きむら　ゆういち　ぶん 偕成社
E いちばんのなかよしさん エリック　カール　作 偕成社
E おばけだじょ ｔｕｐｅｒａ　ｔｕｐｅｒａ　さく 学研教育出版
E なにかいる！どこにいる？ ネイチャー＆サイエンス　編 河出書房新社
E せかいでいちばん手がかかるゾウ 井の頭自然文化園　ぶん 教育評論社
E つきのうさぎ いもと　ようこ　文　絵 金の星社
E すすめ！ゆきのきゅうじょたい 竹下　文子　文 金の星社
E へんしんマーケット あきやま　ただし　作　絵 金の星社
E くれよんがおれたとき かさい　まり　さく くもん出版
E ママがおばけになっちゃった！ のぶみ　さく 講談社
E ヘルシーせんたいダイズレンジャー やぎ　たみこ　作 講談社
E いろとりどり マーカス　フィスター　作 講談社
E ぬいぐるみのミュー いもと　ようこ　作 講談社
E ここがすき きたやま　ようこ　作 こぐま社
E 恐竜トリケラトプスとスピノサウルス 黒川　みつひろ　作絵 小峰書店
E おもち！ 石津　ちひろ　文 小峰書店
E フルーツめしあがれ 視覚デザイン研究所　さく 視覚デザイン研究所

E おうさまのくつ ヘレン　ビル　文 瑞雲舎
E ぼくが５歳の子ども兵士だったとき ジェシカ　ディー　ハンフリーズ　作 汐文社
E こんにちは、いたずらっ子エーミル アストリッド　リンドグレーン　作 徳間書店
E 子うさぎジャックとひとりぼっちのかかし バーナデット　ワッツ　作　絵 徳間書店
E ノラネコぐんだん おすしやさん 工藤　ノリコ　著 白泉社

《《  えほん　        　　 》》
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E ボタンちゃん 小川　洋子　作 ＰＨＰ研究所
E つみつみでんしゃ 薫　くみこ　作 ひさかたチャイルド

E 子どもばやしのお正月 さげさか　のりこ　作 福音館書店
E ジャッキーつきへいく あだち　なみ　絵 ブロンズ新社
E めとめがあったら おくむら　けんいち　ぶん ブロンズ新社
E つきよのうた はせがわ　さとみ　作 文溪堂
E ビビのアフリカ旅行 たがわ　いちろう　作 ポプラ社
E おつきみおばけ せな　けいこ　作　絵 ポプラ社
E ジンベエザメのはこびかた 松橋　利光　写真 ほるぷ出版
E かようびのドレス ボニ　アッシュバーン　文 ほるぷ出版
E いちばにいくファルガさん チトラ　サウンダー　文 光村教育図書

F-ｱｷ 怪盗レッド　１２ 秋木　真　作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
F-ｲｹ 海色のＡＮＧＥＬ　１ 池田　美代子　作 講談社
F-ｲｼ 黒魔女の騎士ギューバッド　ｐａｒｔ３ 石崎　洋司　作 講談社
F-ｲｼ お面屋たまよし　七重ノ祭 石川　宏千花　著 講談社
F-ｲﾄ 車夫 いとう　みく　作 小峰書店
F-ｲﾄ キナコ いとう　みく　作 ＰＨＰ研究所
F-ｲﾜ ぼくが弟にしたこと 岩瀬　成子　作 理論社
F-ｲﾜ わたし、がんばったよ。 岩貞　るみこ　文 講談社
F-ｶｲ 怪談オウマガドキ学園　１４，１５ 常光　徹　責任編集 童心社
F-ｶｼ モンスター・ホテルでごしょうたい 柏葉　幸子　作 小峰書店
F-ｶｾﾞ 氷の上のプリンセス　はじめての国際大会 風野　潮　作 講談社
F-ｶﾍﾞ サクラ・タイムトラベル 加部　鈴子　作 岩崎書店
F-ｷﾖ 境界のＲＩＮＮＥ　謎のクラスメート 高山　カツヒコ　著 小学館
F-ｸﾜ 絶叫学級　悪夢の花園編 桑野　和明　著 集英社
F-ｸﾜ 絶叫学級　いじめの結末編 桑野　和明　著 集英社
F-ｻｲ 火の降る夜に桜舞う 斉藤　洋　作 あすなろ書房
F-ｻｲ いえのおばけずかん　ゆうれいでんわ 斉藤　洋　作 講談社
F-ｻﾄ シロガラス　４ 佐藤　多佳子　著 偕成社

《《  日本のおはなし　　 》》
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F-ｽｶﾞ チポロ 菅野　雪虫　著 講談社
F-ﾀｶ ペルペルの魔法 たかどの　ほうこ　作 理論社
F-ﾀﾓ 金の月のマヤ　１～３ 田森　庸介　作 偕成社
F-ﾀﾓ ポポロクロニクル　上，下 田森　庸介　作 偕成社
F-ﾅｶ おとのさま、ゆうえんちにいく 中川　ひろたか　作 佼成出版社
F-ﾅｷﾞ 友恋×１２歳 名木田　恵子　作 講談社
F-ﾉｻ 小さい潜水艦に恋をしたでかすぎるクジラの話 野坂　昭如　原作 世界文化社
F-ﾋｺ なりたて中学生　中級編 ひこ　田中　著 講談社
F-ﾋｺ ロックなハート ひこ　田中　作 福音館書店
F-ﾎﾈ ほねほねザウルス　１１～１５ カバヤ食品株式会社　原案　監修 岩崎書店
F-ﾐﾀ 奪われた予言書 三田村　信行　作 あかね書房
F-ﾐﾔ あまのじゃくにかんぱい！ 宮川　ひろ　作 童心社
F-ﾑﾗ 音楽室の日曜日　歌え！オルガンちゃん 村上　しいこ　作 講談社
F-ﾑﾗ よるのとしょかんだいぼうけん 村中　李衣　作 ＢＬ出版
F-ﾓﾘ あの花火は消えない 森島　いずみ　著 偕成社
F-ﾓﾘ アサギをよぶ声　そして時は来た 森川　成美　作 偕成社
F-ﾖｼ ひみつの校庭 吉野　万理子　作 学研プラス

N-ｸﾞﾘ 少年弁護士セオの事件簿　５ ジョン　グリシャム　作 岩崎書店
N-ｼﾕ 動物と話せる少女リリアーネ　スペシャル３ タニヤ　シュテーブナー　著 学研教育出版
N-ｽﾄ ロックウッド除霊探偵局　２〔上〕，〔下〕 ジョナサン　ストラウド　作 小学館
N-ﾊﾞﾀ 大きなたまご オリバー　バターワース　作 岩波書店
N-ﾊﾞﾝ ぼくたちの相棒 ケイト　バンクス　著 あすなろ書房
N-ﾌﾗ アラルエン戦記　６，７〔上〕 ジョン　フラナガン　作 岩崎書店
N-ﾎｷ 宇宙の法則 ルーシー　ホーキング　作 岩崎書店
N-ﾎﾙ １４番目の金魚 ジェニファー　Ｌ．ホルム　作 講談社
N-ﾘｵ オリンポスの神々と７人の英雄　５ リック　リオーダン　作 ほるぷ出版

01 今すぐ読みたい！１０代のためのＹＡブックガイド１５０！ 金原　瑞人　監修 ポプラ社
28 世界でいちばん貧しい大統領からきみへ ホセ　ムヒカ　著 汐文社

《《  外国のおはなし　　 》》

《《  ちしきの本    　　   》》
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28 「エルマーのぼうけん」をかいた女性ルース・Ｓ・ガネット 前沢　明枝　著 福音館書店
29 世界えじてん ａｋｅｍｉ　ｔｅｚｕｋａ　画 パイインターナショナル

33 なるほど！お金のはなし マーティン　ジェンキンス　文 ＢＬ出版
36 おばあちゃん、おじいちゃんを知る本　２ 江頭　恵子　文 大月書店
38 ロシアのごはん 銀城　康子　文 農山漁村文化協会
38 インドネシアのごはん 銀城　康子　文 農山漁村文化協会
38 モロッコのごはん 銀城　康子　文 農山漁村文化協会
38 ポルトガルのごはん 銀城　康子　文 農山漁村文化協会
38 １２か月の行事のえほん 新谷　尚紀　監修 講談社
40 ジュニア空想科学読本　５ 柳田　理科雄　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
40 かがくが好きになる絵本１００ 科学の本の読み聞かせの会「ほんとほんと」　著 幻冬舎
44 星と宇宙★クイズ図鑑 藤井　旭　監修　写真 あかね書房
480 もぐもぐどうぶつえん なかの　ひろみ　文　構成 ひさかたチャイルド

486 アリのくらしに大接近 丸山　宗利　文 あかね書房
487 カエル 福山　欣司　文 農山漁村文化協会
487 ナマズ 前畑　政善　文　写真 農山漁村文化協会
49 いのちつぐ「みとりびと」　５～８ 國森　康弘　写真　文 農山漁村文化協会
49 ＡＢＯ血液型がわかる科学 山本　文一郎　著 岩波書店
49 食品添加物キャラクター図鑑 左巻　健男　監修 日本図書センター
50 ものづくりを変える！３Ｄプリンター 荒舩　良孝　文 岩崎書店
54 東京首都圏の電車１００点 広田　尚敬　写真 講談社
58 保存食の絵本　１～５ こしみず　まさみ　へん 農山漁村文化協会
59 のはらキッチンへぜひどうぞ まはら　三桃　作 講談社
61 土の絵本　４ 日本土壌肥料学会　へん 農山漁村文化協会
61 農作業の絵本　４，５ じんさき　そうこ　え 農山漁村文化協会
61 農家になろう　６～１０ 農文協　編 農山漁村文化協会
64 がんばれ！盲目の犬レディ 山本　博　著 岩崎書店
67 考えよう！やってみよう！フェアトレード　２ こどもくらぶ　編 彩流社
67 菜乃のポケット 村上　しいこ　作 講談社
70 キッズペディア世界遺産 小学館
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75 はじめてのこうさく まるばやし　さわこ　著 ポプラ社
75 ダンボールで作るおもしろ自動販売機 大野　萌菜美　監修 ブティック社
75 どこでもどんぐり おおたき　れいこ　著 かもがわ出版
76 ＡＫＢ４８、被災地へ行く 石原　真　著 岩波書店
789 日本の伝統競技 寒川　恒夫　監修 ＰＨＰ研究所
79 なぞなぞ★クイズの学校 本間　正夫　著 池田書店
79 みんなでなぞなぞ３・４年生　改訂新版 本間　正夫　作 高橋書店

79 ポケモンダイヤモンド・パールなぞなぞ全
オール

百科 嵩瀬　ひろし　著 小学館

80 辞書・事典のすべてがわかる本　２ 稲葉　茂勝　文 あすなろ書房

C おじいちゃんはすごいね 中村　文人　作 教育画劇
C おひさま、あけましておめでとう！ すとう　あさえ　脚本 童心社
C キッキきをつけてだいどころ 西野　沙織　作　絵 教育画劇
C これなになに？ 山本　祐司　作　絵 教育画劇
C じごくめぐり グループ　コロンブス　文 教育画劇
C ステゴのあかちゃんザウルス 福岡　昭二　作　絵 教育画劇
C ちゅーとちょーのくだものさがし ミスミ　ヨシコ　作　絵 教育画劇
C どうぶつこれなーんだ？ 越濱　久晴　作　絵 教育画劇
C トプスはつよいおにいちゃん 福岡　昭二　文　絵 教育画劇
C ななちゃんのたなばた やすい　すえこ　脚本 童心社
C なんだったっけ？ もなみ　なみこ　作　絵 教育画劇
C ねずみくんとかばくんのみずあそび 岡山　真子　作 教育画劇
C バスくんとのおやくそく 山本　省三　作 教育画劇
C ひとりになっちゃ、だめですよ やまだ　みつこ　作　絵 教育画劇
C ふうちゃんのおつかい 久住　卓也　作　絵 教育画劇
C ブラキオサウルスのかぞく 月本　佳代美　絵 教育画劇
C フルーツジュースやさん 村田　エミコ　作　絵 教育画劇
C ポンコちゃんのおひなさま ひろかわ　さえこ　脚本　絵 童心社
C マイアサウラのぴいちゃん 矢崎　節夫　作 教育画劇
C まいごのこいのぼり 石井　聖岳　脚本　絵 童心社

《《  かみしばい     　　  》》
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C まいごのトコちゃん 宮崎　二美枝　作 教育画劇
C まめまきまかせて！ 苅田　澄子　脚本 童心社
C まもってあそぼうね 山本　省三　作 教育画劇
C みつごのこぶたのクリスマス はせがわ　さとみ　脚本 童心社
C むしむしかくれんぼ 堀川　波　作　絵 教育画劇
C もえもえマン ｒｉｋｋｏ　絵 教育画劇
C もりのおつきみ 千世　繭子　脚本 童心社
C レックスのだいぼうけん 中村　文人　作 教育画劇
C わっ！びっくり 宮崎　二美枝　脚本 教育画劇
C ワンタのおさんぽ さかた　まさや　作　絵 教育画劇

R81 三省堂例解小学四字熟語辞典 田近　洵一　編 三省堂
《《  しらべものの本       》》　※かしだしできません
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