
やさいモリモリ
書名 巻次 著者 出版者 出版年
おいしいごはんができるまで ３ 真木文絵／文 偕成社 615 ﾏｷ-3 児童 ２０１６．１
ベジヌードル 村山　由紀子／著 主婦と生活社 596.3 ﾑﾗﾔ 一般 2017.1
これからの野菜の食べ方 青山・国連大学前ファーマーズマーケット男子野菜部／著幻冬舎 626 ｱｵﾔ 一般 2012.1
ハーブの絵本 広田〔セイ〕子／へん 農山漁村文化協会617 ﾊﾌﾉ 児童 2008.3
シイタケの絵本 大森清壽／へん 農山漁村文化協会657 ｼｲﾀ 児童 2001.5
かんさつ名人はじめての栽培 ５ 東京学芸大学附属小金井小学校生活科部／指導小峰書店 615 ｶﾝｻ-5児童 2012.4
おおきなかぶ 内田莉莎子／再話 福音館書店 E ｳﾁﾀ 児童Ｆ 196606
やさい 平山和子／さく 福音館書店 E ﾋﾗﾔ 児童 198209
かんさつ名人はじめての栽培 ４ 東京学芸大学附属小金井小学校生活科部／指導小峰書店 615 ｶﾝｻ-4児童 2012.4
かんさつ名人はじめての栽培 ３ 東京学芸大学附属小金井小学校生活科部／指導小峰書店 615 ｶﾝｻ-3児童 2012.4
そらまめくんのベッド なかやみわ／さく・え 福音館書店 E ﾅｶﾔ 児童 199909
かんさつ名人はじめての栽培 ２ 東京学芸大学附属小金井小学校生活科部／指導小峰書店 615 ｶﾝｻ-2児童 2012.4
ジャガイモの絵本 吉田稔／へん 農山漁村文化協会616 ｼﾔｶ 児童 199703
ずら～りマメ 深石隆司／しゃしん アリス館 616 ﾀｶｵ 児童 2006.4
レタスの絵本 塚田元尚／へん 農山漁村文化協会626 ﾚﾀｽ 児童 2005.2
やさいだいすき！ 吉田企世子／ぶん 大日本図書 626 ﾖｼﾀ 児童 2002.3
ソフィーのやさいばたけ ゲルダ・ミューラー／作 ＢＬ出版 626 ﾐﾕﾗ 児童 2014.6
ブロッコリー・カリフラワーの絵本 藤目幸擴／へん 農山漁村文化協会626 ﾌﾛﾂ 児童 2007.3
総合学習遊んで学ぶ野菜の本 ６ 伊東正／監修 偕成社 626 ｿｳｺ-6 児童 2001.3
やさいをそだてよう 鳥居ヤス子／さく 冨山房 626 ﾄﾘｲ 児童 199107
ニンジンの絵本 川城英夫／へん 農山漁村文化協会626 ﾆﾝｼ 児童 2002.3
日本の伝統野菜 真木文絵／編 岩崎書店 626 ﾆﾎﾝ 児童 2015.8
カボチャの絵本 伊藤喜三男／へん 農山漁村文化協会626 ｶﾎﾁ 児童 199904
ばばばあちゃんのなんでもおこのみやき さとうわきこ／作 福音館書店 E ｻﾄｳ 児童 2009.2
かぶさんとんだ 五味太郎／作 福音館書店 E ｺﾐ 児童 198503
サンドイッチサンドイッチ 小西英子／さく 福音館書店 E ｺﾆｼ 読みメン2008.9
おべんとう 小西英子／さく 福音館書店 E ｺﾆｼ 児童 2012.2
カレーライス 小西　英子／さく 福音館書店 E ｺﾆｼ 児童 2016.9
平野レミのサラダブック 平野レミ／〔文〕 福音館書店 E ﾋﾗﾉ 児童 199209
まめ 平山和子／さく 福音館書店 E ﾋﾗﾔ 児童 198202
ばばばあちゃんのやきいもたいかい さとうわきこ／作 福音館書店 E ｻﾄｳ 児童 2000.10
きのこの絵本 小出博志／へん 農山漁村文化協会657 ｷﾉｺ 児童 2010.4
きのこはともだち 松岡達英／構成 偕成社 657 ｼﾓﾀ 児童 2001.10
かがくのとも 福音館書店 E ｶｶｸ 児童 20161001
かがくのとも 福音館書店 E ｶｶｸ 児童 20140501
かがくのとも 福音館書店 E ｶｶｸ 児童 20120401
かがくのとも 福音館書店 E ｶｶｸ 児童 20111201

請求記号



ちいさなかがくのとも 福音館書店 E ﾁｲｻ 児童 20130901
長新太のおはなし絵本 ２ 長新太／さく 子どもの未来社 E ﾁﾖｳ-2 児童 2015.12
おおきなおおきなおいも 市村久子／〔著〕 福音館書店 E ｱｶﾊ 児童 198204
はな・やさい・くだものの本 萩原信介／監修 講談社 627 ﾊﾅﾔ 児童Ｈ 2012.2
お悩み別健康スムージー 大越郷子／著 新星出版社 498.58 ｵｵｺ 一般 2014.6
旬の野菜の栄養事典 吉田　企世子／監修 エクスナレッジ 498.58 ｼﾕﾝ 一般 ２０１６．５
野菜のおかず決定版 野菜をおいしく食べる会／編家の光協会 596.3 ﾔｻｲ 一般 2015.10
野菜の力 橋本紀代子／著 本の泉社 498.58 ﾊｼﾓ 一般 2013.9
クスリになる食材事典 池本真二／監修 土屋書店 498.58 ｸｽﾘ 一般 2013.11
栄養素のはたらき 第３巻 石井幸江／監修 汐文社 498 ｴｲﾖ-3 児童 2015.4
育てて、発見！「トマト」 真木文絵／文 福音館書店 626 ﾏｷ 児童 2014.3
やさいのはな 斎藤光一／指導・絵 フレーベル館 626 ﾔｻｲ 児童 2008.5
まるごとキャベツ 八田尚子／文 絵本塾出版 626 ﾊﾂﾀ 児童 2012.12
まるごとかぼちゃ 八田尚子／構成・文 絵本塾出版 626 ﾊﾂﾀ 児童 2014.12
やさいノート いわさゆうこ／作 文化出版局 626 ｲﾜｻ 児童 2008.6
おどろきいっぱい！トマト 〔榎本功〕／〔写真撮影〕 ひさかたチャイルド626 ｵﾄﾛ 児童 2015.5
ミニトマト 亀田龍吉／著 あかね書房 626 ｶﾒﾀ 児童 2014.3
トマトのひみつ 山口進／文・写真 福音館書店 E ﾔﾏｸ 児童 1998.5
キャベツ 後藤真樹／写真と文 小峰書店 626 ｺﾄｳ 児童 2007.4
きゅうり 後藤真樹／写真と文 小峰書店 626 ｺﾄｳ 児童 2007.4
おいしくできる！トマト ＮＨＫ出版／編 ＮＨＫ出版 626.2 ｵｲｼ 一般 ２０１６．３
１ｍ２からはじめる自然菜園 竹内孝功／著 学研パブリッシング626.9 ﾀｹｳ 一般 2015.9
野菜ソムリエ公式ガイドブック 日本野菜ソムリエ協会／著日本能率協会マネジメントセンター626 ﾆﾎﾝ 一般 2016.9
いつでもとれたて！はじめてのベランダ野菜 末永　和也／監修 学研プラス 626.9 ｲﾂﾃ 一般 2017.4
たべられるしょくぶつ 森谷憲／ぶん 福音館書店 E ﾓﾘﾔ 児童 198205
くんちゃんのはたけしごと ドロシー・マリノ／著 ペンギン社 E ﾏﾘﾉ 児童 198301
ちいさいはたけ 柳生まち子／さく 福音館書店 E ﾔｷﾕ 児童 2011.4
まめ 平山和子／さく 福音館書店 E ﾋﾗﾔ 児童 198202
ねぼすけスーザとあかいトマト 広野多珂子／作 福音館書店 E ﾋﾛﾉ 児童 2001.4
やさいたちのうた 藤富保男／詩 福音館書店 E ﾌｼﾄ 児童 198711
やさいばたけははなばたけ 広野多珂子／作・絵 佼成出版社 E ﾋﾛﾉ 児童 2004.4
たまねぎ 花田弥一／さく 福音館書店 E ﾊﾅﾀ 児童 199601
かぼちゃスープ ヘレン・クーパー／さく アスラン書房 E ｸﾊ 児童 2002.4
だいず　えだまめ　まめもやし こうやすすむ／文 福音館書店 E ｺｳﾔ 児童 199706
平野レミのサラダブック 平野レミ／〔文〕 福音館書店 E ﾋﾗﾉ 児童 199209
おいしいものつくろう 岸田衿子／さく 福音館書店 E ｷｼﾀ 児童 198707
なにたべた？ 木坂涼／ぶん 福音館書店 E ｷｻｶ 児童 2007.4
にんじんだいこんごぼう 植垣歩子／再話・絵 福音館書店 E ｳｴｶ 児童 2012.4
エディのやさいばたけ サラ・ガーランド／さく 福音館書店 E ｶﾗﾝ 児童 2010.3



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 ｳｲﾄ 児童 ２０１６．５
やさい 平山和子／さく 福音館書店 E ﾋﾗﾔ 児童 198209
やさいだいすき 柳原良平／作・絵 こぐま社 E ﾔﾅｷ 読みメン2004.7
サンドイッチサンドイッチ 小西英子／さく 福音館書店 E ｺﾆｼ 読みメン2008.9
めざせ！栽培名人花と野菜の育てかた ５ こどもくらぶ／編 ポプラ社 626 ﾒｻｾ-5児童 2015.4
めざせ！栽培名人花と野菜の育てかた ８ こどもくらぶ／編 ポプラ社 626 ﾒｻｾ-8児童 2015.4
めざせ！栽培名人花と野菜の育てかた ４ こどもくらぶ／編 ポプラ社 626 ﾒｻｾ-4児童 2015.4
おいもができた 〔榎本功〕／〔写真撮影〕 ひさかたチャイルド616 ｵｲﾓ 児童 2014.9
ソラマメの絵本 木暮秩／へん 農山漁村文化協会616 ｿﾗﾏ 児童 2007.1
菜っぱの絵本 野呂孝史／へん 農山漁村文化協会626 ﾅﾂﾊ 児童 2010.2
見てびっくり野菜の植物学 盛口満／文・絵 少年写真新聞社 626 ﾓﾘｸ 児童 2012.2
インゲンマメの絵本 十勝農業試験場菜豆グループ／へん農山漁村文化協会626 ｲﾝｹ 児童 2009.2
パンプキン ケン・ロビンズ／写真＆文 ＢＬ出版 626 ﾛﾋﾝ 児童 2007.10
はじめてでも簡単！おうちでできる水耕栽培 河村毬子／著 河出書房新社 615.7 ｶﾜﾑ 一般 2012.5
育てて楽しむ手のひら園芸 榛原昭矢／文・写真 山と溪谷社 626.9 ﾊｲﾊ 一般 2014.7
イエナカ菜園 鈴木あさみ／著 日東書院本社 626.9 ｽｽｷ 一般 2012.5
個性派おもしろ野菜のつくり方 藤田智／監修 洋泉社 626.9 ｺｾｲ 一般 2010.3
１００円グッズで水耕菜園 伊藤龍三／著 主婦の友社 626.9 ｲﾄｳ 一般 2012.5
プランターで有機栽培 １ 安藤康夫／著 農山漁村文化協会626.9 ｱﾝﾄ-1 一般 2014.3
プランターで有機栽培 ２ 安藤康夫／著 農山漁村文化協会626.9 ｱﾝﾄ-2 一般 2014.3
野菜 エイ出版社 626 ﾔｻｲ 一般 2016.12
農家かあさんのおいしい３６５日 塩沢槙／写真・文 淡交社 626 ｼｵｻ 一般 2013.3
世界の美しい野菜 北原一宏／写真 エクスナレッジ 626 ｾｶｲ 一般 2014.11
花からわかる野菜の図鑑 亀田　龍吉／著 文一総合出版 626 ｶﾒﾀ 一般 ２０１６．６
データが語るおいしい野菜の健康力 及川紀久雄／著 丸善出版 626 ｵｲｶ 一般 2012.3
みのりカフェみのる食堂の食べごろ旬野菜レシピ ＪＡ全農／〔著〕 ワニブックス 596.3 ｾﾝｺ 一般 2013.12
一生作り続けたい野菜のおかず 田中伶子／著 主婦と生活社 596.3 ﾀﾅｶ 一般 2014.12
ベジタブル・カッティングの技法書 高梨由美／著 誠文堂新光社 596.3 ﾀｶﾅ 一般 2013.6
新・野菜の便利帳 健康編 名取貴光／監修 高橋書店 596.3 ｼﾝﾔ 一般 ２０１６．３
Ｉｚｕｍｉｍｉｒｕｎの「ｖｅｇｅ　ｄｉｎｉｎｇ野菜のごはん」 庄司いずみ／著 扶桑社 596.3 ｼﾖｳ 一般 2008.3
旬をおいしく！やさい流 朝日新聞社／編 朝日新聞出版 596.3 ｼﾕﾝ 一般 2013.9
干し野菜の作り方＆レシピ１０４ 重信初江／著 主婦と生活社 596.3 ｼｹﾉ 一般 2011.12
３６５日野菜を食べよう！おかず百科 主婦の友社／編 主婦の友社 596.3 ｻﾝﾋ 一般 2014.3
凍り野菜レシピ 是友麻希／著 池田書店 596.3 ｺﾚﾄ 一般 2015.9
野菜丸ごと！世界一カンタンな野菜のレシピ 庄司いずみ／著 主婦の友社 596.3 ｼﾖｳ 一般 2013.12
野菜がたくさん食べられる素朴おやつ 山戸ユカ／著 マーブルトロン 596.4 ﾔﾏﾄ 一般 2012.9
もっとたっぷり！やさい流 有元葉子／著 朝日新聞出版 596.3 ｱﾘﾓ 一般 2012.11
ＮＥＷサラダデザイン 旭屋出版編集部／編 旭屋出版 596.3 ﾆﾕｻ 一般 2016.9
Ｆａｒｍｅｒ’ｓ　ＫＥＩＫＯ農家の食卓 Ｆａｒｍｅｒ’ｓ　ＫＥＩＫＯ／著 講談社 596.3 ﾌｱﾏ 一般 2012.9



野菜の本 講談社／編 講談社 596.3 ﾔｻｲ 一般 2013.5
旬のやさい歳時記 矢嶋文子／〔著〕 主婦と生活社 596.3 ﾔｼﾏ 一般 2014.10
ル・クルーゼで作るいちばん野菜がおいしいレシピ ル・クルーゼジャポン株式会社／編主婦の友社 596.3 ﾙｸﾙ 一般 2014.11
わたしと野菜のおいしい関係 日本放送協会／編 ＮＨＫ出版 596.3 ﾜﾀｼ 一般 2013.8
１日分の野菜がとれる「主役サラダ」 主婦の友社／編 主婦の友社 596.2 ｲﾁﾆ 一般 2013.5


