
「おいしい秋がやってきた！」（平成３０年１１月展示）

本のタイトル 著者 出版者 出版年

坂本廣子のつくろう！食べよう！行事食 坂本廣子／著 少年写真新聞社 2013.12 596 ｻｶﾓ-3 児童

１５分でカフェごはん しらいし　やすこ／著 理論社 2016.10 596 ｼﾗｲ 児童

干したから… 森枝卓士／写真・文 フレーベル館 2016.3 596 ﾓﾘｴ 児童

ナシの絵本 澤村豊／へん 農山漁村文化協会 2006.3 625 ﾅｼﾉ 児童

へろりのだいふく たかどのほうこ／作 佼成出版社 2003.11 913 ﾀｶﾄ 児童

まじょのおいもパーティー なとりちづ／さく 童心社 2004.7 913 ﾅﾄﾘ 児童

たらふくまんま 馬場のぼる／さく・え こぐま社 2016.3 913 ﾊﾊ 児童

くりぃむパン 濱野京子／作 くもん出版 2012.10 913 ﾊﾏﾉ 児童

なんでもはかせのプーセンガム 舟崎克彦／ぶん 瑞雲舎 2001.3 913 ﾌﾅｻ 児童

うさぎのごちそうめしあがれ 茂市久美子／作 あかね書房 1994.04 913 ﾓｲﾁ 児童

カエルのべんとうや 安江リエ／さく 福音館書店 1998.10 913 ﾔｽｴ 児童

チョコレート工場の秘密 ロアルド・ダール／作 評論社 1982.06 933 ﾀﾙ 児童

おおきなおおきなおいも 市村久子／〔著〕 福音館書店 1982.04 E ｱｶﾊ 児童

ころころパンケーキ Ｐ．Ｃ．アスビョルンセン／文偕成社 1983.12 E ｱｽﾋ 児童Ｆ

グレー・ラビットパンケーキをやく アリスン・アトリー／さく 評論社 1983.03 E ｱﾄﾘ 児童

大うさぎのヘアーとイースターのたまご アリスン・アトリー／さく 評論社 1983.03 E ｱﾄﾘ 児童

バナナのはなし 伊沢尚子／文 福音館書店 2013.3 E ｲｻﾜ 児童

かいものづくし いしだえつ子／文 福音館書店 2013.10 E ｲｼﾀ 児童

ルラルさんのごちそう いとうひろし／さく ほるぷ出版 1994.12 E ｲﾄｳ 児童

どっかんだいこん いわさゆうこ／さく 童心社 2012.11 E ｲﾜｻ 児童

１４ひきのあさごはん いわむらかずお／さく 童心社 1983.07 E ｲﾜﾑ 児童
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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 2016.5 E ｳｲﾄ 児童

こねこのチョコレート Ｂ．Ｋ．ウィルソン／作 こぐま社 2004.11 E ｳｲﾙ 児童

パンやのくまさん フィービ・ウォージントン／さく・え福音館書店 1987.05 E ｳｵｼ 児童

おおきなかぶ 内田莉莎子／再話 福音館書店 1966.06 E ｳﾁﾀ 児童Ｆ

おいしいほしがき 〔細川剛〕／〔写真撮影〕 ひさかたチャイルド 2013.9 E ｵｲｼ 児童

ごちそうラディッシュ 大場牧夫／文 福音館書店 1994.03 E ｵｵﾊ 児童

ケーキがやけたら、ね ヘレン・オクセンバリー／さく評論社 1995.04 E ｵｸｾ 児童

ぬまばばさまのさけづくり イブ・オルセン／さく・え 福音館書店 1981.07 E ｵﾙｾ 児童

からすのおかしやさん かこさとし／作・絵 偕成社 2013.4 E ｶｺ 児童

からすのそばやさん かこさとし／作・絵 偕成社 2013.5 E ｶｺ 児童

からすのてんぷらやさん かこさとし／作・絵 偕成社 2013.5 E ｶｺ 児童

からすのやおやさん かこさとし／作・絵 偕成社 2013.4 E ｶｺ 児童

サラダで　げんき 角野栄子／さく 福音館書店 1992.01 E ｶﾄﾉ 児童

エディのごちそうづくり サラ・ガーランド／さく 福音館書店 2012.4 E ｶﾗﾝ 児童

プレッツェルのはじまり エリック・カール／作 偕成社 2013.2 E ｶﾙ 児童

だれかがぱいをたべにきた 神沢利子／作 福音館書店 1998.03 E ｶﾝｻ 児童

ぼくのぱんわたしのぱん 神沢利子／ぶん 福音館書店 1981.09 E ｶﾝｻ 児童

みんなでうどんづくり 菊池日出夫／さく 福音館書店 2015.04 E ｷｸﾁ 児童

なにたべた？ 木坂涼／ぶん 福音館書店 2007.4 E ｷｻｶ 児童

おいしいかぞえうた 岸田　衿子／ぶん 福音館書店 2016.8 E ｷｼﾀ 児童

おいしいものつくろう 岸田衿子／さく 福音館書店 1987.07 E ｷｼﾀ 児童

くまとりすのおやつ きしだえりこ／ぶん 福音館書店 1994.01 E ｷｼﾀ 児童

ぎょうざつくったの きむらよしお／さく 福音館書店 1996.06 E ｷﾑﾗ 児童
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そば 熊谷元一／さく 福音館書店 2015.04 E ｸﾏｶ 児童

二ほんのかきのき 熊谷元一／さく・え 福音館書店 1982.08 E ｸﾏｶ 児童

おなべおなべにえたかな？ こいでやすこ／さく 福音館書店 1997.08 E ｺｲﾃ 児童

だいず　えだまめ　まめもやし こうやすすむ／文 福音館書店 1997.06 E ｺｳﾔ 児童

ピーナッツ　なんきんまめ　らっかせい こうやすすむ／文 福音館書店 1993.09 E ｺｳﾔ 児童

おべんとう 小西英子／さく 福音館書店 2012.2 E ｺﾆｼ 児童

カレーライス 小西　英子／さく 福音館書店 2016.9 E ｺﾆｼ 児童

サンドイッチサンドイッチ 小西英子／さく 福音館書店 2008.9 E ｺﾆｼ 読みメン

どんぐりだんご 小宮山洋夫／作 福音館書店 1987.01 E ｺﾐﾔ 児童

あまいとうもろこしとカタイトウモロコシ 佐武絵里子／さく 福音館書店 2015.04 E ｻﾀｹ 児童

サンドイッチつくろう さとうわきこ／さく 福音館書店 1993.09 E ｻﾄｳ 児童

ばばばあちゃんのなぞなぞりょうりえほん－むしぱんのまきさとうわきこ／作 福音館書店 2004.2 E ｻﾄｳ 児童

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 2009.2 E ｻﾄｳ 児童

よもぎだんご さとうわきこ／さく 福音館書店 1989.03 E ｻﾄｳ 児童

ジェフィのパーティー ジーン・ジオン／ぶん 新風舎 2004.6 E ｼｵﾝ 児童

にんじん せなけいこ／さく・え 福音館書店 1969.11 E ｾﾅ 児童

だいふくもち 田島征三／作 福音館書店 1977.04 E ﾀｼﾏ 児童

かえるとカレーライス 長新太／さく 福音館書店 1988.10 E ﾁﾖｳ 児童

チョコレートパン 長新太／作 福音館書店 2004.12 E ﾁﾖｳ 児童

へんなおにぎり 長新太／さく 福音館書店 1994.06 E ﾁﾖｳ 児童

おちゃのじかん 土橋とし子／著 佼成出版社 2013.3 E ﾂﾁﾊ 児童

おしゃべりなたまごやき 寺村輝夫／作 福音館書店 1982.12 E ﾃﾗﾑ 児童

ぞうのたまごのたまごやき 寺村輝夫／作 福音館書店 1984.03 E ﾃﾗﾑ 児童
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まゆとおおきなケーキ　やまんばのむすめまゆのおはなし富安陽子／文 福音館書店 2014.4 E ﾄﾐﾔ 児童

あれこれたまご とりやまみゆき／文 福音館書店 2007.5 E ﾄﾘﾔ 児童

たべもの 中江俊夫／ぶん 福音館書店 1990.11 E ﾅｶｴ 児童

みかん 中島睦子／作 福音館書店 2004.01 E ﾅｶｼ 児童

おおきなおなべとちいさなおなべ 二宮由紀子／さく 福音館書店 2005.1 E ﾆﾉﾐ 児童

ねこくんいちばでケーキをかった ユーリー・ワスネツォフ／絵 岩波書店 2014.7 E ﾈｺｸ 児童

あーちゃんちはパンやさん ねじめ正一／作 福音館書店 2007.11 E ﾈｼﾒ 児童

あいうえおにぎり ねじめ正一／作 偕成社 2001.5 E ﾈｼﾒ 児童

おまたせクッキー パット・ハッチンス／さく 偕成社 1987.08 E ﾊﾂﾁ 児童

たまねぎ 花田弥一／さく 福音館書店 1996.01 E ﾊﾅﾀ 児童

ともこのあさごはん ばんどうゆみこ／さく 福音館書店 2000.4 E ﾊﾝﾄ 児童

ケーキやけました 彦坂有紀／作 講談社 2015.10 E ﾋｺｻ 児童

平野レミのおりょうりブック 平野レミ／〔文〕 福音館書店 1992.09 E ﾋﾗﾉ 児童

平野レミのサラダブック 平野レミ／〔文〕 福音館書店 1992.09 E ﾋﾗﾉ 児童

おにぎり 平山英三／ぶん 福音館書店 1992.09 E ﾋﾗﾔ 児童

やさい 平山和子／さく 福音館書店 1982.09 E ﾋﾗﾔ 児童

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 2001.4 E ﾋﾛﾉ 児童

ねぼすけスーザのオリーブつみ 広野多珂子／作 福音館書店 2012.4 E ﾋﾛﾉ 児童

やさいたちのうた 藤富保男／詩 福音館書店 1987.11 E ﾌｼﾄ 児童

はちみつ ふじわらゆみこ／文 福音館書店 2000.04 E ﾌｼﾜ 児童

せかいいちおいしいスープ マーシャ・ブラウン／文・絵 岩波書店 2010.4 E ﾌﾗｳ 児童Ｆ

うさこちゃんときゃらめる ディック・ブルーナ／ぶん　え福音館書店 2009.4 E ﾌﾙﾅ 児童

いっしょにごはんたべよ ペク・ソク／文 平凡社 2005.1 E ﾍｸ 児童
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本のタイトル 著者 出版者 出版年 請求記号

ブルーベリーもりでのプッテのぼうけん エルサ・ベスコフ／文・絵 福音館書店 1977.05 E ﾍｽｺ 児童

パイがふたつあったおはなし ビアトリクス・ポター／さく・え福音館書店 1988.06 E ﾎﾀ-19 児童

ジャムつきパンとフランシス ラッセル・ホーバン／さく 好学社 1986.07 E ﾎﾊﾝ 児童

万次郎さんとおにぎり 本田いづみ／ぶん 福音館書店 2017.04 E ﾎﾝﾀ 児童

万次郎さんとおにぎり 本田いづみ／ぶん 福音館書店 2017.04 E ﾎﾝﾀ 児童

おかしのくに タチアーナ・アレクセーブナ・マブリナ／ぶ福音館書店 1971 E ﾏｳﾘ 児童

サリーのこけももつみ ロバート・マックロスキー／文・絵岩波書店 1986.05 E ﾏﾂｸ 児童

うさぎ　うさぎ　なにたべてるの 松野正子／さく 福音館書店 1998.04 E ﾏﾂﾉ 児童

りんご 松野正子／ぶん 童心社 1984.1 E ﾏﾂﾉ 児童

くんちゃんとふゆのパーティー ドロシー・マリノ／さく ペンギン社 1981.11 E ﾏﾘﾉ 児童

くだものだいすき！ マレーク・ベロニカ／文と絵 風涛社 2011.6 E ﾏﾚｸ 児童

まんまるぱん 片山ふえ／やく 群像社 2015.6 E ﾏﾝﾏ 児童Ｆ

注文の多い料理店（Ｗｉｌｄｃａｔ　Ｈｏｕｓｅ） 宮沢賢治／文 福武書店 1984.11 E ﾐﾔｻ 児童

パンやのクルトンさん 宮島千夏／さく 福音館書店 2008.4 E ﾐﾔｼ 児童

クマくんのバタつきパンのジャムつきパン 柳生まち子／さく 福音館書店 1994.10 E ﾔｷﾕ 児童

クマくんのはちみつぶんぶんケーキ 柳生まち子／さく 福音館書店 1994.10 E ﾔｷﾕ 児童

もちっこやいて やぎゅうげんいちろう／さく 福音館書店 2013.1 E ﾔｷﾕ 児童

ゆうこのあさごはん やまわきゆりこ／さく・え 福音館書店 1998.03 E ﾔﾏﾜ 児童

ゆうこのキャベツぼうし やまわきゆりこ／さく・え 福音館書店 2008.5 E ﾔﾏﾜ 児童

おさるのジョージ　ピザをつくる Ｍ．レイ／原作 岩波書店 2014.10 E ﾚｲ 児童

おさるのジョージチョコレートこうじょうへいく マーガレット・レイ／原作 岩波書店 1999.10 E ﾚｲ 児童

いただきまあす 渡辺茂男／著 福音館書店 1980.06 E ﾜﾀﾅ 児童
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