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資料区分 書名 巻次 著者名 出版者 出版年
児童 おおきなおおきなおいも 赤羽／末吉∥さく・え 福音館書店 1980
児童 きょうはやきにく いとう  みく∥作 講談社 2017.1
児童 男子☆弁当部 〔４〕 イノウエ　ミホコ∥作 ポプラ社 2012.2
児童 男子☆弁当部 〔５〕 イノウエ  ミホコ∥作 ポプラ社 2014.11
児童 男子☆弁当部 イノウエ　ミホコ∥作 ポプラ社 2010.8
児童 男子☆弁当部 イノウエ　ミホコ∥作 ポプラ社 2011.8
児童 カレーライスのすきなペンギン 落合／恵子∥作 フレーベル館 1982.11
児童 父さんはドラゴン・パティシエ 柏葉  幸子∥作 講談社 2016.2
児童 いちねんせいのいたーだきます！ 北川　チハル∥作 ポプラ社 2011.5
児童 もりもり小学校まじょのカレーパーティー 薫／くみこ∥作 ポプラ社 2003.6
児童 もりもり小学校ふわふわコットンキャンディー 薫／くみこ∥作 ポプラ社 2005.2
児童 もりもり小学校どきどきバースデーケーキ 薫／くみこ∥作 ポプラ社 2004.6
児童 キツネ野原のレストラン 計良　ふき子∥作 ひさかたチャイルド 2011.3
児童 王さまのまほうカレー たかしま／なおみ∥作 ポプラ社 2001.9
児童 王さまのびっくりピザ たかしま／なおみ∥作 ポプラ社 1999.9
児童 王さまのふしぎチョコレート たかしま／なおみ∥作 ポプラ社 2000.9
児童 王さまのどきどきコロッケ たかしま／なおみ∥作 ポプラ社 2003.1
児童 王さまダイエット たかしま／なおみ∥作 ポプラ社 1997.2
児童 大きなおなべのレストラン 竹下／文子∥文 国土社 2003.2
児童 スプーン王子のぼうけん 竹下  文子∥作 鈴木出版 2015.6
児童 しあわせおにぎり つちだ　よしはる∥作絵 あかね書房 2007.9
児童 おすしでげんき！ つちだ　よしはる∥作絵 あかね書房 2008.4
児童 カレーライスおかわり！ つちだ　よしはる∥作絵 あかね書房 2008.8
児童 天の川のラーメン屋 富安  陽子∥作 講談社 2017.2
児童 パンダのポンポン 野中／柊∥作 理論社 2004.4
児童 クッキー・オーケストラ 野中　柊∥作 理論社 2009.9
児童 アイスクリーム・タワー 野中　柊∥作 理論社 2006.7
児童 ショコラとコロンおかしの家のパンケーキ ふくざわ  ゆみこ∥作  絵 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2015.3
児童 ショコラとコロンおかしの家のいたずらクッキー ふくざわ  ゆみこ∥作  絵 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2015.12
児童 もりの  おかしやさん ふなざき／やすこ∥さく 偕成社 1978
児童 もりのピザやさん ふなざき／やすこ∥さく 偕成社 1994.1
児童 もりのおべんとうやさん 舟崎／靖子∥作 偕成社 1986.1
児童 もりのレストラン ふなざき／やすこ∥さく 偕成社 1984.5
児童 もりのスパゲッティやさん ふなざき／やすこ∥さく 偕成社 1996.9
児童 のいちごケーキのたんじょうび ほり／なおこ∥作 ポプラ社 2005.3
児童 かぜひきごっこ 宮川／ひろ∥作 講談社 1989.11
児童 ノンキーとホンキーのカレーやさん 村上  しいこ∥作 佼成出版社 2014.3
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 1994.4
児童 つるばら村のレストラン 茂市　久美子∥作 講談社 2010.12
児童 まほうのはっぱでおくりもの 茂市／久美子∥作 あかね書房 1992.9
児童 つるばら村のパン屋さん 茂市／久美子∥作 講談社 1998.2
児童 ようこそタンポポしょくどうへ 茂市／久美子∥作 あかね書房 1989.9
児童 ネコが手をかすレストラン 茂市／久美子∥作 大日本図書 1998.7
児童 キツネのかがみをのぞいてごらん 茂市／久美子∥作 あかね書房 1991.1
児童 空とぶでまえおとどけします 茂市／久美子∥作 あかね書房 1995.9
児童 こぶたしょくどう もとした　いづみ∥さく 佼成出版社 2010.4
児童 かしこいポリーとまぬけなおおかみ キャサリン・ストー∥作 金の星社 1979.1
児童 ひつじぱん あきやま／ただし∥作・絵 鈴木出版 2006..5
児童 きょうもひつじぱん あきやま　ただし∥作　絵 鈴木出版 2013.6
児童 フラニーとメラニー　しあわせのスープ あいはら　ひろゆき∥ぶん 講談社 2012.7
児童 みかちゃんとカポネ 朝比奈　かおる∥作 ブロンズ新社 2011.8
児童 りんちゃんとあおくんのレストラン あいはら　ひろゆき∥ぶん ポプラ社 2009.7
児童 フラニーとメラニー　もりのスープやさん あいはら　ひろゆき∥ぶん 講談社 2006.8
児童 せかいいちおいしいレストラン あんびる／やすこ∥作・絵 ひさかたチャイルド 2005.9
児童 ポポくんのミックスジュース ａｃｃｏｔｏｔｏ∥〔作〕 ＰＨＰ研究所 2009.3
児童 おだんごスープ 角野 栄子∥文 偕成社 1997.11
児童 たべてみたい！ いしい  ひろし∥著 白泉社 2017.3
児童 こぐまのミモのジャムやさん いちかわ  なつこ∥作 あかね書房 2015.4
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児童 かいものづくし いしだ  えつ子∥文 福音館書店 2016.8
児童 こんやはてまきずし 五味 ヒロミ∥作 岩崎書店 2017.8
児童 ぶつぶついうのだあれ 神沢／利子∥作 ポプラ社 1980.2
児童 おべんとどうぞ 真木  文絵∥文 ひさかたチャイルド 2014.3
児童 ばけばけばけばけばけたくん おまつりの巻 岩田　明子∥ぶん　え 大日本図書 2012.7
児童 どっからたべよう 井上　洋介∥えとぶん 農山漁村文化協会 2009.2
児童 おべんとくん 真木／文絵∥作 ひさかたチャイルド 2004.4
児童 おだんごスープ 角野 栄子∥文 偕成社 1997.11
児童 ごはんごはん 視覚デザイン研究所∥さく 視覚デザイン研究所 2017.6
児童 ねずみくんとホットケーキ なかえ／よしを∥作 ポプラ社 2000.9
児童 いつでもおなかがペッコペコ 岡本／颯子∥作・絵 ポプラ社 2005.6
児童 たまごケーキやけたかな？ おおい／じゅんこ∥ぶんとえ ハッピーオウル社 2004.6
児童 いかりのギョーザ 苅田　澄子∥作 佼成出版社 2006.12
児童 おすしのずかん 大森  裕子∥作 白泉社 2016.12
児童 まるまるまるごといただきます 岡本　颯子∥作　絵 ポプラ社 2008.6
児童 たべもの 織茂／恭子∥え 文化出版局 1982
児童 とてもおおきなサンマのひらき 岡田  よしたか∥作 ブロンズ新社 2013.11
児童 ホットケーキできあがり！ エリック　カール∥作 偕成社 2009.9
児童 どんぐりどらや どうめき／ともこ∥さく 佼成出版社 2005.9
児童 じゃむじゃむどんくまさん 柿本　幸造∥絵 至光社 〔1980〕
児童 きょうのごはん 加藤　休ミ∥作 偕成社 2012.9
児童 ぎょうざのひ かとう／まふみ∥作・絵 偕成社 2001.5
児童 ふしぎなでまえ かがくい　ひろし∥作 講談社 2008.1
児童 ぽんちんぱん 柿木原  政広∥作 福音館書店 2014.4
児童 エディのやさいばたけ サラ　ガーランド∥さく 福音館書店 2010.3
児童 かぼちゃスープ ヘレン・クーパー∥さく アスラン書房 2002.4
児童 こしょうできまり ヘレン・クーパー∥さく アスラン書房 2005.11
児童 へんてこパン 小沢　正∥作 ポプラ社 2006.11
児童 ノラネコぐんだん  おすしやさん 工藤  ノリコ∥著 白泉社 2015.11
児童 とびきりおいしいスープができた！ ヘレン　クーパー∥さく アスラン書房 2007.4
児童 ラージャのカレー 国松／エリカ∥作・絵 偕成社 1993.9
児童 おべんとう 小西　英子∥さく 福音館書店 2012.2
児童 まるくておいしいよ こにし／えいこ∥さく 福音館書店 1999.5
児童 いもほりコロッケ おだ　しんいちろう∥文 講談社 2013.5
児童 スプーンちゃん 小西 英子∥さく 福音館書店 2018.1
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
児童 カレーライス 小西  英子∥さく 福音館書店 2016.9
児童 マフィンおばさんのぱんや 竹林／亜紀∥さく 福音館書店 1996.1
児童 あっちゃんあがつく みね　よう∥げんあん リーブル 2001.3
児童 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 2000.1
児童 べべべんべんとう さいとう　しのぶ∥作　絵 教育画劇 2010.2
児童 ばばばあちゃんのおもちつき さとう／わきこ∥作 福音館書店 1998.9
児童 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 2000.1
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 2015.2
児童 ようかいりょうりばんづけ 澤野 秋文∥作 佼成出版社 2017.6
児童 まほうのでんしレンジ たかおか　まりこ∥原案 ひかりのくに 2013.4
児童 せかいでさいしょのポテトチップス アン  ルノー∥文 BL出版 2018.5
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
児童 よもぎだんご さとう／わきこ∥さく 福音館書店 1989.3
児童 はらぺこブブのおべんとう 白土　あつこ∥作　絵 ひさかたチャイルド 2011.3
児童 ぼくはアイスクリーム博士 ピーター  シス∥さく 西村書店 2018.5
児童 めんのめんめん 庄司　三智子∥著 岩崎書店 2012.12
児童 わりばしワーリーもういいよ シゲタ　サヤカ∥作　絵 鈴木出版 2013.7
児童 おべんとうしろくま 柴田 ケイコ∥作  絵 PHP研究所 2018.4
児童 もちもちおもち 庄司　三智子∥著 岩崎書店 2010.12
児童 あま～いしろくま 柴田 ケイコ∥作  絵 PHP研究所 2017.8
児童 おいしいものつくろう 岸田／衿子∥さく 福音館書店 1987
児童 すてきなすてきなアップルパイ 寮　美千子∥作 鈴木出版 2006.9
児童 おとうさんはパンやさん 平田　昌広∥作 佼成出版社 2010.9
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児童 いただきますのおつきさま 鈴木 真実∥作 講談社 2017.9
児童 ぼくのおべんとう スギヤマ／カナヨ∥さく アリス館 2003.5
児童 わたしのおべんとう スギヤマ／カナヨ∥さく アリス館 2003.5
児童 ぺったん！サンドイッチ 鈴木　まもる∥作 小峰書店 2013.9
児童 おばけのてんぷら せな／けいこ∥作・絵 ポプラ社 1976
児童 パンタのパンの木 そが／まい∥さく 小峰書店 2004.9
児童 まぜまぜぷーちゃん たるいし　まこ∥さく ポプラ社 2007.11
児童 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 2012.1
児童 おじいちゃんとパン たな∥え  ぶん パイインターナショナル 2017.6
児童 おかあさんのおべんとう たるいし  まこ∥作 童心社 2015.9
児童 おべんとうめしあがれ 視覚デザイン研究所∥さく 視覚デザイン研究所 2014.4
児童 おやさいめしあがれ 視覚デザイン研究所∥さく 視覚デザイン研究所 2017.8
児童 おいしいおいしい 高畠　純／作 岡山：ベネッセコーポレーション 200311
児童 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 2012.1
児童 パンめしあがれ 視覚デザイン研究所∥さく 視覚デザイン研究所 2013.8
児童 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 2015.8
児童 ハンバーグハンバーグ 武田　美穂∥作 ほるぷ出版 2009.12
児童 すずめくんどこでごはんたべるの？ たしろ  ちさと∥ぶん  え 福音館書店 2016.5
児童 ひみつのカレーライス 井上　荒野∥作 アリス館 2009.4
児童 くんくん、いいにおい たしろ　ちさと∥絵 グランまま社 2006.7
児童 オムライス・ヘイ！ 武田　美穂∥作 ほるぷ出版 2012.7
児童 おべんとうめしあがれ 視覚デザイン研究所∥さく 視覚デザイン研究所 2014.4
児童 パパ・カレー 武田　美穂∥作 ほるぷ出版 2011.3
児童 うしさんおっぱいしぼりましょ 穂高／順也∥作 ポプラ社 2006.2
児童 おやおやおやつなにしてる？ 織田  道代∥作 鈴木出版 2012.1
児童 パンやさんでいただきます つちだ／よしはる∥さく 小峰書店 1998.1
児童 くいしんぼうず つきおか　ゆみこ∥ぶん　え くもん出版 2007.3
児童 のはらでいただきます つちだ／よしはる∥さく 小峰書店 1997.6
児童 うみべでいただきます つちだ／よしはる∥さく 小峰書店 1998.3
児童 キャンプでいただきます つちだ／よしはる∥さく 小峰書店 1997.9
児童 パーティーでいただきます つちだ／よしはる∥さく 小峰書店 1997.11
児童 おいしいえほん つちだ／よしはる∥作 リーブル 1995.5
児童 ポテトむらのコロッケまつり 竹下  文子∥文 教育画劇 2016.2
児童 たまごさんがね・・ とよた　かずひこ∥さく　え 童心社 2008.9
児童 とうもろこしくんがね… とよた  かずひこ∥さく  え 童心社 2015.5
児童 くまさんアイス とりごえ／まり∥著 アリス館 2003.11
児童 おさじさん 松谷／みよ子∥文 童心社 1980
児童 たまごさんがね・・ とよた　かずひこ∥さく　え 童心社 2008.9
児童 ねこのかあさんのあさごはん どい／かや∥著 小学館 2003.1
児童 にんじんさんとじゃかじゃかじゃん 長野　ヒデ子∥作　絵 世界文化社 2010.12
児童 ライオンさんカレー 夏目  尚吾∥作  絵 ひさかたチャイルド 2015.9
児童 ライオンさんカレー 夏目／尚吾∥作・絵 ひさかたチャイルド 2001.5
児童 でんきがまちゃんとおなべちゃん 長野　ヒデ子∥〔作〕 学研 2006.7
児童 じゃがいもじゃがじゃがさつまいも 長野  ヒデ子∥作  絵 世界文化社 2014.9
児童 さかなださかなだ 長野／ヒデ子∥作・絵 偕成社 2006.4
児童 なにをたべてきたの？ 岸田　衿子∥文 佼成出版社 1978.5
児童 おいしいありがとう 仁科　幸子∥さく　え フレーベル館 2006.9
児童 いろいろおふろはいり隊！ 穂高　順也∥作 教育画劇 2012.5
児童 じごくのラーメンや 苅田　澄子∥作 教育画劇 2010.4
児童 たべものなあに 星灯社∥絵 学研教育出版 2015.6
児童 いもいもほりほり 西村　敏雄∥作 講談社 2011.9
児童 スプーンさんとフォークちゃん 西巻　かな∥作 講談社 2007.3
児童 ロッコくんジュースのまちへ にしまき／かな∥さく・え 福音館書店 2001.5
児童 くろひげレストラン 西山／直樹∥作・絵 ＰＨＰ研究所 1993.1
児童 まわるおすし 長谷川　義史∥作 ブロンズ新社 2012.3
児童 おまたせクッキー パット＝ハッチンス∥さく 偕成社 1987.8
児童 くだものさがしもの はらぺこめがね∥作  絵 PHP研究所 2017.6
児童 まんぷくでぇす 長谷川／義史∥さく・え ＰＨＰ研究所 2004.5
児童 東北んめえもんのうた 長谷川　義史∥著 佼成出版社 2012.3
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児童 名古屋うみゃあもんのうた 長谷川  義史∥著 佼成出版社 2015.5
児童 ぼくのぱん　わたしのぱん 神沢／利子∥ぶん 福音館書店 1981.9
児童 おまたせクッキー パット＝ハッチンス∥さく 偕成社 1987.8
児童 大阪うまいもんのうた 長谷川　義史∥著 佼成出版社 2009.9
児童 ティモシーとサラてづくりケーキコンテスト 芭蕉　みどり∥作　絵 ポプラ社 2010.11
児童 いちご 平山／和子∥さく 福音館書店 1989.4
児童 おにぎり 平山／英三∥ぶん 福音館書店 1992.9
児童 おにぎり 平山／英三∥ぶん 福音館書店 1992.9
児童 おいしいなぞなぞ 片山　令子∥作 教育画劇 2008.7
児童 もりのパンやさん 松谷／みよ子∥ぶん 童心社 2004.1
児童 くだもの 平山  和子∥さく 福音館書店 1981.1
児童 おひなまつりのちらしずし 平野　恵理子∥作 福音館書店 2013.2
児童 ケーキやけました 彦坂  有紀∥作 講談社 2015.1
児童 スープになりました 彦坂 有紀∥作 講談社 2017.9
児童 ピーマンにんじんたまねぎトマト！ 平田／昌広∥文 文化出版局 2005.1
児童 このパンなにパン？ ふじもと  のりこ∥作  絵 鈴木出版 2014.11
児童 ぼくとじいちゃんのハンバーグ 吉村／健二∥作 フレーベル館 2000.7
児童 パンぱくぱく ふくざわ  ゆみこ∥さく  え ひかりのくに 2014.1
児童 おつきさまはまあるくなくっちゃ！ ふくだ　じゅんこ∥文　絵 大日本図書 2013.9
児童 ぱんだいすき 征矢　清∥ぶん 福音館書店 2007.6
児童 ぎょうれつのできるレストラン ふくざわ  ゆみこ∥さく 教育画劇 2016.3
児童 きょうのおやつはなんだろな？ ふじもと  のりこ∥作  絵 鈴木出版 2017.1
児童 くだものあーん ふくざわ ゆみこ∥さく  え ひかりのくに 2010.2
児童 やさいもぐもぐ ふくざわ　ゆみこ∥さく　え ひかりのくに 2010.2
児童 エルマーとブルーベリーパイ ジェーン  セアー∥さく ほるぷ出版 2017.6
児童 ぎょうれつのできるパンやさん ふくざわ　ゆみこ∥さく 教育画劇 2007.4
児童 もりいちばんのおともだち ふくざわ／ゆみこ∥さく 福音館書店 2002.1
児童 たのしいパンのくに 深見／春夫∥さく・え ＰＨＰ研究所 2005.11
児童 ケーキになあれ！ ふじもと  のりこ∥作 ＢＬ出版 2014.1
児童 きょうのおやつはなんだろな? ふじもと のりこ∥作  絵 鈴木出版 2018.1
児童 ハンダのびっくりプレゼント アイリーン・ブラウン∥作 光村教育図書 2006.4
児童 スプーンくん Ａ．Ｋ．ローゼンタール∥ぶん ＢＬ出版 2010.8
児童 おぞうにくらべ 宮野  聡子∥作 講談社 2014.12
児童 ウポポウポポポポタージュスープ 越智　のりこ∥作 鈴木出版 2006.9
児童 ワニくんのアップルパイ みやざき　ひろかず∥さく　え ＢＬ出版 2009.2
児童 えんそくおにぎり 宮野　聡子∥作 講談社 2013.3
児童 しあわせの石のスープ ジョン・Ｊ．ミュース∥さく・え フレーベル館 2005.1
児童 ひなまつりのちらしずし 宮野  聡子∥作 講談社 2016.1
児童 たまごやきくん 村上／康成∥作 小学館 2003.1
児童 たまごやきくん 村上／康成∥作 小学館 2003.1
児童 おにぎりくん 村上／康成∥作 小学館 2003.1
児童 うちのコロッケ 谷口　国博∥文 世界文化社 2007.8
児童 からあげくん 村上／康成∥作 小学館 2003.1
児童 あれたべたい 枡野 浩一∥ぶん あかね書房 2016.6
児童 チョコレート屋のねこ スー　ステイントン∥文 ほるぷ出版 2013.1
児童 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 2015.11
児童 トッチくんのカレーようび まどころ／ひさこ∥ぶん ポプラ社 2000.1
児童 クマくんのおめでとうクッキー 柳生／まち子∥さく 福音館書店 1998.4
児童 いろいろごはん 山岡　ひかる∥作 くもん出版 2007.7
児童 いろいろじゃがいも 山岡　ひかる∥作 くもん出版 2008.4
児童 トルテのピンクケーキ やまだ／うたこ∥〔作〕 学研 2006..6
児童 おにぎりがしま やぎ　たみこ∥作 ブロンズ新社 2012.6
児童 たまちゃんとボウルさん やまだ／うたこ∥文・絵 文渓堂 2004.1
児童 くまのおすしやさん やまもと／たかし∥作 佼成出版社 2003.4
児童 いろいろだんご 山岡　ひかる∥作 くもん出版 2013.3
児童 よりみちせんべい 山崎　克己∥さく　え 農山漁村文化協会 2008.8
児童 いろいろおすし 山岡  ひかる∥作 くもん出版 2016.3
児童 きょうはすてきなドーナツようび 竹下　文子∥文 アリス館 2012.12
児童 いろいろサンドイッチ 山岡  ひかる∥作 くもん出版 2011.3
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児童 いろいろやさい  とこやさん 山岡  ひかる∥作 くもん出版 2015.3
児童 みつごちゃんとボンボン ニコル・ランベール∥さく フェリシモ 2001.4
児童 おさるのジョージチョコレートこうじょうへいく Ｍ．レイ∥原作 岩波書店 1999.1
児童 おさるのジョージパンケーキをつくる Ｍ．レイ∥原作 岩波書店 1999.1
児童 おさるのジョージアイスクリームだいすき Ｍ．レイ∥原作 岩波書店 2011.9
児童 しろくまちゃんのほっとけーき わかやま  けん∥〔絵〕 こぐま社 1980
児童 おいしいね　おいしいよ わかやま／けん∥さく 童心社 1983.1
児童 つかんでぱっくん わかやま　しずこ∥さく 童心社 2008.5
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