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資料区分 書名 巻次 著者名 出版者 出版年
児童 かわうそグメルのレストラン わたなべ／めぐみ∥作 国土社 1985.1
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 よもぎだんご さとう／わきこ∥さく 福音館書店 1989.3
児童 モグモグでんしゃ 井上  洋介∥えとぶん 福音館書店 2014.4
児童 つやっつやなす いわさ　ゆうこ∥さく 童心社 2012.7
児童 ジャコのお菓子な学校 ラッシェル　オスファ

テール∥作 文研出版 2012.1
児童 ハンバーグハンバーグ 武田　美穂∥作 ほるぷ出版 2009.1
児童 ジョディのいんげんまめ マラキー・ドイル∥ぶん 評論社 2002.4
児童 トマトのひみつ 山口／進∥文・写真 福音館書店 1998.5
児童 おいしいありがとう 仁科　幸子∥さく　え フレーベル 2006.9
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 1997.1
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 まどれーぬちゃんとまほうのおかし 小川　糸∥文 小学館 2010.1
児童 まわるおすし 長谷川　義史∥作 ブロンズ新 2012.3
児童 ぴりかちゃんのブーツ さとう あや∥文  絵 福音館書店 2017.9
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 こねこのチョコレート Ｂ．Ｋ．ウィルソン∥作 こぐま社 2004.1
児童 まほうのれいぞうこ たかおか  まりこ∥作 ひかりのく 2015.1
児童 みかん 中島／睦子∥作 福音館書店 2004.1
児童 きゃっきゃキャベツ いわさ　ゆうこ∥さく 童心社 2012.5
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 ニャーロットのおさんぽ パメラ  アレン∥作  絵 徳間書店 2014.4
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 こぐまのクーク物語 〔９〕 かさい  まり∥作  絵 ＫＡＤＯＫ

ＡＷＡ 2015.5
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 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 とんとんとうもろこし 小宮山／洋夫∥さく 福音館書店 2004.1
児童 みかん 中島／睦子∥作 福音館書店 2004.1
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 男子☆弁当部 〔５〕 イノウエ  ミホコ∥作 ポプラ社 2014.1
児童 １１ぴきのねことあほうどり 馬場／のぼる∥著 こぐま社 1980
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 2004.1
児童 こんなおみせしってる？ 藤原　マキ∥さく 福音館書店 2010.1
児童 カステラやさんのバースデーケーキ 堀　直子∥作 小峰書店 2012.9
児童 くりぃむパン 浜野　京子∥作 くもん出版 2012.1
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 しほちゃんのシフォンケーキ 中川　ひろたか∥文 ヴィレッジ
ブックス 2007.7

児童 あいうえおにぎり ねじめ　正一∥作 偕成社 2010.9
児童 ちことゆうのおだんごやさん まつした　さゆり∥ 学研教育出 2010.3
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 ただいま、和菓子屋さん修業中！！ 加藤　純子∥作 そうえん社 2010.1
児童 オニじゃないよおにぎりだよ シゲタ　サヤカ∥作 えほんの杜 2012.1
児童 ごんごろじゃがいも いわさ  ゆうこ∥さく 童心社 2014.6
児童 くろくまレストランのひみつ 小手鞠　るい∥作 金の星社 2012.1
児童 グラタンコロッケ大へんしん 西野／陽子∥作 国土社 1995.9
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 くんくんくんおいしそう 阿部  知暁∥さく 福音館書店 2014.4
児童 ジオジオのパンやさん 岸田／衿子∥作 あかね書房 1975.1
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資料区分 書名 巻次 著者名 出版者 出版年
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 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 かぼちゃスープ ヘレン・クーパー∥さく アスラン書 2002.4
児童 ゴロリともりのレストラン かとう　まふみ∥作　絵 岩崎書店 2008.6
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 ジオジオのたんじょうび 岸田／衿子∥作 あかね書房 1978
児童 おだんごスープ 角野 栄子∥文 偕成社 1997.1
児童 こだぬきコロッケ ななもり さちこ∥作 こぐま社 2018.6
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 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 ふんふん  なんだかいいにおい にしまき／かやこ∥えと こぐま社 1977
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 おいしいものつくろう 岸田  衿子∥さく 福音館書店 2014.4
児童 ドレミファ・ドーナツふきならせ 森山／京∥作 フレーベル 2002.1
児童 ぎょうざのひ かとう／まふみ∥作・絵 偕成社 2001.5
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 くいしんぼうさぎ せな／けいこ∥作・絵 ポプラ社 2004.1
児童 マルゲリータのまるちゃん 井上  林子∥作 講談社 2016.1
児童 じゃがいもアイスクリーム？ 市川　里美∥作 ＢＬ出版 2011.7
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 きょうはやきにく いとう  みく∥作 講談社 2017.1
児童 ぱくっ せき ゆうこ∥作 小学館 2005.1
児童 おかのうえのカステラやさん 堀／直子∥作 小峰書店 2003.7
児童 せかいいちまじめなレストラン たしろ ちさと∥作 ほるぷ出版 2017.1
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
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 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 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 まんてんべんとう くすのき  しげのり∥作 フレーベル 2015.3
児童 おみせやさんでくださいな！ さいとう  しのぶ∥さく リーブル 2016.4
児童 ぎょうれつのできるケーキやさん ふくざわ　ゆみこ∥さく 教育画劇 2013.3
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 おべんとくん 真木／文絵∥作 ひさかた

チャイルド 2004.4
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 講談社 2012.7
児童 かぶきやパン かねまつ すみれ∥作 童心社 2018.2
児童 パパ・カレー 武田　美穂∥作 ほるぷ出版 2011.3
児童 おまかせコックさん 竹下　文子∥文 金の星社 2007.5
児童 めんのめんめん 庄司　三智子∥著 岩崎書店 2012.1
児童 まっかっかトマト いわさ  ゆうこ∥さく 童心社 2015.6
児童 おさかなどろぼう いしい ひろし∥作  絵 PHP研究所 2017.1
児童 天の川のラーメン屋 富安  陽子∥作 講談社 2017.2
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 かえるのレストラン 松岡／節∥作 ひかりのく 2001.7
児童 あたしのサンドイッチ 久保　晶太∥作　絵 教育画劇 2010.4
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 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 ポチポチのレストラン 井川／ゆり子∥文・絵 文渓堂 2005.1
児童 オムライスのたまご 森  絵都∥作 講談社 2016.1
児童 うどんやのたあちゃん 鍋田 敬子∥さく 福音館書店 2018.4
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資料区分 書名 巻次 著者名 出版者 出版年
児童 へんてこパン 小沢　正∥作 ポプラ社 2006.1
児童 ラージャのカレー 国松／エリカ∥作・絵 偕成社 1993.9
児童 おだんごスープ 角野 栄子∥文 偕成社 1997.1
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 ＫＡＤＯＫ
ＡＷＡ 2015.3

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 どっかんだいこん いわさ　ゆうこ∥さく 童心社 2012.1
児童 ひつじぱん あきやま／ただし∥作・ 鈴木出版 2006..5
児童 くまくまパン 西村  敏雄∥作 あかね書房 2013.1
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 ねこのおすしやさん 鈴木　まもる∥作　絵 偕成社 2009.9
児童 モリくんのおいもカー かんべ　あやこ∥作 くもん出版 2010.9
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 もっともっとおおきなおなべ 寮　美千子∥作 フレーベル 2008.1
児童 もりのサンドイッチやさん 舟崎／靖子∥作 偕成社 1990.3
児童 みのりちゃんのみんなでごはん かわぐち　まさかず∥

え
バンダイナ
ムコゲーム 2006.1

児童 のはらでいただきます つちだ／よしはる∥さ 小峰書店 1997.6
児童 あぶくたった さいとう しのぶ∥構成

絵
ひさかた

チャイルド 2009.1
児童 もりのスパゲッティやさん ふなざき／やすこ∥さ 偕成社 1996.9
児童 モリくんのあめふりぴーまんカー かんべ あやこ∥作 くもん出版 2017.6
児童 にににんにんじん いわさ ゆうこ∥さく 童心社 2017.1
児童 もっとひつじぱん あきやま　ただし∥作

絵 鈴木出版 2009.1

児童 ミスター・ランチひこうきにのる ジェイ・オットー・
シーボルド∥文

ソニー・マ
ガジンズ 2005.5

児童 男子☆弁当部 〔４〕 イノウエ　ミホコ∥作 ポプラ社 2012.2
児童 きょうのごはん 加藤　休ミ∥作 偕成社 2012.9
児童 もりのアイスクリームやさん 舟崎／靖子∥作 偕成社 1988.5
児童 ポカポカスープ うえき まさのぶ∥作 ひさかた

チャイルド 2018.1
児童 男子☆弁当部 イノウエ　ミホコ∥作 ポプラ社 2010.8
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 どんぐりどらや どうめき／ともこ∥さ 佼成出版社 2005.9
児童 あずき 荒井 真紀∥さく 福音館書店 2018.1
児童 特急おべんとう号 岡田　よしたか∥さく

え 福音館書店 2009.3
児童 たまちゃんとボウルさん やまだ／うたこ∥文・ 文渓堂 2004.1
児童 クッキーひめ おおい  じゅんこ∥作 アリス館 2013.1
児童 めんたべよう! 小西 英子∥さく 福音館書店 2018.9
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 ドロップロップ 村山　早紀∥作 佼成出版社 2009.1
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 ごろりんたまねぎ いわさ ゆうこ∥さく 童心社 2018.7
児童 ゆげゆげ～ さいとう しのぶ∥作 教育画劇 2019.1
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 おべんとうしろくま 柴田 ケイコ∥作  絵 PHP研究所 2018.4
児童 男子☆弁当部 イノウエ　ミホコ∥作 ポプラ社 2011.3
児童 カレー男がやってきた！ 赤羽  じゅんこ∥作 講談社 2016.1
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資料区分 書名 巻次 著者名 出版者 出版年
児童 わりばしワーリーもういいよ シゲタ　サヤカ∥作 鈴木出版 2013.7
児童 どででんかぼちゃ いわさ  ゆうこ∥さく 童心社 2016.1
児童 鈴とリンのひみつレシピ！ 堀　直子∥作 あかね書房 2008.9
児童 ねこの町のリリアのパン 小手鞠  るい∥作 講談社 2017.2
児童 おべんとうだれとたべる？ あずみ虫∥さく  え 福音館書店 2015.3
児童 もっとぱくっ せき ゆうこ∥作 小学館 2006.1
児童 パンのずかん 大森 裕子∥作 白泉社 2018.9
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 おとうさんはパンやさん 平田　昌広∥作 佼成出版社 2010.9
児童 こしょうできまり ヘレン・クーパー∥さ アスラン書 2005.1
児童 おすしでげんき！ つちだ　よしはる∥作 あかね書房 2008.4
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 アスラン書 2007.4
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 オムライス・ヘイ！ 武田　美穂∥作 ほるぷ出版 2012.7
児童 ジャッキーのトマトづくり あだち　なみ∥絵 ブロンズ新 2008.2
児童 わけありリンゴのアップルパイ あさい  ゆうこ∥作 ＢＬ出版 2013.1
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 こねこのチョコレート Ｂ．Ｋ．ウィルソン∥ こぐま社 2004.1
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 サンドイッチつくろう さとう／わきこ∥さく 福音館書店 1993.9
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 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 しあわせおにぎり つちだ　よしはる∥作 あかね書房 2007.9
児童 たぬきいっかのはらぺこ横丁 国松　エリカ∥〔作〕 学研 2008.1
児童 エディのごちそうづくり サラ　ガーランド∥さ 福音館書店 2012.4
児童 このはのおかね、つかえます 茂市／久美子∥作 佼成出版社 2003.5
児童 もりのサンドイッチやさん 舟崎／靖子∥作 偕成社 1990.3
児童 おたからパン 真珠  まりこ∥作  絵 ひさかた

チャイルド 2016.7
児童 みさき食堂へようこそ 香坂　直∥作 講談社 2012.5

児童 タベールだんしゃく
ケーキが
たべた～
い！のま

さかもと  いくこ∥作
絵

ひさかた
チャイルド 2015.1

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 2004.1
児童 やさいばたけははなばたけ 広野／多珂子∥作・絵 佼成出版社 2004.4
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 やすしのすしや 新井　けいこ∥作 文研出版 2010.8
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 こうさぎのジャムつくり 森山／京∥作 フレーベル 2002.7
児童 おもちおばけ ささき ようこ∥さく ポプラ社 2017.1
児童 さとうねずみのケーキ ジーン・ジオン∥ぶん アリス館 2006.1
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 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 スパゲッティ大さくせん 佐藤  まどか∥作 講談社 2016.1
児童 くんくんくん 上野／与志∥作 ひさかた

チャイルド 2006..5
児童 ごはん 平野  恵理子∥作 福音館書店 2015.4
児童 ルビーとレナードのひ・み・つ ジュディス　ロッセル

∥作　絵
ＰＨＰ研究

所 2009.9
児童 野うさぎパティシエのひみつ 小手鞠  るい∥作 金の星社 2016.3



中央館 なにをたべようかな～？  2019年09月～10月児童展示

- 5 -

資料区分 書名 巻次 著者名 出版者 出版年
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 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 モリくんのすいかカー かんべ　あやこ∥作 くもん出版 2012.6
児童 もちもちおもち 庄司　三智子∥著 岩崎書店 2010.1
児童 おいしいおほしさま 林　木林∥作 鈴木出版 2013.7
児童 ３００年まえから伝わるとびきりおいし

いデザート
エミリー  ジェンキン
ス∥文

あすなろ書
房 2016.5

児童 くろひげレストラン 西山／直樹∥作・絵 ＰＨＰ研究 1993.1
児童 ねこさんスパゲッティ 夏目  尚吾∥作  絵 ひさかた

チャイルド 2015.9
児童 おもちのおふろ 苅田  澄子∥作 学研教育出 2014.1
児童 ドーナツのあなのはなし パット  ミラー∥文 廣済堂あか

つき 2019.6
児童 かいじゅうズングリのピザやさん 末吉／暁子∥作 ポプラ社 2002.1
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 おはなしだいどころ さいとう　しのぶ∥作

絵
ＰＨＰ研究

所 2010.1

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 もももすももも 新井 洋行∥作 講談社 2018.1
児童 もりのアイスクリームやさん 舟崎／靖子∥作 偕成社 1988.5
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 2014.1
児童 もりのおやつやさん とりごえ　まり∥ 学研 2008.4
児童 おにぎりにはいりたいやつよっといで 岡田 よしたか∥著 佼成出版社 2019.2
児童 のはらキッチンへぜひどうぞ まはら  三桃∥作 講談社 2015.1
児童 とうふさんがね・・ とよた　かずひこ∥さ

く　え 童心社 2009.9
児童 いろいろおすし 山岡  ひかる∥作 くもん出版 2016.3
児童 おべんとう さとう  めぐみ∥作  絵 ひかりのく 2015.1
児童 りんごくんがね… とよた　かずひこ∥さ

く　え 童心社 2011.5
児童 やさい 平山／和子∥さく 福音館書店 1982.9
児童 ケーキになあれ！ ふじもと  のりこ∥作 ＢＬ出版 2014.1
児童 りんごです 川端／誠∥作 文化出版局 1984.9
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 すいかくんがね… とよた　かずひこ∥さ
く　え 童心社 2010.5

児童 さっちゃんとクッキー 森　比左志∥著 こぐま社 2013.5
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 くだもの 平山  和子∥さく 福音館書店 1981.1
児童 ごはんたべよ 大阪ＹＷＣＡ千里子ど

も図書室∥ぶん 福音館書店 2012.1
児童 みみとみん　いちごだいすき いりやま　さとし∥作 学研教育出 2010.6
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 いろいろじゃがいも 山岡　ひかる∥作 くもん出版 2008.4
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 いろいろじゃがいも 山岡　ひかる∥作 くもん出版 2008.4
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 いろいろだんご 山岡　ひかる∥作 くもん出版 2013.3
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資料区分 書名 巻次 著者名 出版者 出版年
児童 いちごさんがね… とよた　かずひこ∥さ

く　え 童心社 2013.9
児童 おにぎり 平山／英三∥ぶん 福音館書店 1992.9
児童 いろいろきのこ 山岡 ひかる∥作 くもん出版 2017.5
児童 おべんとう 小西　英子∥さく 福音館書店 2012.2
児童 あかちゃんのたべもの ながお／ひろすけ∥さ

く・え
ＰＨＰ研究

所 2003.9

児童 おいしいものたべたら みやもと　ただお∥作
絵 鈴木出版 2006.1

児童 おにぎりころころ トモコ=ガルシア∥作 岩崎書店 2017.6
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
児童 たべものなあに 星灯社∥絵 学研教育出 2015.6
児童 いちご 平山／和子∥さく 福音館書店 1989.4
児童 パンどうぞ 彦坂  有紀∥作 講談社 2014.1
児童 おいしいよ かんざわ　としこ∥文 こぐま社 2012.6
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