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書名 巻次 著者名 出版者

本の探偵事典
ごちそうの手
がかり編

あかぎ／かんこ∥著 フェリシモ

もりのサンドイッチやさん 舟崎／靖子∥作 偕成社
ねこの町のリリアのパン 小手鞠  るい∥作 講談社
ぎょうれつのできるチョコレートやさん ふくざわ ゆみこ∥さく 教育画劇
まほうのれいぞうこ たかおか  まりこ∥作 ひかりのくに
カレー男がやってきた！ 赤羽  じゅんこ∥作 講談社
にくのくに はらぺこめがね∥作 教育画劇

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

のはらキッチンへぜひどうぞ まはら  三桃∥作 講談社

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

おかしのずかん 大森 裕子∥作 白泉社
ぎょうれつのできるパンやさん ふくざわ　ゆみこ∥さ 教育画劇
わかったさんのクッキー 寺村／輝夫∥作 あかね書房
まないたにりょうりをあげないこと シゲタ　サヤカ∥作 講談社
がまんのケーキ かがくい　ひろし∥作 教育画劇
うめ 石津／博典∥さく 福音館書店
チョコレート戦争 大石／真∥作 理論社
カレーライスおかわり！ つちだ　よしはる∥作 あかね書房

調べてみよう都道府県の特産品 調味料編
都道府県の特産品編集
室∥〔編〕

理論社

カステラ、カステラ！ 明坂　英二∥文 福音館書店
おいしそうなしろくま 柴田  ケイコ∥作  絵 ＰＨＰ研究所
おむすびころりん さいとう しのぶ∥[作] あすなろ書房
にににんにんじん いわさ ゆうこ∥さく 童心社
アイスクリーム・タワー 野中　柊∥作 理論社
おしゃべりなたまごやき 寺村／輝夫∥作 理論社
クッキー・オーケストラ 野中　柊∥作 理論社
わんぱくだんのおかしなおかしや ゆきの ゆみこ∥作 ひさかたチャイルド
きょうのごはん 加藤　休ミ∥作 偕成社
ぎょうれつのできるはちみつやさん ふくざわ　ゆみこ∥さ 教育画劇
つやっつやなす いわさ　ゆうこ∥さく 童心社

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

おまたせクッキー
パット＝ハッチンス∥
さく

偕成社
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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
うめちゃんとたらこちゃん もとした  いづみ∥作 講談社
クリスマスあったかスープ 野中／柊∥作 理論社
ただいま、和菓子屋さん修業中！！ 加藤　純子∥作 そうえん社
わかったさんのひんやりスイーツ 寺村 輝夫∥原文 あかね書房
くろくまレストランのひみつ 小手鞠　るい∥作 金の星社
にっぽんのおにぎり 白央  篤司∥著 理論社
おなべおなべにえたかな？ こいで／やすこ∥さく 福音館書店

スプーンくん
Ａ．Ｋ．ローゼンター
ル∥ぶん

ＢＬ出版

ことばあそびレストラン 石津  ちひろ∥文 のら書店
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
うみべでいただきます つちだ／よしはる∥さ 小峰書店
わたしのおべんとう スギヤマ／カナヨ∥さ アリス館
あま～いしろくま 柴田 ケイコ∥作  絵 PHP研究所
ハンバーグハンバーグ 武田　美穂∥作 ほるぷ出版
わかったさんのクレープ 寺村／輝夫∥作 あかね書房
おばけのてんぷら せな／けいこ∥作・絵 ポプラ社
つるばら村のレストラン 茂市　久美子∥作 講談社
おいしいものつくろう 岸田  衿子∥さく 福音館書店
ドレミファ・ドーナツふきならせ 森山／京∥作 フレーベル館
キャンプでいただきます つちだ／よしはる∥さ 小峰書店
夜空のスター・チャウダー 野中  柊∥作 理論社
おいしいぼうし シゲタ　サヤカ∥作 教育画劇
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
すてきなすてきなアップルパイ 寮　美千子∥作 鈴木出版
いちねんせいのいたーだきます！ 北川　チハル∥作 ポプラ社
わかったさんのアイスクリーム 寺村／輝夫∥作 あかね書房
注文の多い料理店 宮沢／賢治∥作 偕成社
パパ・カレー 武田　美穂∥作 ほるぷ出版
ぎょうざつくったの きむら／よしお∥さく 福音館書店
まんてんべんとう くすのき  しげのり∥ フレーベル館
もりのスパゲッティやさん ふなざき／やすこ∥さ 偕成社
ぼくのおべんとう スギヤマ／カナヨ∥さ アリス館
ごはんはおいしい ぱく きょんみ∥文 福音館書店

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

きょうはすてきなドーナツようび 竹下　文子∥文 アリス館
おまかせコックさん 竹下　文子∥文 金の星社
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まっかっかトマト いわさ  ゆうこ∥さく 童心社
天の川のラーメン屋 富安  陽子∥作 講談社
きゅうしょくかいじゅうモグモグン 小栗　理香子∥作 新風舎
コックのぼうしはしっている シゲタ　サヤカ∥作 講談社
ポチポチのレストラン 井川／ゆり子∥文・絵 文渓堂
なにをたべてきたの？ 岸田　衿子∥文 佼成出版社
つるばら村のパン屋さん 茂市／久美子∥作 講談社
きりみ 長嶋 祐成∥え  ぶん 河出書房新社
うちのコロッケ 谷口　国博∥文 世界文化社
どんぐりむらのぱんやさん なかや　みわ∥さく 学研教育出版

へんしんレストラン
あきやま　ただし∥作
絵

金の星社

どっかんだいこん いわさ　ゆうこ∥さく 童心社
サンドイッチつくろう さとう わきこ∥さく 福音館書店
ねこのおすしやさん 鈴木　まもる∥作　絵 偕成社
和菓子の絵本 平野　恵理子∥作 あすなろ書房
ぎょうざのひ かとう／まふみ∥作・ 偕成社
もりのサンドイッチやさん 舟崎／靖子∥作 偕成社

ベーコンわすれちゃだめよ！
パット・ハッチンス∥
さく・え

偕成社

くだものだいすき！
マレーク　ベロニカ∥
文と絵

風涛社

空飛ぶおべんとうツアー 野中 柊∥作 理論社
魔法のハロウィン・パイ 野中 柊∥作 理論社
ふしぎなでまえ かがくい　ひろし∥作 講談社

ピザだいすき！
ブライアン・モーセズ
∥作

教育画劇

たろうとはなのおべんとう メグ  ホソキ∥〔作〕 学研
はちみつ ふじわら  ゆみこ∥文 福音館書店
まほうのでんしレンジ たかおか　まりこ∥原 ひかりのくに
あずき 荒井 真紀∥さく 福音館書店
めんたべよう! 小西 英子∥さく 福音館書店
ぎょうれつのできるレストラン ふくざわ  ゆみこ∥さ 教育画劇
もりのおべんとうやさん 舟崎／靖子∥作 偕成社
どででんかぼちゃ いわさ  ゆうこ∥さく 童心社
鈴とリンのひみつレシピ！ 堀　直子∥作 あかね書房
わかったさんのホットケーキ 寺村／輝夫∥作 あかね書房
パンのずかん 大森 裕子∥作 白泉社
男子☆弁当部 〔５〕 イノウエ  ミホコ∥作 ポプラ社
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わかったさんのアップルパイ 寺村／輝夫∥作 あかね書房
オムライス・ヘイ！ 武田　美穂∥作 ほるぷ出版
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
大きなおなべのレストラン 竹下／文子∥文 国土社
てんぐのそばや 伊藤／充子∥作 偕成社

チョコレートだいすき！
ブライアン・モーセズ
∥作

教育画劇

ねこのかあさんのあさごはん どい／かや∥著 小学館
オムライスのたまご 森  絵都∥作 講談社

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

アイスクリームだいすき！
ブライアン・モーセズ
∥作

教育画劇

あれこれたまご とりやま　みゆき∥文 福音館書店
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
パンパカパーンふっくらパン 野中　柊∥作 理論社
野うさぎパティシエのひみつ 小手鞠  るい∥作 金の星社
ごろりんたまねぎ いわさ ゆうこ∥さく 童心社
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
わかったさんのドーナツ 寺村／輝夫∥作 あかね書房
つるばら村のはちみつ屋さん 茂市／久美子∥作 講談社
だいず　えだまめ　まめもやし こうや／すすむ∥文 福音館書店
おたからパン 真珠  まりこ∥作  絵 ひさかたチャイルド
スプーンさんとフォークちゃん 西巻　かな∥作 講談社
ホットケーキできあがり！ エリック　カール∥作 偕成社

べべべんべんとう
さいとう　しのぶ∥作
絵

教育画劇

おべんとうばこのうた
さいとう　しのぶ∥構
成　絵

ひさかたチャイルド

スパゲッティ大さくせん 佐藤  まどか∥作 講談社
パーティーでいただきます つちだ／よしはる∥さ 小峰書店

おまたせクッキー
パット＝ハッチンス∥
さく

偕成社

ドーナツだいこうしん レベッカ　ボンド∥さ 偕成社
いもほりコロッケ おだ　しんいちろう∥ 講談社
おだんごスープ 角野 栄子∥文 偕成社

ぼくなにをたべてたかわかる？
みやにし　たつや∥作
絵

鈴木出版

きょうはやきにく いとう  みく∥作 講談社
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たべられるしょくぶつ 森谷／憲∥ぶん 福音館書店
もりにいちばができる 五味　太郎∥作 玉川大学出版部
こうさぎのジャムつくり 森山／京∥作 フレーベル館
カステラやさんのバースデーケーキ 堀　直子∥作 小峰書店
おにぎりをつくる 高山 なおみ∥文 ブロンズ新社
おとうふやさん 飯野  まき∥さく 福音館書店
おべんとくん 真木／文絵∥作 ひさかたチャイルド
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
やすしのすしや 新井　けいこ∥作 文研出版
もりのピザやさん ふなざき／やすこ∥さ 偕成社
ねずみくんとホットケーキ なかえ／よしを∥作 ポプラ社
男子☆弁当部 イノウエ　ミホコ∥作 ポプラ社
チップとチョコのおつかい どい／かや∥文・絵 文渓堂

おはなしだいどころ
さいとう　しのぶ∥作
絵

ＰＨＰ研究所

みかちゃんとカポネ 朝比奈　かおる∥作 ブロンズ新社
くまのグーのあつあつピザ ハオ　グワンツァイ∥ ブロンズ新社
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

フライドポテトだいすき！
ブライアン・モーセズ
∥作

教育画劇

ふしぎなおきゃく 肥田　美代子∥作 ひさかたチャイルド
魔女のシュークリーム 岡田　淳∥作　絵 ＢＬ出版
もっともっとおおきなおなべ 寮　美千子∥作 フレーベル館
いちご 荒井 真紀∥さく 小学館
にげたエビフライ 村上  しいこ∥作 講談社
クッキー・サーカス たむら  しげる∥さく 復刊ドットコム
ワニーさんのおまけつきレストラン 岡本／一郎∥原案 ひかりのくに
ぎょうれつのできるすうぷやさん ふくざわ　ゆみこ∥さ 教育画劇
わかったさんのシュークリーム 寺村／輝夫∥作 あかね書房
にっぽんのおやつ 白央  篤司∥著 理論社
おむすびころりんはっけよい! 森くま堂∥作 偕成社
おかいものなんだっけ? 宮野 聡子∥作 講談社

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

おなべおなべにえたかな？ こいで／やすこ∥さく 福音館書店
ソフィーのやさいばたけ ゲルダ  ミューラー∥ ＢＬ出版

ねこのパンやさん
ポージー　シモンズ∥
作　絵

徳間書店

わくわく!ケーキやさん 白土 あつこ∥作  絵 ひさかたチャイルド



どれからたべよう？おいしいおはなし！ 中央館　2021年9月展示リスト

‐6‐

じゃがいもひめとさつまいもひめ はらぺこめがね∥作 鈴木出版
うさぎのさとうくんこうちゃのうみ 相野谷  由起∥さく  え 小学館
男子☆弁当部 イノウエ　ミホコ∥作 ポプラ社
ごんごろじゃがいも いわさ  ゆうこ∥さく 童心社
おとうふ2ちょう くろだ かおる∥さく ポプラ社
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
のはらでいただきます つちだ／よしはる∥さ 小峰書店
サラダでげんき 角野／栄子∥さく 福音館書店
まほうのおまめ 松本 春野∥文  絵 文藝春秋
お菓子な自由研究 東京製菓学校∥監修 学研プラス
ポカポカスープ うえき まさのぶ∥作 ひさかたチャイルド
ふるふるフルーツ ひがし なおこ∥文 学研教育みらい

ケーキやさんのゆうれい
ジャクリーン　Ｋ．オ
グバン∥さく

フレーベル館

パンやさんでいただきます つちだ／よしはる∥さ 小峰書店
そらとぶパン 深見／春夫∥さく・え ＰＨＰ研究所
にっこりおすしとわさびくん 佐川  芳枝∥作 講談社
マフィンおばさんのぱんや 竹林／亜紀∥さく 福音館書店

ケーキだいすき！
ブライアン・モーセズ
∥作

教育画劇

きゃっきゃキャベツ いわさ　ゆうこ∥さく 童心社
サイクリング・ドーナツ 野中　柊∥作 理論社
ぷっくりえんどうまめ いわさ ゆうこ∥さく 童心社
おすしでげんき！ つちだ　よしはる∥作 あかね書房
ぼくのぱん　わたしのぱん 神沢／利子∥ぶん 福音館書店
ぽっとんころころどんぐり いわさ ゆうこ∥さく 童心社
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
もりのおやつやさん とりごえ　まり∥ 学研
おなかがへった マメイケダ∥作 WAVE出版
マルゲリータのまるちゃん 井上  林子∥作 講談社
いろいろごはん 山岡　ひかる∥作 くもん出版
おさるのケーキやさん 安西　水丸∥〔作〕 教育画劇
いろいろだんご 山岡　ひかる∥作 くもん出版
きょうのおべんとうなんだろな きしだ／えりこ∥さく 福音館書店
いろいろたまご 山岡　ひかる∥作 くもん出版
カレーライス 小西  英子∥さく 福音館書店
ケーキやけました 彦坂  有紀∥作 講談社
ごはんのうた 14 いまむら／あしこ∥さ ポプラ社
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おいしいものたべたら
みやもと　ただお∥作
絵

鈴木出版

ぺったん！サンドイッチ 鈴木　まもる∥作 小峰書店
やさい 平山／和子∥さく 福音館書店

ごはんたべよ
大阪ＹＷＣＡ千里子ど
も図書室∥ぶん

福音館書店

しろくまちゃんのほっとけーき わかやま  けん∥ こぐま社
りんご 松野／正子∥ぶん 童心社
くだものだーれ？ よねづ  ゆうすけ∥作 講談社
さっちゃんとクッキー 森　比左志∥著 こぐま社
いちご 平山／和子∥さく 福音館書店
いろいろいちご 山岡　ひかる∥作 くもん出版
いろいろじゃがいも 山岡　ひかる∥作 くもん出版
おいしいえほん つちだ／よしはる∥作 リーブル
やさいのおなか きうち／かつ∥さく・ 福音館書店
たまごやきくん 村上／康成∥作 小学館
サンドイッチサンドイッチ 小西　英子∥さく 福音館書店
おにぎり 平山／英三∥ぶん 福音館書店
かえるとカレーライス 長／新太∥さく 福音館書店

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

バナナです 川端／誠∥作 文化出版局
ごはんぱくぱくのひみつ 山脇／恭∥作 フレーベル館
やさいのせなか きうち／かつ∥さく・ 福音館書店
ケーキになあれ！ ふじもと  のりこ∥作 ＢＬ出版
からあげくん 村上／康成∥作 小学館
くだものなんだ きうち　かつ∥さく 福音館書店
いちごです 川端　誠∥作 文化出版局
おべんとう さとう  めぐみ∥作  絵 ひかりのくに
おなかぺこぺこ しみず　みちを∥文 教育画劇
おこさまランチいただきま～す 真木　文絵∥ぶん 岩崎書店
りんごころころ 松谷／みよ子∥ぶん 童心社
おにぎり 平山／英三∥ぶん 福音館書店

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

くだものぱくっ 彦坂 有紀∥作 講談社

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

おせんべやけたかな こが ようこ∥構成  文 童心社
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からあげくん 村上／康成∥作 小学館

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

いろいろサンドイッチ 山岡  ひかる∥作 くもん出版
ショコラちゃんのレストラン 中川  ひろたか∥ぶん 講談社
たっくんごはん 中川／ひろたか∥ぶん 文渓堂
おいしいおとなあに？ さいとう／しのぶ∥作 あかね書房
みかんです 川端／誠∥作 文化出版局
せんべせんべやけた こばやし　えみこ∥案 こぐま社
おいしいね　おいしいよ わかやま／けん∥さく 童心社
たべもののかくれんぼ たけい  しろう∥さく あかね書房

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
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