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書名 巻次 著者名 出版者
パンはころころ マーシャ・ブラウン∥ 富山房
マフィンおばさんのぱんや 竹林／亜紀∥さく 福音館書店
おおきなキャベツ 岡／信子∥作 金の星社
ルイスがたべられちゃったひ ジョン  ファーデル∥ ブロンズ新社

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

やさいでぺったん よしだ／きみまろ∥さ 福音館書店
タケノコごはん 大島  渚∥文 ポプラ社

絵本の中のレシピ
Ｇｏｍａ∥料理　スタ
イリング　アートワー

学研

サンドイッチぎゅーっ ひがし ちから∥作 光村教育図書
ねずみの　いもほり 山下／明生∥作 ひさかたチャイルド
こねこのチョコレート Ｂ．Ｋ．ウィルソン∥ こぐま社

絵本からうまれたおいしいレシピ 3
きむら／かよ∥レシピ
づくり

宝島社

あめのひ　きのこは…… ステーエフ∥原作 偕成社
はしれ！カボチャ エバ　メフト∥文 小学館
木いちごつみ きしだ／えりこ∥詩 福音館書店
もぐおばさんのすももジャム 吉田／道子∥さく 童心社
おさかないちば 加藤  休ミ∥作 講談社
にんじんとごぼうとだいこん 和歌山／静子∥絵 鈴木出版

絵本からうまれたおいしいレシピ 2
きむら／かよ∥レシピ
づくり

宝島社

みんなみんないただきます
パット  ジトロー  ミ
ラー∥さく

BL出版

スプーンくん
Ａ．Ｋ．ローゼンター
ル∥ぶん

ＢＬ出版

おべんとうを  たべたのはだあれ 神沢／利子∥作 ひさかたチャイルド
おやつなんだろう? 山本 和子∥作 ひさかたチャイルド
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
いもほり はまの　ゆか∥作 ほるぷ出版

木いちごの王さま
サカリアス　トペリウ
ス∥原作

集英社

きいちごだより 古矢／一穂∥絵 福音館書店
じゃがいもアイスクリーム？ 市川　里美∥作 ＢＬ出版
１４ひきのやまいも いわむら／かずお∥さ 童心社
いのちをいただく 坂本  義喜∥原案 講談社
チロルくんのりんごの木 荒井  良二∥著 ＮＨＫ出版
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ありのごちそう 高家  博成∥ぶん 新日本出版社

オオカミと石のスープ
アナイス・ヴォージュ
ラード∥作・絵

徳間書店

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
はやおきふっくらパンやさん 山本　省三∥作 講談社
あっちゃんのはたけ 大西／ひろみ∥作・絵 ひさかたチャイルド
ナミチカのきのこがり 降矢　なな∥作 童心社
おもち！ 石津  ちひろ∥文 小峰書店

パンプキン
ケン　ロビンズ∥写真
＆文

ＢＬ出版

ぼくんちカレーライス つちだ／のぶこ∥ 佼成出版社
かあちゃんのジャガイモばたけ アニタ  ローベル∥さ 評論社
おいしいありがとう 仁科　幸子∥さく　え フレーベル館

このパンなにパン？
ふじもと  のりこ∥作
絵

鈴木出版

１４ひきのかぼちゃ いわむら／かずお∥さ 童心社
くりの木のこと 島本／一男∥作 アリス館

オムライスパーティー
たちもと みちこ∥さく
え

教育画劇

とんとんとうもろこし 小宮山／洋夫∥さく 福音館書店
おかあさんのおべんとう たるいし  まこ∥作 童心社

アップルパイをつくりましょ
マージョリー・プライ
スマン∥さく

ブックローン出版

おいも! 石津 ちひろ∥文 小峰書店
ぼくのかぼちゃ かもがわ  しの∥作 こぐま社

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

よにもふしぎな本をたべるおとこのこのはなし
オリヴァー　ジェ
ファーズ∥作

ヴィレッジブックス

ブタベイカリー 角野　栄子∥作 文渓堂

りんごのえほん
ヨレル　Ｋ．ネースル
ンド∥さく

偕成社

絵本からうまれたおいしいレシピ
きむら／かよ∥レシピ
づくり

宝島社

いわしぐもをつかまえろ 垣内　磯子∥作 フレーベル館
ポテトむらのコロッケまつり 竹下  文子∥文 教育画劇
くいしんぼうさぎ せな／けいこ∥作・絵 ポプラ社
わけありリンゴのアップルパイ あさい  ゆうこ∥作 ＢＬ出版
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おまたせクッキー
パット＝ハッチンス∥
さく

偕成社

カレーライスがにげだした しばはら／ち∥作／絵 教育画劇
おだんごスープ 角野 栄子∥文 偕成社
さあちゃんのぶどう みのしま／さゆみ∥ぶ くもん出版
おしゃべりなたまごやき 寺村／輝夫∥作 福音館書店
おにぎりをつくる 高山 なおみ∥文 ブロンズ新社
た・ま・ご ケビン  ヘンクス∥作 光村教育図書
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
ぎょうざのひ かとう／まふみ∥作・ 偕成社
にににんにんじん いわさ ゆうこ∥さく 童心社
みそしるをつくる 高山 なおみ∥文 ブロンズ新社
ほうれんそうはないています 鎌田  実∥文 ポプラ社
くだものたちのないしょだよ はせがわ かこ∥作 WAVE出版
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
ごちそうラディッシュ 大場／牧夫∥文 福音館書店
ぼくがラーメンたべてるとき 長谷川  義史∥作  絵 教育画劇
くいしんぼうのマルチェロふしぎなエプロン 大塚 ミク∥作 出版ワークス
ひみつのカレーライス 井上　荒野∥作 アリス館
おなべおなべにえたかな？ こいで／やすこ∥さく 福音館書店
たべられるしょくぶつ 森谷／憲∥ぶん 福音館書店
くろひげレストラン 西山／直樹∥作・絵 ＰＨＰ研究所

どうぶつパンパン
ザ  キャビンカンパ
ニー∥著

白泉社

うれしいおいしいはんぶんこ 宮野 聡子∥作  絵 PHP研究所
てんとうむしのはじめてのレストラン さいとう　しのぶ∥作 アリス館
パンタのパンの木 そが／まい∥さく 小峰書店
いかりのギョーザ 苅田　澄子∥作 佼成出版社

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

マックスとたんじょうびケーキ
ローズマリー・ウェル
ズ∥作

光村教育図書

うんめぇめぇし おくはら ゆめ∥さく ほるぷ出版
おもちのおふろ 苅田  澄子∥作 学研教育出版
サラダでげんき 角野／栄子∥さく 福音館書店

こんなもんくえニャイ!
クリストファー  サイ
ラス  ニール∥作

光村教育図書

いもうとがウサギいっぴきたべちゃった ビル　グロスマン∥文 徳間書店
おなかがへった マメイケダ∥作 WAVE出版
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あれこれたまご とりやま　みゆき∥文 福音館書店
へんてこパン 小沢　正∥作 ポプラ社
とんでいったりんご ふくだ　としお∥ 学研
たべてみたい！ いしい  ひろし∥著 白泉社
クッキー・サーカス たむら  しげる∥さく 復刊ドットコム

まんまるダイズみそづくり
ミノオカ リョウスケ∥
さく

福音館書店

ネコノテパンヤ 高木 さんご∥作 ひさかたチャイルド
チョコレート屋のねこ スー　ステイントン∥ ほるぷ出版
ジュース 三木 卓∥作 鈴木出版
プリンちゃん なかがわ　ちひろ∥ぶ 理論社
ぽっとんころころどんぐり いわさ ゆうこ∥さく 童心社
おはぎちゃん やぎ　たみこ∥作 偕成社
おむすびころりん 香山／美子∥文 鈴木出版
まるごとたべたい。 山脇　恭∥作 偕成社
あれたべたい 枡野 浩一∥ぶん あかね書房

王さまライオンのケーキ
マシュー　マケリゴッ
ト∥作　絵

徳間書店

げんきいっぱいあさごはんのじゅつ のびこ∥絵 少年写真新聞社
名作の中のお菓子物語 今田  美奈子∥著 朝日学生新聞社

パパ、サンドイッチつくってあげる!
ピップ  ジョーンズ∥
ぶん

ほるぷ出版

ぱくぱくはんぶん 渡辺 鉄太∥ぶん 福音館書店
くまくまパン いちにちパンやさん 西村 敏雄∥作 あかね書房
かぼちゃものがたり 真珠　まりこ∥作絵 学研

マルチンとかぼちゃおばけのまほうのたね
イングリート・オスト
ヘーレン∥作

あかね書房

ポテト・スープが大好きな猫
テリー・ファリッシュ
∥作

講談社

リンゴのたび
デボラ　ホプキンソン
∥作

小峰書店

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

ジョニーのかたやきパン ルース　ソーヤー∥文 岩波書店
まほうのおまめ 松本 春野∥文  絵 文藝春秋
おだんごころころ 中脇 初枝∥再話 偕成社
王さまのお菓子 石井 睦美∥文 世界文化ブックス

石ころのスープ
ジュディス  マリカ  リ
バーマン∥文

光村教育図書
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マジック・アップル
レイナー・サセックス
∥さく

成星出版

ルルとララのかわいいデザートレシピ あんびる  やすこ∥監 ぴあ
ホットケーキできあがり！ エリック　カール∥作 偕成社
スパゲッティのうた ぺこみそ∥作 あかね書房
おどるカツオブシ 森　絵都∥作 金の星社
もっともっとおおきなおなべ 寮　美千子∥作 フレーベル館
たのしいパンのくに 深見／春夫∥さく・え ＰＨＰ研究所
ごちそうたべにきてください 茂市 久美子∥作 講談社
たべられるきのみ 菅原　久夫∥文 福音館書店
モリくんのいちごカー かんべ  あやこ∥作 くもん出版
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