
【赤ちゃん絵本】
書 名 著 者 出版社 請求記号

おきたらごはん 岩合 光昭 福音館書店書店 ES/イ

あーん 市原 淳 えほんの社 ES/イ

いただきまあす わたなべ しげお 福音館書店 ES/オ

なにからできているでしょーか？ 大森 裕子 白泉社 ES/オ

おいし～い いしづ ちひろ くもん出版 ES/ク

おべんとう 小西 英子 福音館書店 ES/コ

きゅっきゅっきゅっ 林 明子 福音館書店 ES/ハ

くだもの 平山 和子 福音館書店 ES/ヒ

おいしいおと 三宮 麻由子 福音館書店 ES/フ

おっぱい まつおか たつひで そうえん社 ES/マ

らったくんのばんごはん 坂根 美佳 福音館書店 ES/ミ

ぼくなにをたべてたかわかる？ みやにし たつや 鈴木出版 ES/ミ

たべたのはだれ？ 薮内 正幸 童心社 ES/ヤ

うさぎのにんじん なかがわ りえこ ブッキング ES/ヤ

しろくまちゃんのほっとけーき わかやま けん こぐま社 ES/ワ
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【作って食べよう】
書 名 著 者 出版社 請求記号

サンドイッチサンドイッチ 小西 英子 福音館書店 ES/コ

ケーキがやけたら、ね ヘレン・オクセンバリー 評論社 E/オ

ちびころおにぎりなかみはなあに おおい じゅんこ 教育画劇 E/オ

ごはんのにおい 中川 ひろたか おむすび舎 E/オ

ホットケーキできあがり！ エリック・カール 偕成社 E/カ

エディのごちそうづくり サラ・ガーランド 福音館書店 E/ガ

みんなでうどんづくり 菊池 日出夫 福音館書店 E/キ

とびきりおいしいスープができた！ ヘレン・クーパー アスラン書房 E/ク

めんたべよう！ 小西 英子 福音館書店 E/コ

ばばばあちゃんのなんでもおこのみやき さとう わきこ 福音館書店 E/サ

ばばばあちゃんのおもちつき さとう わきこ 福音館書店 E/サ

パパ・カレー 武田 美穂 ほるぷ出版 E/タ

おばあちゃんのえほうまき 野村 たかあき 佼成出版社 E/ノ

ぼくのぱん わたしのぱん 神沢 利子 福音館書店 E/ハ

つきみだんご はまの ゆか 光村教育図書 E/ハ

みんなのおすし はらぺこ めがね ポプラ社 E/ハ

おひなまつりのちらしずし 平野 恵理子 福音館書店 E/ヒ

おぞうにくらべ 宮野 聡子 講談社 E/ミ

ぐりとぐら 中川 李枝子 福音館書店 E/ヤ

きせつの行事りょうり 小学館 59/キ

気持ちをこめておにぎりパーティー 寺西 恵理子 汐文社 59/テ

みらいおにぎり 桧山 タミ 文藝春秋 59/ヒ

はじめての和食えほん春のごちそうつくろう 柳原 尚之 文溪堂 59/ヤ

ポップコーンをつくろうよ トミー・デ・パオラ 光村教育図書 61/デ
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【おいしい食材】
書 名 著 者 出版社 請求記号

まっかっかトマト いわさ ゆうこ 童心社 ES/イ

りんご 松野 正子 童心社 ES/カ

やさい 平山 和子 福音館書店 ES/ヒ

あずき 荒井 真紀 福音館書店 E/ア

あひる 石川 えりこ くもん出版 E/イ

おとうふやさん 飯野 まき 福音館書店 E/イ

おさかないちば 加藤 休ミ 講談社 E/カ

いちごばたけができたよ 島津 和子 福音館書店 E/シ

おこめようちえん 苅田 澄子 講談社 E/ジ

おとうさんはパンやさん 平田 昌広 佼成出版社 E/ス

しんでくれた 谷川 俊太郎 佼成出版社 E/ツ

だいず えだまめ まめもやし こうや すすむ 福音館書店 E/ナ

いもほり はまの ゆか ほるぷ出版 E/ハ

まんまるダイズみそづくり ミノオカ リョウスケ 福音館書店 E/ミ

干したから・・・ 森枝 卓士 フレーベル館 E/モ

いわしのたび 渡辺 可久 新日本出版社 E/ワ

食べているのは生きものだ 森枝 卓士 福音館書店 38/モ

ハチごはん 横塚 眞己人 ほるぷ出版 38/ヨ

ひみつのたからチョコラーテ 平山 暉彦 福音館書店 59/ヒ

へんしんだいずくん ひさかたチャイルドﾞ 61/ヘ

しょうたとなっとう 星川 ひろ子 ポプラ社 61/ホ

すいかごろりん 久保 秀一 偕成社 62/ナ

干し柿 西村 豊 あかね書房 62/ニ

みかん 木原 武士（指導） フレーベル館 62/ミ

いのちをいただく 内田 美智子 西日本新聞社 64/ウ

ぶた にく 大西 暢夫 幻冬舎エデュケーション 64/オ

ぎゅうにゅうだいへんしん！ ひさかたチャイルド 64/ギ

はちみつができるまで ひさかたチャイルド 64/ハ

うちは精肉店 本橋 成一 農山漁村文化協会 64/モ

のりができるまで ひさかたチャイルド 66/ノ
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【すき？きらい？】
書 名 著 者 出版社 請求記号

たべるたべるたべること くすのき しげのり おむすび舎 E/オ

ドンのくち こしだ ミカ 佼成出版社 E/コ

すききらいなんてだいきらい 櫻井 敦子 少年写真新聞社 E/サ

もったいないばあさんのいただきます 真珠 まりこ 講談社 E/シ

ぜったいたべないからね ローレン・チャイルド フレーベル館 E/チ

ピーマンにんじんたまねぎトマト! 平田 昌広 文化出版局 E/ヒ

【世界の食文化】
書 名 著 者 出版社 請求記号

せかいでさいしょのポテトチップス アン・ルノー BL出版 E/サ

ふたりのサンドウィッチ ラーニア・アル・アブドッラー TOブックス E/ト

世界中からいただきます！ 中山 茂大 偕成社 38/ナ

虫はごちそう！ 野中 健一 小峰書店 38/ノ

手で食べる？ 森枝 卓士 福音館書店 59/モ

世界の料理絵本 キャロライン・ヤング 集文社 59/ヤ

【調べ学習】
書 名 著 者 出版社 請求記号

給食ではじめる食育(1～4) 宮島 則子（監修） あかね書房 37/キ/1~4

おくむらあやおふるさとの伝承料理(1～13) 奥村 彪生 農山漁村文化協会 38/オ/1~13

日本人の暮らし大発見！(1～5) 学研 38/ニ/1~5
日本各地食べもの地図(資料編、西日本編、東日本編) 帝国書院編集部 帝国書院 38/ニ

発見！体験！日本の食事(１～7) 次山 信男（監修） ポプラ社 38/ハ/1~7

「食」で地域探検(1～6) 服部 幸応 岩崎書店 38/ハ/1~6

歴史ごはん 永山 久夫（監修） くもん出版 38/レ

季節の食べものクイズ絵本12カ月 角 愼作 全国学校給食協会 59/キ
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