
　分　類 タ　イ　ト　ル 作　者

Ｅ　タル あいうえおおきなだいふくだ たるいし　まこ

Ｅ　イト あいうえおにぎり いとう　ひろし/絵　ねじめ　正一/作

Ｅ　ヨシ　 赤 あさごはんできた！ 吉田　朋子

Ｅ　サイ　 赤 あっちゃんあがつく さいとう　しのぶ

Ｅ　サタ イーストンと春の風 佐竹　美保/絵　巣山　ひろみ/作

Ｅ　コバ いもほりコロッケ こば　ようこ/絵　おだ　しんいちろう/文

E　ヤマ　 赤 いろいろおすし 山岡　ひかる

Ｅ　ムラ　 うちのコロッケ 谷口　国博

Ｅ　ユチ　 シ１ うどん 深山　さくら/文　ゆーち　みえこ/絵

Ｅ　ヤマ うどんドンドコ 山崎　克己

Ｅ　マシ うめぼしさん ましま　せつこ/絵　かんざわ　としこ/文

E　オイ　 昔 おいしいめいさくたからばこ ａｃｃｏｔｏｔｏ他

Ｅ　オウ おうちでかんたんこうじづくり 小倉　ヒラク　　コージーズ

Ｅ　フィ おおかみくんのホットケーキ ジャン・フィアンリー/作　まつかわ　まゆみ/訳

Ｅ　ハセ 大阪うまいもんのうた 長谷川　義史

Ｅ　スス おかしがたべたい！ ビーゲン　セン/作　すずき　もも/絵

Ｅ　アン おさるのケーキやさん 安西　水丸

Ｅ　アニ　 シ３ おさるのジョージ　ニンジンだーいすき マーガレット・レイ/原作

Ｅ　キタ おしゃべりメニューだれがいちばん？ きた　あいり

Ｅ　オオ　 おすしのずかん 大森　裕子

Ｅ　ヒラ　 赤 おにぎり 平山　和子/絵　平山英三/文

Ｅ　ガル 赤 おにぎりころころ トモコ・ガルシア

Ｅ　アン おばけのアイスクリームやさん 安西　水丸

Ｅ　タカ おべんとうめしあがれ 高原　美和/絵　視覚デザイン研究所/作

Ｅ　スズ おまかせコックさん 竹下　文子

Ｅ　ホン おむすびにんじゃのおいしいごはん 本間　ちひろ

Ｅ　ホン　　 ＢＭ おむすびにんじゃのおむすびぽん 本間　ちひろ

Ｅ　カト オムライス・ヘイ！ 武田　美穂

Ｅ　カメ　 シ１ おもち 新見　絵美/文　亀澤　裕也/絵

Ｅ　カガ がまんのケーキ かがくい　ひろし

Ｅ　カコ からすのパンやさん かこ　さとし

Ｅ　クス　 シ１ カレーライス 岡本　一郎/文　くすはら　順子/絵

Ｅ　ヤマ きょうはすてきなドーナッツようび 竹下　文子/作　山田　詩子/絵

Ｅ　カト きょうのごはん　 加藤　休ミ

Ｅ　アキ きょうもひつじぱん あきやま　ただし

E　フク ぎょうれつのできるケーキやさん ふくざわ　ゆみこ

E　フク ぎょうれつのできるすうぷやさん ふくざわ　ゆみこ

E　フク ぎょうれつのできるはちみつやさん ふくざわ　ゆみこ

E　フク ぎょうれつのできるパンやさん ふくざわ　ゆみこ

E　フク ぎょうれつのできるレストラン ふくざわ　ゆみこ

Ｅ　キム ぎょうざつくったの きむら　よしお

Ｅ　ワタ くうちゃんのホットケーキ わたなべ　ゆうこ

Ｅ　ヒラ　 赤 くだもの 平山　和子

Ｅ　ヤギ クマくんのはちみつぶんぶんケーキ 柳生　まち子

Ｅ　ヤギ クマくんのバタつきパンのジャムつきパン 柳生　まち子

Ｅ　オオ ぐりとぐら 大村　百合子/絵　中川　李枝子/作

Ｅ　ヤノ　　 ぐるぐるカレー 矢野　アケミ

Ｅ　ヒコ ケーキやけました 彦坂　有紀

Ｅ　ノビ げんきいっぱいあさごはんのじゅつ のびこ

Ｅ　カル 公爵夫人のふわふわケーキ ヴァージニア・カール/作　灰島　かり/訳

Ｅ　イチ こぐまのミモのジャムやさん いちかわ　なつこ

Ｅ　フジ このパンなにパン？ ふじもと　のりこ

たべたーーい



Ｅ　ウチ ごはんごはん 内山　悠子/絵　視覚デザイン研究所/作

Ｅ　ワタ ごはんのとも 苅田　澄子/文　わたなべ　あや/絵

Ｅ　ナガ ころころくるりん 長野　ヒデ子

Ｅ　ﾋｺ　 コロッケできました 彦坂　有紀

Ｅ　ホシ　 シ１ こんさい 田中　てるみ/文　星野　イクミ/絵

Ｅ　トモ　 シ２ さかな なかの　ひろみ/文　ともなが　たろ/絵

Ｅ　ナガ さかなださかなだ 長野　ヒデ子

Ｅ　オカ　 サンドイッチいただきます 岡村　志満子

Ｅ　コニ サンドイッチサンドイッチ 小西　英子

Ｅ　アオ じゃんけんほかほかほっかいどう 長野　ヒデ子/文　あおき　ひろえ/絵

Ｅ　ワカ　 赤 しろくまちゃんのホットケーキ わかやま　けん/絵　森　比左志/文

Ｅ　ツカ しんでくれた 谷川　俊太郎/文　塚本やすし/絵

Ｅ　スタ　 シ６ スタジオジブリの食べものがいっぱい スタジオジブリ

Ｅ　オオ すてきなおかし作り おおで　ゆかこ/絵　福田　淳子/レシピ・監修

Ｅ　イシ たべてみたい！ いしい　ひろし

E　オオ たのしいおりょうり おおで　ゆかこ/絵　福田　淳子/レシピ・監修

Ｅ　オオ たまごケーキやけたかな？ おおい　じゅんこ

E　ムラ　 赤 たまごやきくん 村上　康成

Ｅ　タカ チャイブスのとくせいケーキ 高野　紀子

Ｅ　チョ チョコのたね Ｇｏｍａ

Ｅ　ミウ　 シ１ チョコレート 間部　香代/文　みうら　し～まる/絵

Ｅ　ハン チョコレートがおいしいわけ はんだ　のどか

Ｅ　ダビ チョコレートだいすき デヴィッド　カリ/作　エヴィン　ダヴィッディ/絵　さとう　ななこ/訳

Ｅ　オグ てまえみそのうた 小倉　ヒラク　　コージーズ

Ｅ　サイ てんとうむしのはじめてのレストラン さいとう　しのぶ

Ｅ　ハセ 東北んめえもんのうた 長谷川　義史

Ｅ　イノ どっからたべよう 井上　洋介

Ｅ　ナカ どんぐりむらのぱんやさん なかや　みわ

Ｅ　ナツ ねこさんスパゲティ 夏目　尚吾

Ｅ　クド ノラネコぐんだんおすしやさん 工藤　ノリコ

Ｅ　カト パパカレー 武田　美穂

Ｅ　タナ　 赤 ぱぱんのぱん 田中　四郎/絵　やすい　すえこ/作

Ｅ　ハセ はやおきふっくらパンやさん 山本　省三/作　はせがわ　かこ/絵

Ｅ　ツネ　 シ１ パン 岡本　一郎/文　常永　美弥/絵

Ｅ　ヒコ パンどうぞ 彦坂　有紀

Ｅ　ナカ　 シ１ ハンバーグ 尾崎　美紀/文　中村　景児/絵

Ｅ　タケ ハンバーグハンバーグ 武田　美穂

Ｅ　カン ハンヒの市場めぐり カン・ジョンヒ/作　おおたけ　きよみ/訳

Ｅ　タカ パンめしあがれ 高原　美和/絵　視覚デザイン研究所/作

Ｅ　ニキ パンやのコナコナ ニキ　マユ/絵　どい　かや/文

Ｅ　コマ 人と出会う場所 小松　義夫

Ｅ　オカ　 フルーツケーキいただきます 岡村　志満子

Ｅ　タカ フルーツめしあがれ 高原　美和/絵　視覚デザイン研究所/作

Ｅ　オオ ふわふわパン作り おおで　ゆかこ/絵　梶　晶子/レシピ・監修

Ｅ　ヒラ ぼくがつくった世界のおやつどうぞ！　 平野　恵理子

Ｅ　ホリ ぼくのシチュー、ままのシチュー ほりかわ　りまこ

Ｅ　デグ ポテトむらのコロッケまつり 竹下　文子

Ｅ　コウ マフィンおばさんのぱんや 河本　祥子/絵　竹林　亜紀/作

Ｅ　イト まんてんべんとう 伊藤　秀男/絵　くすのき　しげのり/作

Ｅ　ニシ みんなのくまくまパン 西村　敏雄

Ｅ　タカ めしあがれ 高原　美和/絵　視覚デザイン研究所/作

Ｅ　ヒラ　　 和菓子の絵本 平野　恵理子

E　オオ わくわくおべんとう おおで　ゆかこ/絵　福田　淳子/レシピ・監修

E　タニ ワニのワッフルケーキやさんワニッフル 谷口　智則
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赤）赤ちゃん絵本

シ）シリーズ絵本

昔）昔話

ＢＭ）青空号の絵本


