
四方分館 1月　展示(児童):あまくて かわいい おかし

展示期間：平成29年1月4日(火)～1月 31日(水)まで

タイトル 著者 出版者 出版年 分類

1 国際理解に役立つ世界の衣食住 5 小峰書店 2001.4 383

2 和菓子の絵事典 見て、知って、作ってみよう
俵屋吉富/監修 ギルドハウス京菓子京菓子資
料館/監修

PHP研究所 2008.7 383.81

3 だいすきスイーツで自由研究 キッチンが実験室 盛口/満‖監修 主婦と生活社 2015.6 407

4
小学生のキッチンでおやつマジック   実験しながら、おやつが作
れる!

村上 祥子/料理製作・監修 学研 2008.7 407

5 チョコレートだいすき ひさかたチャイルド 2009.1 588.34

6
ケーキ屋さん・カフェで働く人たち しごとの現場としくみがわか
る!

籏智/優子‖著 ぺりかん社 2015.5 588.35

7 父さんはドラゴン・パティシエ おしごとのおはなし パティシエ 柏葉/幸子‖作 中村/景児‖絵 講談社 2016.2 588.35

8 ようこそ!理科レストラン [1] 法政大学自然科学センター‖監修 文研出版 2014.11 596

9 名作の中のお菓子物語 今田/美奈子‖著 葉/祥明‖絵 朝日学生新聞社 2015.10 596.65

10 夢の名作レシピ 1 マンガ・絵本・アニメのあの料理がつくれる! 星谷/菜々‖監修 日本図書センター 2014.11 596.65

11 和菓子のほん 中山 圭子/文 阿部 真由美/絵 福音館書店 2008.1 596.65

12 かんたん15分!材料3つですいすいスイーツ [1] 宮沢/うらら‖著 汐文社 2016.11 596.65

13 くだものと木の実いっぱい絵本 ほりかわ/りまこ‖作 三輪/正幸‖監修 あすなろ書房 2015.11 625

14 あのヒット商品はこうして生まれた! 第2巻 エスプレ‖編著 汐文社 2014.3 675.3

15 日本の職人さん 8 金田/昌司‖監修 ポプラ社 1998.4 750

16 もりの おかしやさん ふなざき やすこ/さく ふなざき よしひこ/え 偕成社 1978 913
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タイトル 著者 出版者 出版年 分類

17
ただいま、和菓子屋さん修業中!! しごとでハッピー!和菓子職人の
まき

加藤 純子/作 あづま 笙子/絵 そうえん社 2010.10 913.6

18 風味[さんじゅうまる] まはら/三桃‖著 講談社 2014.9 913.6

19 お菓子の本の旅 小手鞠 るい/著 講談社 2012.4 913.6

20 魔女のシュークリーム 岡田/淳‖作・絵 BL出版 2013.4 913.6

21 パティシエ☆すばる 夢のスイーツホテル つくも/ようこ‖作 烏羽/雨‖絵 講談社 2015.12 913.6

22 魔法のレシピでスイーツ・フェアリー 堀/直子‖作 木村/いこ‖絵 あかね書房 2015.5 913.6

23 ふしぎ駄菓子屋銭天堂 [1] 廣嶋/玲子‖作 jyajya‖絵 偕成社 2013.5 913.6

24 おかのうえのカステラやさん 堀 直子/作 神山 ますみ/絵 小峰書店 2003.7 913.6

25 おばけのバケロンおばけクッキーをつくろう! もとした いづみ/作 つじむら あゆこ/絵 ポプラ社 2009.12 913.6

26 おやつ 東 君平/絵・おはなし 新日本出版社 2010.10 913.6

27 おやつにまほうをかけないで さとう まきこ/作 いせ ひでこ/絵 小峰書店 2009.10 913.6

28 クッキーのおうさま 竹下 文子/作 いちかわ なつこ/絵 あかね書房 2004.2 913.6

29 ジャコのお菓子な学校
ラッシェル・オスファテール/作 ダニエル遠
藤みのり/訳 風川 恭子/絵

文研出版 2012.12 953.7

30 あんみつひめさま さとう/めぐみ‖作・絵 教育画劇 2013.9 E

31 おかしなおかしなおかしのはなし さいとう しのぶ/[作] リーブル 2009.4 E

32 おたんじょうびのケーキちゃん もとした いづみ/さく わたなべ あや/え 佼成出版社 2011.3 E

33 おちゃのじかんにきたとら 改訂新版 ジュディス・カー/作 晴海 耕平/訳 童話館出版 1999.1 E
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タイトル 著者 出版者 出版年 分類

34 おばけのあんみつ 国松/エリカ‖作 小学館 2014.11 E

35 からすのおかしやさん かこ/さとし‖作・絵 偕成社 2013.4 E

36 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 E

37 ケーキになあれ! ふじもと/のりこ‖作 BL出版 2014.1 E

38 こねこのチョコレート
B.K.ウィルソン/作 小林 いづみ/訳 大社 玲
子/絵

こぐま社 2004.11 E

39 たなからぼたもち いもと ようこ/文絵 金の星社 2009.9 E

40 チョコレートがおいしいわけ はんだ のどか/作 アリス館 2010.2 E

41 チョコレート屋のねこ
スー・ステイントン/文 アン・モーティマー/
絵 中川 千尋/訳

ほるぷ出版 2013.1 E

42 プリンちゃん なかがわ ちひろ/ぶん たかお ゆうこ/え 理論社 2011.9 E

43 和菓子の絵本 和菓子っておいしい! 平野 恵理子/作 あすなろ書房 2010.9 E

44 おやおやおやつなにしてる? 織田 道代/作 tupera tupera/絵 鈴木出版 2012.10 E

45 スイスイスイーツ さいとう しのぶ/作 絵 教育画劇 2012.2 E

46 まほうのれいぞうこ
たかおか/まりこ‖作 さいとう/しのぶ‖作・
絵

ひかりのくに 2015.10 E

47 ケーキやけました 彦坂/有紀‖作 もりと/いずみ‖作 講談社 2015.10 E

48 チェリーひめのかくれんぼ かとう/ようこ‖作/絵 教育画劇 2015.8 E

49 いろいろいちご 山岡 ひかる/作 くもん出版 2012.4 E

50 チョコたろう 森/絵都‖ぶん 青山/友美‖え 童心社 2016.3 E
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