
大広田分館　9月展示リスト（児童）：おいしい世界へようこそ
展示期間　平成30年9月1日（土）～9月30日（日）

番号 タイトル 著者名 出版社 出版年 分類

1 かんたんでおいしい!魔法のクッキングBOOK 1 枝元/なほみ‖著 ポプラ社 2014.4 K596

2 ポンポンクックブック 野中/柊‖作 長崎/訓子‖絵 理論社 2016.9 K596

3
のはらキッチンへぜひどうぞ おしごとのおはなし
コックさん

まはら/三桃‖作 木村/いこ‖絵 講談社 2015.11 K596

4
小学生のパンとケーキのおやつマジック 楽しく実験
しながら、作れる!

村上 祥子/料理製作・監修 学研 2009.3 K596

5 どんな国?どんな味?世界のお菓子 1
服部 幸応/監修・著 服部 津貴子/監修・
著

岩崎書店 2005.4 K596

6 小さなパティシエのためのお菓子Book 1 松本/美佐‖著 教育画劇 2014.2 K596

7 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 K913

8 こぶたしょくどう
もとした いづみ/さく さいとう しのぶ/
え

佼成出版社 2010.4 K913

9 さいこうのスパイス 亀岡/亜希子‖作・絵 PHP研究所 2013.8 K913

10 パティシエ☆すばる パティシエになりたい! つくも ようこ/作 烏羽 雨/絵 講談社 2012.8 K913

11 ふしぎパティシエールみるか 1 斉藤/洋‖作 村田/桃香‖絵 あかね書房 2016.6 K913

12 野うさぎパティシエのひみつ 小手鞠/るい‖作 土田/義晴‖絵 金の星社 2016.3 K913

13 恋する和パティシエール 1 工藤 純子/作 うっけ/絵 ポプラ社 2012.3 K913

14
この世でいちばん好きなのは、回転ずし おいしいた
べもの屋さんの7つのお話

芝田 勝茂/編 ポプラ社 2009.10 K913

15
わすれんぼうなコックさん 7人のコックさんのおい
しいお話

日本児童文芸家協会/編 ポプラ社 2009.1 K913

16 マドレーヌは小さな名コック
ルパート・キングフィッシャー/作 三原 泉/訳 つ
つみ あれい/絵 徳間書店 2012.9 K933
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17 あれたべたい 枡野/浩一‖ぶん 目黒/雅也‖え あかね書房 2016.6 E

18 あんみつひめさま さとう/めぐみ‖作・絵 教育画劇 2013.9 E

19 いかりのギョーザ 苅田 澄子/作 大島 妙子/絵 佼成出版社 2006.12 E

20 いちごパフェエレベーター 石崎/なおこ‖作・絵 教育画劇 2014.7 E

21 おいしいおと 三宮 麻由子/ぶん ふくしま あきえ/え 福音館書店 2008.12 E

22 おいしいふくやさん のし/さやか‖作・絵 ひさかたチャイルド 2016.12 E

23 おいしそうなしろくま 柴田/ケイコ‖作・絵 PHP研究所 2017.1 E

24 おさるのパティシエ サトシン/作 中谷 靖彦/絵 小学館 2012.10 E

25 おにのおにぎりや ちば みなこ/[作] 偕成社 2012.1 E

26 おばけのケーキ屋さん SAKAE‖絵・文 マイクロマガジン社 2015.10 E

27 おばけのコックさん 西平 あかね/さく 福音館書店 2012.6 E

28 おばけのてんぷら せな けいこ/作・絵 ポプラ社 1976 E

29 かぼちゃスープ
ヘレン・クーパー/さく せな あいこ/や
く

アスラン書房 2002.4 E

30 きょうのごはん 加藤 休ミ/作 偕成社 2012.9 E

31 ぎょうれつのできるレストラン ふくざわ/ゆみこ‖さく 教育画劇 2016.3 E

32 くまくまパン 西村/敏雄‖作 あかね書房 2013.11 E

33 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
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34 ごはん 平野/恵理子‖作 福音館書店 2015.4 E

35 さかなのおいしいレストラン さんじ まりこ/さく・え ポプラ社 1999.5 E

36 さとうねずみのケーキ
ジーン・ジオン/ぶん マーガレット・ブロイ・グレ
アム/え わたなべ しげお/やく アリス館 2006.1 E

37 ショコラちゃんのレストラン 中川 ひろたか/ぶん はた こうしろう/え 講談社 2004.1 E

38 スーおばさんのレストランバス やすい すえこ/作 土田 義晴/絵 フレーベル館 2000.3 E

39 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 2005.9 E

40 たべてみたい! いしい/ひろし‖著 白泉社 2017.3 E

41 パパはまほうのケーキやさん 田島/かおり‖作 教育画劇 2015.10 E

42 はらぺこあおむし 改訂 エリック=カール/さく もり ひさし/やく 偕成社 1989.2 E

43 パンどうぞ 彦坂/有紀‖作 もりと/いずみ‖作 講談社 2014.10 E

44 ひみつのカレーライス 井上 荒野/作 田中 清代/絵 アリス館 2009.4 E

45 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

46 ポテトむらのコロッケまつり 竹下/文子‖文 出口/かずみ‖絵 教育画劇 2016.2 E

47 ポポくんのみんなでおすし accototo‖[作] PHP研究所 2014.2 E

48 まないたにりょうりをあげないこと シゲタ サヤカ/作・絵 講談社 2009.8 E

49 むしむしレストラン しもだ ともみ/作・絵 教育画劇 2004.8 E

50 ライオンさんカレー 夏目/尚吾‖作・絵 ひさかたチャイルド 2015.9 E
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