
大広田分館　2月展示（児童）：あたたかいたべもの

書名 著者名 出版者 出版年 請求記号

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 今日からわたしは一流シェフ 1 米原 ゆり/著 新日本出版社 2005.1 K596

3 つくって食べたいおしゃれスープ・サラダ たかはし みき/絵 文研出版 2010.2 K596

4 うどんの絵本 おだ もんた/へん  あおやま ともみ/え 農山漁村文化協会 2007.2 K596

5 アッチとボンのいないいないグラタン 角野 栄子/さく 佐々木 洋子/え ポプラ社 1987.7 K913

6 こまったさんのシチュー 寺村 輝夫/作 岡本 颯子/絵 あかね書房 1990.2 K913

7 シチューのばんのおきゃくさま 堀内 純子/作 遠藤 てるよ/絵 国土社 1990.11 K913

8 天の川のラーメン屋 たべもののおはなし・ラーメン 富安/陽子‖作 石川/えりこ‖絵 講談社 2017.2 K913

9 おでんおんせんにいく 中川 ひろたか/さく 長谷川 義史/え 佼成出版社 2004.9 K913

10 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

11 卒業うどん 服部 千春/作 大庭 賢哉/絵 講談社 2008.4 K913

12 グラタンおばあさんとまほうのアヒル 安房 直子/作 いせ ひでこ/絵 小峰書店 2009.3 K913

13 妖精のスープ 高森/美由紀‖作 井田/千秋‖絵 あかね書房 2017.10 K913

14 夜空のスター・チャウダー 野中/柊‖作 長崎/訓子‖絵 理論社 2016.9 K913

15 あぶくたった さいとう しのぶ/構成・絵 ひさかたチャイルド 2009.12 E

16 いのちのたべもの 中川/ひろたか‖文 加藤/休ミ‖絵 おむすび舎 2017.4 E

　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　展示期間：令和2年2月1日（土）～2月29日（土）
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17 いろいろおふろはいり隊! 穂高 順也/作 西村 敏雄/絵 教育画劇 2012.5 E

18 うどんのうーやん 岡田 よしたか/さく ブロンズ新社 2012.8 E

19 うどんやのたあちゃん 鍋田/敬子‖さく 福音館書店 2018.4 E

20 ウポポウポポポポタージュスープ 越智 のりこ/作 みうら し〜まる/絵 鈴木出版 2006.9 E

21 オオカミと石のスープ
アナイス・ヴォージュラード/作・絵
平岡 敦/訳

徳間書店 2001.2 E

22 大食いフィニギンのホネのスープ カンブリア・エバンズ/作 川島 誠/訳 BL出版 2011.10 E

23 おだんごスープ 角野 栄子/文 市川 里美/絵 偕成社 1997.11 E

24 おでんしゃ 塚本/やすし‖作 集英社 2013.5 E

25 おとうふちゃん わたなべ あや/[作] 学研 2009.9 E

26 おなべおなべにえたかな? こいで やすこ/さく 福音館書店 1997.8 E

27 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

28 かまくらレストラン 真珠/まりこ‖さく・え 教育画劇 2016.10 E

29 きつねうどんたぬきうどん 古内/ヨシ‖さく 大日本図書 2018.2 E

30 きゅっきゅっきゅっ 林 明子/さく 福音館書店 1986.6 E

31 ぎょうれつのできるすうぷやさん ふくざわ ゆみこ/さく 教育画劇 2009.4 E

32 こしょうできまり かぼちゃスープ
ヘレン・クーパー/さく
かわだ あゆこ/やく

アスラン書房 2005.11 E

33 しあわせの石のスープ
ジョン・J.ミュース/さく・え
三木 卓/やく

フレーベル館 2005.1 E
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34 14ひきのこもりうた いわむら かずお/さく 童心社 1994.7 E

35 スープになりました 彦坂/有紀‖作 もりと/いずみ‖作 講談社 2017.9 E

36 せかい1おいしいスープ あるむかしばなし
マーシャ・ブラウン/さいわ え
わたなべ しげお/やく

ペンギン社 1979.10 E

37 チキンスープ・ライスいり 12のつきのほん
モーリス・センダック/さく
じんぐう てるお/やく

富山房 1986.8 E

38 ちくわのわーさん 岡田 よしたか/さく ブロンズ新社 2011.10 E

39
とびきりおいしいスープができた! かぼちゃスープのおは
なし

ヘレン・クーパー/さく
かわだ あゆこ/やく

アスラン書房 2007.4 E

40 にぎやかなおでん 犬飼/由美恵‖文 出口/かずみ‖絵 教育画劇 2018.11 E

41 はやくちことばでおでんもおんせん 川北/亮司‖文 飯野/和好‖絵 くもん出版 2017.10 E

42 ぴちぱちさくさく 若菜/ひとし‖作 若菜/きよこ‖作 ひさかたチャイルド 2018.8 E

43 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

44 フラニーとメラニー もりのスープやさん あいはら ひろゆき/ぶん あだち なみ/え 講談社 2006.8 E

45 ポカポカスープ うえき/まさのぶ‖作 相野谷/由起‖絵 ひさかたチャイルド 2018.11 E

46 ぼくのシチュー、ままのシチュー ほりかわ りまこ/ぶんとえ ハッピーオウル社 2005.8 E

47 ポポくんのかぼちゃカレー accototo/[作] PHP研究所 2011.1 E

48 めんたべよう! 小西/英子‖さく 福音館書店 2018.9 E

49 もっともっとおおきなおなべ 寮 美千子/作 どい かや/絵 フレーベル館 2008.11 E

50 ラーメンちゃん 長谷川 義史/作 絵本館 2011.9 E
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