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1 E こ しろくまちゃんのほっとけーき わかやま　けん／絵 森　比左志／文 わだ　よしおみ／文　 こぐま社 1972

2 E こ せんべせんべやけた こばやし　えみこ／案 ましま　せつこ／絵 こぐま社 2006

3 E ふ おかしのくにのうさこちゃん ディック・ブルーナ／ぶん　え まつおか　きょうこ／やく 福音館書店 2010

4 E ふ たべたいな みやまつ　ともみ／さく 福音館書店 2015

5 E ふ まるくておいしいよ こにし　えいこ／さく 福音館書店 1999

6 E おお 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

7 E かが がまんのケーキ かがくい　ひろし／作絵 教育画劇 2009

8 E かこ からすのおかしやさん かこ　さとし／作・絵 偕成社 2013

9 E こよ おたすけこびと なかがわ　ちひろ／文 コヨセ　ジュンジ／絵 徳間書店 2007

10 E さい 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

11 E とり もりのおやつやさん とりごえ　まり／作 学研 2008

12 E なか ３じのおちゃにきてください こだま　ともこ／さく なかの　ひろたか／え 福音館書店 2006

13 E やま おかしなおかし 石津　ちひろ／文 山村　浩二／絵 福音館書店 2013

14 E やま ぐりとぐら 中川　李枝子／さく 大村　百合子／え 福音館書店 1967

15 E わた きょうのおやつは わたなべ　ちなつ／さく 福音館書店 2014

16 E カー おちゃのじかんにきたとら ジュディス・カー／作 晴海　耕平／訳 童話館 1994

17 E ハツ おまたせクッキー パット＝ハッチンス／さく 乾　侑美子／やく 偕成社 1987

18 E ホー フランシスとたんじょうび ラッセル・ホーバン／さく リリアン・ホーバン／え まつおか　きょうこ／やく 好学社 2011

19 E ポタ パイがふたつあったおはなし ビアトリクス・ポター／さく・え いしい　ももこ／やく 福音館書店 2002

20 E ポラ かみなりケーキ パトリシア・ポラッコ／作 小島　希里／訳 あかね書房 1993

21 E マリ くんちゃんとにじ ドロシー・マリノ／さく まさき　るりこ／やく ペンギン社 1984

22 EＭ かじ だごだごころころ 石黒　渼子／再話 梶山　俊夫／再話 梶山　俊夫／絵 福音館書店 1993

23 EＭ ふた おもち一つでだんまりくらべ 大川　悦生／作 二俣　英五郎／絵 ポプラ社 1984

24 EＭ ワツ ヘンゼルとグレーテル グリム／原作 バーナディット・ワッツ／絵 相良　守峯／訳 岩波書店 1985
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25 281 つ 世界一のパティシエになる！ 輔老　心／著 岩崎書店 2015

26 380 あ カステラ、カステラ！ 明坂　英二／文 齋藤　芽生／絵 福音館書店 2013

27 590 い ヨーロッパお菓子物語 今田　美奈子／著 青山　みるく／絵 朝日学生新聞社 2012

28 590 し めざせパティシエ！スイーツ作り入門 神　みよ子／著 小学館 2013

29 590 く 赤毛のアンレシピ・ノート イレーン・クロフォード／編著 ケリー・クロフォード／編著 奥田　実紀／訳 東洋書林 2000

30 590 ち チョコレートの大研究 ＰＨＰ研究所 2007

31 590 な 和菓子のほん 中山　圭子／文 阿部　真由美／絵 福音館書店 2008

32 590 ひ ひみつのたからチョコラーテ 平山　暉彦／作 福音館書店 2012

33 580 ほ かき氷 細島　雅代／写真 伊地知　英信／文 岩崎書店 2015

34 590 み アイスクリームの絵本 みやち　ひろひと／へん いしい　きよたか／え 農山漁村文化協会 2005

35 590 み つくって楽しい！世界のスイーツ　全4巻 宮沢　うらら／著 汐文社 2013

36 610 て ポップコーンをつくろうよ トミー・デ・パオラ／作 福本　友美子／訳 光村教育図書 2004

37 911 た おやつのうた 高木　あきこ／作 上條　滝子／著 リーブル 2001

38 913 お まどれーぬちゃんとまほうのおかし 小川　糸／文 荒井　良二／絵 小学館 2010

39 913 こ お菓子の本の旅 小手鞠　るい／著 講談社 2012

40 913 ま 風味〔さんじゅうまる〕 まはら　三桃／著 講談社 2014

41 933 う こぶたくん ジーン・バン・ルーワン／さく アーノルド・ローベル／え 三木　卓／やく 童話館出版 1995

42 933 く けしつぶクッキー マージェリー・クラーク／作
モウド・ピーターシャム／絵
ミスカ・ピーターシャム／絵

渡辺　茂男／訳 童話館出版 2013

43 933 す 王さまのアイスクリーム フランセス・ステリット／ぶん 光吉　夏弥／やく 土方　重巳／え 大日本図書 2010

44 933 す ポリーとはらぺこオオカミ キャサリン・ストー／作 掛川　恭子／訳 岩波書店 1992

45 933 た チョコレート工場の秘密 ロアルド・ダール／著 クェンティン・ブレイク／絵 柳瀬　尚紀／訳 評論社 2005

46 933 は 負けないパティシエガール ジョーン・バウアー／著 灰島　かり／訳 小学館 2013

47 933 ま 魔法使いのチョコレート・ケーキ マーガレット・マーヒー／著 石井　桃子／訳 シャーリー・ヒューズ／画 福音館書店 2004

48 933 ろ シュトルーデルを焼きながら ジョアン・ロックリン／作 こだま　ともこ／訳 井江　栄／絵 偕成社 2000

49 943 ふ ビターチョコレート ミリアム・プレスラー／作 中野　京子／訳 さ・え・ら書房 1992

50 953 お 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
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２月の休館日 毎週月曜日、２/１２（金）


