
区分 № 書名 出版者 出版年

1 E あお おかしのまち 青山　邦彦　作・絵 フレーベル館 2015

2 E いと ルラルさんのごちそう いとう　ひろし　作 ポプラ社 2001

3 E いわ １４ひきのあさごはん いわむら　かずお　作 童心社 1983

4 E こに サンドイッチサンドイッチ 小西　英子　さく 福音館書店 2008

5 E さい おべんとうばこのうた さいとう　しのぶ　構成・絵 ひさかたチャイルド 2013

6 E しら おいしいものつくろう 岸田　衿子　さく 白根　美代子　え 福音館書店 2014

7 E にし くまくまパン 西村　敏雄　作 あかね書房 2013

8 E ひら おにぎり 平山　英三　ぶん 平山　和子　え 福音館書店 1992

9 E ひら くまのえほん　やまのごちそう ひらやま　えいぞう　作 福音館書店 1983

10 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

11 E まし おいしいよ かんざわ　としこ　文 ましま　せつこ　絵 こぐま社 2012

12 E やま きょうのおべんとうなんだろな きしだ　えりこ　さく やまわき　ゆりこ　え 福音館書店 1994

13 E やま ゆうこのあさごはん やまわき　ゆりこ　さく・え 福音館書店 1998

14 E カ－ はらぺこあおむし エリック・カール　さく もり　ひさし　やく 偕成社 1976

15 E カラ むしゃ！むしゃ！むしゃ！ カンダス・フレミング　ぶん Ｇ．ブライアン・カラス　え いしづ　ちひろ　やく ＢＬ出版 2002

16 EK さと よもぎだんご さとう　わきこ　さく 福音館書店 2012

17 EK ひら ごはん 平野　恵理子　作 福音館書店 2015

18 EK ふく 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

19 EM ブラ せかいいちおいしいスープ マーシャ・ブラウン　文・絵 こみや　ゆう　訳 岩波書店 2010

20 370 こ めざせ！給食甲子園 こうやま　のりお　著 講談社 2013

21 370 た 弁当づくりで身につく力 竹下　和男　著 講談社 2012

22 380 ひ 和菓子の絵本 平野　恵理子　作 あすなろ書房 2010

23 480 な もぐもぐどうぶつえん なかの　ひろみ　文・構成 福田　豊文　写真 ひさかたチャイルド 2015
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いただきまあす！
６月は食育月間。「食」に関する本を集めました。

広島市こども図書館
〒７３０－００１１ 広島市中区基町５－８３
TEL （０８２）２２１－６７５５ FAX （０８２）２２２－７０２０

展示している本プラスアルファ No.３４０ （２０１６．６）

※ EKは科学絵本、EMは昔話絵本です



区分 № 書名 出版者 出版年請求記号 著　　　　　　　　　　　　　　　　　者　　　　

※ EKは科学絵本、EMは昔話絵本です

24 590 こ 和食のすべてがわかる本　１～４ こどもくらぶ　編 ミネルヴァ書房 2013-2014

25 590 さ 坂本廣子のつくろう！食べよう！行事食　１～３ 坂本　廣子　著 少年写真新聞社 2013

26 590 ま お米からそだてるおにぎり 真木　文絵　文 石倉　ヒロユキ　写真・絵 偕成社 2015

27 590 ま 大豆からそだてるみそしる 真木　文絵　文 石倉　ヒロユキ　写真・絵 偕成社 2015

28 590 ま 野菜からそだてるカレー 真木　文絵　文 石倉　ヒロユキ　写真・絵 偕成社 2016

29 590 ま とうもろこしからそだてるオムレツ 真木　文絵　文 石倉　ヒロユキ　写真・絵 偕成社 2016

30 590 み つくって楽しい！世界のスイーツ　１～４ 宮沢　うらら　著 汐文社 2013

31 913 あ おおきなおおきなおいも 赤羽　末吉　さく・え 福音館書店 1972

32 913 あ 花豆の煮えるまで 安房　直子　作 味戸　ケイコ　絵 偕成社 1993

33 913 い てんぐのそばや 伊藤　充子　作 横山　三七子　絵 偕成社 2005

34 913 お じったんのオムライス 大久保　美行　作 大野　八生　画 くもん出版 2012

35 913 こ お菓子の本の旅 小手鞠　るい　著 講談社 2012

36 913 さ カフェ・デ・キリコ 佐藤　まどか　著 講談社 2013

37 913 ほ 長崎少女シェフ物語 堀　直子　作 中釜　浩一郎　絵 小峰書店 2001

38 913 ほ 金色のキャベツ 堀米　薫　作 佐藤　真紀子　絵 そうえん社 2014

39 913 ま 風味〔さんじゅうまる〕 まはら　三桃　著 講談社 2014

40 913 む 給食室の日曜日 村上　しいこ　作 田中　六大　絵 講談社 2012

41 913 よ すし食いねえ 吉橋　通夫　著 講談社 2015

42 933 き 不思議の国のアリス ルイス・キャロル　作 脇　明子　訳 岩波書店 2000

43 933 き 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

44 933 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

45 933 す かわいいゴキブリのおんなの子メイベルのぼうけん ケイティ・スペック　作 おびか　ゆうこ　訳 大野　八生　画 福音館書店 2013

46 933 て ヘムロック山のくま アリス・デルグレーシュ　作 松岡　享子　共訳 藤森　和子　共訳 福音館書店 1976

47 933 と 台所のメアリー・ポピンズ Ｐ．Ｌ．トラヴァース　作 メアリー・シェパード　絵 小宮　由　訳 アノニマ・スタジオ 2014

48 933 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

49 933 り メイベルおばあちゃんのキッチン アリータ・リチャードソン　作 中村　妙子　訳 朔北社 1995

50 933 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 偕成社 2000

51 953 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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休館日 ６/２(木)～６/８(水) こども図書館特別整理期間

６/１３(月)、６/２０(月)、６/２７（月）


