
※ＥＫは科学絵本、ＥＭは昔話絵本です。

区分 № 書　　　　　　　　　名 出版者 出版年

1 EK ひら ごはん 平野　恵理子　作 福音館書店 2015
2 EK たな うおいちば 安江　リエ　ぶん 田中　清代　え 福音館書店 2016
3 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
4 EK ミユ ソフィーのやさいばたけ ゲルダ・ミューラー　作 ふしみ　みさを　訳 ＢＬ出版 2014
5 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
6 EM ブラ パンぼうや マーシャ・ブラウン　さく おがわ　きよし　やく 童話館出版 2014
7 E ふ はねちゃんの　ピクニック なかがわ　りえこ　ぶん やまわき　ゆりこ　え 福音館書店 2016
8 E ふ ぽんちんぱん 柿木原　政広　作 福音館書店 2014
9 E セン まよなかのだいどころ モーリス・センダック　さく じんぐう　てるお　やく 冨山房 1982
10 E うめ おやつがほーいどっさりほい 梅田　俊作　さく 梅田　佳子　さく 新日本出版社 1982
11 E かが がまんのケーキ かがくい　ひろし　作絵 教育画劇 2009
12 E かと きょうのごはん 加藤　休ミ　作 偕成社 2012
13 E ひら くだもの 平山　和子　さく 福音館書店 1981
14 E こよ おたすけこびととおべんとう なかがわ　ちひろ　文 コヨセ　ジュンジ　絵 徳間書店 2020
15 E ウン ゼラルダと人喰い鬼 トミー・ウンゲラー　さく たむら　りゅういち　やく あそう　くみ　やく　 評論社 1977
16 E ブラ ３００年まえから伝わるとびきりおいしいデザート エミリー・ジェンキンス　文 ソフィー・ブラッコール　絵 横山　和江　訳 あすなろ書房 2016
17 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
18 283 も チョコレート物語 佐和　みずえ　著 くもん出版 2018
19 370 た 弁当づくりで身につく力 竹下　和男　著 講談社 2012
20 380 の 虫はごちそう！ 野中　健一　著 小峰書店 2009
21 380 は にっぽんのおにぎり 白央　篤司　著 理論社 2015
22 380 れ 歴史ごはん　第１巻～第３巻 くもん出版 2018-2019

23 380 わ 和食のえほん ＰＨＰ研究所 2017
24 480 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
25 610 ま カレーライスを一から作る 前田　亜紀　著 ポプラ社 2017
26 620 も 干したから… 森枝　卓士　写真・文 フレーベル館 2016

請求記号 　　　　著　　　　　　　　　　　　　者　　　　
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１月６日はケーキの日、１月１７日はおむすびの日。食べ物に関する図書を展示します。
５-Daysこども図書館（広島市こども図書館）

展示している本プラスアルファ No.３９７（２０２２．１）

おいしいな



区分 № 書　　　　　　　　　名 出版者 出版年請求記号 　　　　著　　　　　　　　　　　　　者　　　　

27 911 は ごはんはおいしい ぱく　きょんみ　文 鈴木　理策　写真 福音館書店 2017

28 913 い 卵と小麦粉それからマドレーヌ 石井　睦美　作 長　新太　絵 ＢＬ出版 2001

29 913 い しぶがきほしがきあまいかき 石川　えりこ　さく・え 福音館書店 2019

30 913 い 男子☆弁当部　〔４〕 イノウエ　ミホコ　作 東野　さとる　絵 ポプラ社 2012

31 913 う キワさんのたまご 宇佐美　牧子　作 藤原　ヒロコ　絵 ポプラ社 2017

32 913 お ふしぎな木の実の料理法 岡田　淳　作 理論社 1994

33 913 か すいしょうゼリー 片山　令子　文 飯野　和好　絵 ほるぷ出版 1994

34 913 き 給食アンサンブル 如月　かずさ　著 光村図書出版 2018

35 913 ほ 金色のキャベツ 堀米　薫　作 佐藤　真紀子　絵 そうえん社 2014

36 913 ま 風味〔さんじゅうまる〕 まはら　三桃　著 講談社 2014

37 913 よ すし食いねえ 吉橋　通夫　著 講談社 2015

38 933 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 童話館出版 2013

39 933 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

40 933 す かわいいゴキブリのおんなの子メイベルとゆめのケーキ 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 2017

41 933 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

42 933 ま ゆかいなホーマーくん ロバート・マックロスキー　作 石井　桃子　訳 岩波書店 2000

43 933 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

44 933 み プーのはちみつとり Ａ．Ａ．ミルン　ぶん Ｅ．Ｈ．シェパード　え 石井　桃子　やく 岩波書店 2016

45 933 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

46 933 わ 農場の少年 ローラ・インガルス・ワイルダー　作 恩地　三保子　訳 ガース・ウィリアムズ　画　 福音館書店 2003

47 943 え 魔法のカクテル ミヒャエル・エンデ　作 川西　芙沙　訳 岩波書店 2019

48 973 け カテリネッラとおにのフライパン 剣持　弘子　訳・再話 剣持　晶子　絵 こぐま社 2018
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展示期間中の休館日 １/１１（火）、１/１７（月）、１/２４（月）


