
キーワード 書　　　　　　　　名 著     者 出 版 者 請求記号

食育入門書 給食・食育で子どもが変わる 新村 洋史／編著 新日本出版社 37494/S1/2

食育入門書 ０～５歳児の食育　これだけは知っておきたい 岡崎光子／監修 チャイルド本社 37610/O12

食育入門書 食育の力　子どもに受け継がれる生活の知恵 高橋美保／著 創成社 37610/T19/2

食育入門書 どろんこ保育園の食育計画 地球丸 37614/C1

食育入門書 ワクワクふれあい食育　身近な食材から!家庭との連携にも! 小西 律子／著 ひかりのくに 37614/K8

食育入門書 食育ってなぁに？　子どもが育つ親も育つ魔法の食活
庄司誠／著，大友可奈子／
著

文芸社 37614/S7

食育入門書 ごはん力！　親から子に伝える「食べる」知恵 岸朝子／著，葛恵子／著 マガジンハウス 37990/K52

食育入門書 家族みんなで楽・らく食育　知ってる？やってる？ みんなの食育／編・著 日本標準 37990/M37

食育入門書 子育てハッピーアドバイス　笑顔いっぱい食育の巻
松成容子／著，明橋大二／
著

１万年堂出版 37990/M69

食育入門書 子どもの栄養と食育がわかる事典 足立己幸／監修 成美堂出版 4939/A15/2

食育入門書 食育なんでもＱ＆Ａセレクト４１ グループこんぺいと／編著 黎明書房 4939/G3

食育入門書 うちの子どうして食べてくれないの？ カルロス・ゴンサレス／著
ジャパンマシニス
ト社

4939/Ｇ4

食育入門書 頭のいい子に育てる食べ方７つの簡単ルール 石浦章一／著 新星出版社 4939/I25

食育入門書 小児科医がすすめる最高の子育て食 伊藤 明子／著 講談社 4939/I38

食育入門書 脳力をアップする！子どもの食育がよくわかる本 葛西奈津子／著 メイツ出版 4939/K56

食育入門書 子どもを生活習慣病にしない食卓 北川博敏 ／著 主婦の友社 4939/K65

食育入門書 勉強以前の「頭の良い子ども」をつくる基本食 幕内秀夫／著 講談社 4939/M23/4

食育入門書 じょうぶな子どもをつくる基本食 幕内秀夫／〔著〕 講談社 4939/M23/8

　　子育て支援コーナー第4４回企画展示

　　「作ってみよう！体にやさしい、おいしいおやつ～親子で食育～」図書リスト
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　展示期間：平成３０年６月９日（土）～平成３０年９月２日（日）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編集・作成：香川県立図書館子育て支援担当

★食育ってなに？
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キーワード 書　　　　　　　　名 著     者 出 版 者 請求記号

食育入門書 なぜ、子どもはピーマンが嫌いなのか？ まくうち流７０点の食育講座 幕内秀夫／著 西日本新聞社 4939/M23/10

食育入門書 管理栄養士パパの親子の食育ＢＯＯＫ　乳幼児から高校生まで！ 成田崇信／著 メタモル出版 4939/N35

食育入門書 子どものからだとこころが育つ!6歳までの食事のホント　管理栄養士ママが教える! 山口 真弓 すばる舎 4939/Y29

食育入門書 子どもの食の育て方　お母さんの疑問にこたえる 田中英一／ほか著 医歯薬出版 4970/T7

食育入門書 なぜ、好きなものだけ食べてはいけないの？ 服部幸應／著
シーアンドアール
研究所

4980/H30

食育入門書 子どもの頭脳を育てる食事 生田哲 ／〔著〕 角川書店 4983/I25/4

食育入門書 ピュイゼ子どものための味覚教育　食育入門編 石井 克枝／著 講談社 4985/I84

食育入門書 子どもの味覚を育てる　親子で学ぶ「ピュイゼ理論」 ジャック・ピュイゼ／著
CCCメディアハウ
ス

4985/P4/2

食育入門書
イラスト版＊みんなでごはん  子どもとマスターする選ぶ・つくる・食べる食生活５０
の基本

子育てグッズ＆ライフ研究会
／編

合同出版 4985/K113

食育入門書
フランスの子どもはなんでも食べる　好き嫌いしない、よく食べる子どもが育つ１０
のルール

カレン・ル・ビロン／著，石塚
由香子／訳，狩野綾子／訳

ＷＡＶＥ出版 4985/L5

食育入門書 Ｌｅｔ’ｓ　ｔｒｙ！　食事バランスガイド食生活指針
日本食生活協会，農林水産
省／〔編〕

日本食生活協会 4985/N77

食育入門書 子どものための食材Ｑ＆Ａ
根岸由紀子／編，太田百合
子／編

診断と治療社 4985/Ｎ81

食育入門書 五感イキイキ！心と体を育てる食育 小川雄二／著 新日本出版社 4985/O42

食育入門書 ママのためのこどもの食材便利帳 西東社編集部／編 西東社 4985/S157

食育入門書 「食育」ってなに？　「食」の変化と「食」の環境づくり 武見ゆかり／編著 コープ出版 4985/T67

食育入門書 家族みんなが病気にならない食べ方事典 山田豊文／著 現代書林 4985/Y46/3

食育入門書 親子で始める「野菜果物食」生活 吉田尚弘／著 現代書林 4985/Y59

食育入門書 親子で学ぼう！おいしさの秘密がわかる本　食は知恵なり－自然のちから－ 〔小泉武夫〕／〔監修〕 日本テレビ放送網 5960/K36/7

食育入門書 安心の「食育」レシピ　食事が子どもをかえる 幕内秀夫／監修 講談社 5960/M39/6

食育入門書 ごはんの力が子どもを救う 幕内秀夫／著 主婦の友社 5960/M39/7

食育入門書
うちの食べてくれない困ったちゃんが楽しく食べる子に変わる本 子どもも大人もお
いしいレシピ付き

上田 淳子／著 日本文芸社 5993/U4/2

食育入門書 かがわ食育アクションプラン
香川県健康福祉部健康福祉
総務課 ／〔編〕

香川県健康福祉
部健康福祉総務

K4985/K5
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キーワード 書　　　　　　　　名 著     者 出 版 者 請求記号

食育入門書 かがわ食育アクションプラン　　２０１１－２０１５
香川県健康福祉部健康福祉
総務課／〔編〕

香川県健康福祉
部健康福祉総務

K4985/K5/3

食育入門書 かがわ食育考 北川博敏／著
ＮＰＯ法人健康を
考えるつどい

Ｋ5960/Ｋ17/2

食育入門書（おやつ）
見直してみよう間食　肥満や生活習慣病にならないためのおやつ選び，見てわか
るすぐ使える楽しい食教材，ビジュアル版

太田百合子／著 少年写真新聞社 37497/O2

食育入門書（おやつ） おやつの力　できる子・強い子・キレない子が育つ 中村信也／著 展望社 4939/N27

食育入門書（おやつ） 避けたいおやつ・食べさせたいおやつ
天笠 啓祐，食べもの文化編
集部／編著

芽ばえ社 4985/A16/9

食育入門書（おやつ） 「健康おやつ」で子どもに免疫力を育む! 小山 浩子／[著] 小学館 5993/K13

食育入門書
<子ども向け>

幸運をよぶ朝ごはん 最上一平／作
ベースボール・マ
ガジン社

490/K26/1-2

食育入門書
<子ども向け>

今考えよう、安全でゆたかな食生活・食環境　１　健康な食事とは 足立己幸／日本語版監修 文渓堂 498/A2/1-1

食育入門書
<子ども向け>

今考えよう、安全でゆたかな食生活・食環境　２　その食べ物、なにが入ってる？ 足立己幸／日本語版監修 文渓堂 498/A2/1-2

食育入門書
<子ども向け>

今考えよう、安全でゆたかな食生活・食環境　３　食とスポーツ 足立己幸／日本語版監修 文渓堂 498/A2/1-3

食育入門書
<子ども向け>

今考えよう、安全でゆたかな食生活・食環境　４　ダイエットとアレルギー 足立己幸／日本語版監修 文渓堂 498/A2/1-4

食育入門書
<子ども向け>

今考えよう、安全でゆたかな食生活・食環境　５　その食べ物、どこからきたの？ 足立己幸／日本語版監修 文渓堂 498/A2/1-5

食育入門書
<子ども向け>

Ｑ＆Ａ＊季節の食育 服部津貴子／著 岩崎書店 498/H3

食育入門書
<子ども向け>

栄養素のはたらき　バランスよく食べて元気になる！　第１巻 石井幸江／監修 汐文社 498/I3/1-1

食育入門書
<子ども向け>

女子栄養大学栄養クリニックのこども栄養素えほん　第１巻　３大栄養素　からだを
つくり、からだを動かす

女子栄養大学栄養クリニック
／監修ほか

日本図書センター 498/J1/1-1

食育入門書
<子ども向け>

女子栄養大学栄養クリニックのこども栄養素えほん　第２巻　ビタミン　健康なから
だのために役立つ

女子栄養大学栄養クリニック
／監修ほか

日本図書センター 498/J1/1-2

食育入門書
<子ども向け>

女子栄養大学栄養クリニックのこども栄養素えほん　第３巻　無機質　骨をつくり、
からだの調子を整える

女子栄養大学栄養クリニック
／監修ほか

日本図書センター 498/J1/1-3

食育入門書
<子ども向け>

もったいない！感謝して食べよう
給食ニュース編集部／企
画・校閲

少年写真新聞社 498/K1

食育入門書
<子ども向け>

えいようのヒミツがわかる！食育えほん１ えいようはげんきのもと 山本省三／文 ポプラ社 498/Y2/1-1

食育入門書
<子ども向け>

えいようのヒミツがわかる！食育えほん２ からだをつくるあかのたべもの 山本省三／文 ポプラ社 498/Y2/1-2

食育入門書
<子ども向け>

えいようのヒミツがわかる！食育えほん３ ちからをつくるきいろのたべもの 山本省三／文 ポプラ社 498/Y2/1-3

食育入門書
<子ども向け>

えいようのヒミツがわかる！食育えほん４ びょうきからまもるみどりのたべもの 山本省三／文 ポプラ社 498/Y2/1-4
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キーワード 書　　　　　　　　名 著     者 出 版 者 請求記号

食育入門書
<子ども向け>

えいようのヒミツがわかる！食育えほん５ いのちをまもるしおと水 山本省三／文・絵 ポプラ社 498/Y2/1-5

食育入門書
<子ども向け>

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 590/M16/1-1

食育入門書
<子ども向け>

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 590/M16/1-2

食育入門書
<子ども向け>

からだとこころをつくるはじめてのたべものずかん
須藤海芳子／著，大柳珠美
／著

創成社 590/S25

食育入門書
<子ども向け>

からだがすきなたべものなあに？ 中川幸子／絵 偕成社 J/K197/1-4

手作りおやつ 保育園のおやつ２１５　栄養・適量がわかる！ 食べもの文化編集部／編 芽ばえ社 37610/T20

手作りおやつ 保育園のおやつ　家庭でも手軽にできる、食べすぎない適量おやつ
食べもの文化編集部
／編

芽ばえ社 37614/Ｍ7

手作りおやつ おやつの力　できる子・強い子・キレない子が育つ 中村信也／著 展望社 4939/Ｎ27

手作りおやつ バオバブ保育園の安心おやつ　子どもに食べさせたい バオバブ保育園／監修 家の光協会 5964/B8

手作りおやつ ｃｏｕｃｏｕ　ｓｐｏｏｎのおやつカレンダー ｓｐｏｏｎ／〔著〕 主婦の友社 5964/C4

手作りおやつ くり返し作りたい簡単！おやつ４８０品　また作ってね！ちょっと自慢できる！
〔学研パブリッシン
グ〕

5964/Ｇ5

手作りおやつ 子そだておやつ　からだにやさしい，手づくり！カンタン！子どもがよろこぶ！ 「月刊クーヨン」編集部／編 クレヨンハウス 5964/G4

手作りおやつ ぜ～んぶホットケーキミックスのおやつ
〔学研パブリッシン
グ〕

5964/Ｇ5/2

手作りおやつ 飛田和緒の甘くないおやつ　野菜、食パン、もち、お米で作る 飛田和緒／〔著〕
角川マーケティン
グ

5964/Ｈ8/2

手作りおやつ かーんたん手作り『ホットケーキミックス』で毎日のおやつ＆パン 石澤清美／著 主婦と生活社 5964/Ｉ14

手作りおやつ いつでもおやつ　ビギナーでも必ずおいしい、とっておきレシピ 飯塚有紀子／著 ＮＨＫ出版 5964/I21

手作りおやつ
ホットケーキミックスで楽々おやつ　とってもカンタンに作れる子どものおやつ１２
０，かわいいデコレーションアイデアもいっぱい！

神みよ子／著 主婦と生活社 5964/J3/2

手作りおやつ コウケンテツのおやつめし　ごはんみたいな子どものおやつ コウケンテツ／著 クレヨンハウス 5964/Ｋ23/2

手作りおやつ バットひとつでまいにちおやつ 黒川愉子／著
学研パブリッシン
グ

5964/K34

手作りおやつ じょうぶな体をつくる子どもおやつ 幕内秀夫／著 主婦の友社 5964/M6/2

手作りおやつ まっちんのかんたん焼きおやつ 町野仁英／著 マイナビ 5964/M24

★おいしいな ! 手作りおやつ
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キーワード 書　　　　　　　　名 著     者 出 版 者 請求記号

手作りおやつ こどものおやつ　やさしいたのしい 野口真紀／著 エクスナレッジ 5964/N5

手作りおやつ まいにちおやつ　初めてでも失敗しない５１のレシピ なかしましほ／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 5964/N10/3

手作りおやつ 楽しいね！こどもに作ってあげたい食育おやつ　安心でかんたん１２０のレシピ
長野女子短期大学食育研究
会２０１０／著

ほおずき書籍　星
雲社

5964/N15

手作りおやつ 小さな子のマクロビオティックおやつ 中島デコ，中島子嶺麻／著
パルコエンタテイ
ンメント事業部

5964/Ｎ16

手作りおやつ 子どもに食べさせたいおやつ おかあさんの輪／著 暮しの手帖社 5964/Ｏ11

手作りおやつ Ｙｏｍｅちゃんの子どもがよろこぶおやつ 大井純子／著 　講談社 5964/O15/2

手作りおやつ おクスリおやつ　からだにやさしく効く，かぜ、食欲不振などの軽い不快症状に 荻田尚子／〔著〕 主婦の友社 5964/O17/2

手作りおやつ 「また作って！」って言われるひんやりおやつ１１３ 主婦の友社 5964/Ｓ18/14

手作りおやつ
卵焼き器で作る人気のおやつ　くるくる巻きたい・スティック状にしたい・ならフライ
パンは丸より四角が便利！

しらいしやすこ／監修 宝島社 5964/Ｓ24/2

手作りおやつ 子どもと食べたい時短おやつ　働くママや自然派ママのための簡単＆安心レシピ 菅野のな／著 辰巳出版 5964/Ｓ38

手作りおやつ フルーツ缶でおやつマジック！　ジャムやジュースでも作れる７３レシピ 舘野鏡子／〔著〕 世界文化社 5964/T15

手作りおやつ フランスの素朴なおやつのもと　６つの「もと」があれば、いつでも簡単おやつ 若山曜子／著 河出書房新社 5964/W7

手作りおやつ
ごはんのおやつ　ふんわり、しっとり、もちもち。毎日食べたい手作りスイーツ＆パ
ン

米本かおり／著 素朴社 5964/Y11

手作りおやつ 焙煎玄米粉でつくるデトックスおやつ ｙｕｋｉぞう／著 キラジェンヌ 5964/Ｙ12

手作りおやつ 自家製酵母で作る毎日食べたいパンとおやつ あんこ／著 河出書房新社 5966/A21

手作りおやつ
たかこさんが教えてくれた、ボウル1つで手づくりおやつ　まいにち食べたい簡単お
菓子&パン

稲田 多佳子／著 学研プラス 5966/Ｉ35/2

手作りおやつ コウケンテツのおやつめし　2 コウ ケンテツ／著 クレヨンハウス 5966/Ｋ74

手作りおやつ ひふみのおやつ 松長 絵菜／著
文化学園文化出
版局

5966/Ｍ47

手作りおやつ ホットケーキミックスなら簡単！３００レシピ 主婦の友社／編 主婦の友社 5966/S23/3

手作りおやつ お母さんおやつ　いつもおいしい。ホッとする。
トミタ セツ子／[著]，主婦の
友社／編

主婦の友社 5966/Ｔ16/2

野菜のおやつ 超カンタン野菜おやつ 江島雅歌／著 サンマーク出版 5964/E1/3

野菜のおやつ 藤井恵のヤサイおやつ　嫌いが好き・になる 藤井恵／著 家の光協会 5964/F4/5
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キーワード 書　　　　　　　　名 著     者 出 版 者 請求記号

野菜のおやつ ベジフルおやつ 庄司いずみ／著 保健同人社 5964/S28

野菜のおやつ やさいおやつやさいごはん 植松良枝／著 ポプラ社 5964/U3

アレルギーのある子にも
安心のおやつ

食物アレルギーのための大好物レシピ　美味しくて元気になるおやつとごはん
日本ハム株式会社中央研究
所／著

幻冬舎 4939/Ｎ31

アレルギーのある子にも
安心のおやつ

アレルギーっ子のあんしん・あんぜん！おやつ　ドーナツだって食べられる！
小田真規
子，青木恭子／著

世界文化社 4939/O21

アレルギーのある子にも
安心のおやつ

卵アレルギーの子どものためのおいしいおやつとごはん 大矢 幸弘／監修 成美堂出版 4939/O22/3

アレルギーのある子にも
安心のおやつ

アレルギーっ子のごはんとおやつ 主婦の友社／編 主婦の友社 4939/Ｓ58/2

アレルギーのある子にも
安心のおやつ

アレルギーでも食べられるしあわせケーキ　卵・乳・小麦なしのタイプ別 柴田書店／著 柴田書店 4939/S64

アレルギーのある子にも
安心のおやつ

シュタイナーのおやつ　子どもの「生活リズム」にあった１週間のレシピ 陣田靖子／著 クレヨンハウス 5964/J2/2

アレルギーのある子にも
安心のおやつ

アトピーにも安心１００％米粉のやさしいおやつ 陣田靖子／著 家の光協会 5964/J2/3

アレルギーのある子にも
安心のおやつ

藤井恵さんちの卵なし、牛乳なし、砂糖なしのおやつ 藤井 恵／監修 主婦の友社 5966/Ｆ6/2

アレルギーのある子にも
安心のおやつ

卵も牛乳も使わない！１５分で作れるあんしんスイーツ　アレルギーの主要因を使
わず作れるこどもがよろこぶおやつ１１９レシピ

岡村淑子／著 日東書院本社 5966/O26/2

昔ながらのおやつ 作って伝える郷土ほっこりおやつ 江口恵子／著 赤ちゃんとママ社 5964/Ｅ3

昔ながらのおやつ なつかしいおやつのレシピ 池上保子／著 成美堂出版 5964/I5/2

昔ながらのおやつ 何度も作りたい！昔ながらのおやつ１００ 重信初江／著 主婦と生活社 5964/Ｓ35

昔ながらのおやつ お母さんの昔おやつ　身近な材料ですぐできる懐かしい家庭のおやつ５５点
トミタセツ子／〔おやつ製作・
指導〕

主婦の友社 5964/T10

子どもと一緒に作ろう！ 親子おやつ　クッキングでわっくわく! 久保田 恵美／著 旭屋出版 5964/K76

子どもと一緒に作ろう！ こどもとつくるおやつの本　いつものおやつを手づくりで 村田裕子／著 東京地図出版 5964/M5/2

子どもと一緒に作ろう！ いつものおやつうれしいおやつ　３６５日毎日食べたい 中村佳瑞子／著
メトロポリタンプレ
ス

5964/N13

子どもと一緒に作ろう！ Ｓｍｉｌｅ！おやつ 〔さんのうまるゆりえ〕／〔著〕 主婦の友社 5964/S17

子ども向け 理科ｄｅおやつ
法政大学自然科学センター
／監修

文研出版 407/H4/1-1

子ども向け 小学生のパンとケーキのおやつマジック 村上祥子／料理製作・監修 学習研究社 407/M4/2

子ども向け 小学生の電子レンジのおやつマジック　実験しながら、おやつが作れる！ 村上祥子／料理製作・監修
学研教育出版　学研
マーケティング 407/M4/3
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キーワード 書　　　　　　　　名 著     者 出 版 者 請求記号

子ども向け 春のおやつ　（30分でできる伝統おやつ　[1]　） 伝統おやつ研究クラブ／編 偕成社 590/D5/1-1

子ども向け 夏のおやつ（日本と世界のおやつがいっぱい!　[2]） 伝統おやつ研究クラブ／編 偕成社 590/D5/1-2

子ども向け 魔法のおやつｂｏｏｋ 村上祥子／著 講談社 590/M7/2

子ども向け 栄養満点!甘くないおやつ（かんたん15分!材料3つで、すいすいスイーツ　[2]） 沢 うらら／著 汐文社 590/M13/8-2

子ども向け 四季を楽しむ!行事スイーツ（かんたん15分!材料3つですいすいスイーツ　[3]） 沢 うらら／著 汐文社 590/M13/8-3

子ども向け おやつごはん
坂本廣子／著，まつもときな
こ／絵

少年写真新聞社 590/S5/4-3

子ども向け
からだをつくるごはんとおやつ（つくろう！食べよう！勝負ごはん　夢をかなえるス
ポーツ応援レシピ　１）

新生暁子／監修 日本図書センター 590/S27/1-1

子ども向け
ちからをつけるごはんとおやつつくろう！（食べよう！勝負ごはん　夢をかなえるス
ポーツ応援レシピ　２）

新生暁子／監修 日本図書センター 590/S27/1-2

子ども向け
げんきになるごはんとおやつつくろう！（食べよう！勝負ごはん　夢をかなえるス
ポーツ応援レシピ　３）

新生暁子／監修 日本図書センター 590/S27/1-3

子ども向け しっかりおやつ（かんたん15分!火も包丁も使わない魔法のレシピ　2） 寺西 恵里子／作 汐文社 590/T5/13-2

子ども向け ４つのおさらでげんきになあれ　おたんじょうびのメニュー
吉田隆子／作，せべまさゆ
き／絵

金の星社 590/Ｙ4/2-1

メイシーちゃんおやつをつくります ルーシー・カズンズ／作 偕成社 J/C90/13

きょうのおやつはなんだろな? ふじもと のりこ／作・絵 鈴木出版 J/F194/4

おやつなんだろう?
山本 和子／作，国松 エリカ
／絵

ひさかたチャイル
ド

J/K370/29

よもぎだんご さとうわきこ／作 福音館書店 J/S45/35

ばばばあちゃんのなぞなぞりょうりえほん－むしぱんのまき さとうわきこ／作 福音館書店 J/S45/71

もりのおやつやさん とりごえまり／〔作〕 学習研究社 J/T239/21

おやおやおやつなにしてる？
織田道代／作，ｔｕｐｅｒａ　ｔｕｐ
ｅｒａ／絵

鈴木出版 J/T349/7

きょうのおやつは　かがみのえほん わたなべちなつ／さく 福音館書店 J/W232

やさいだいすきひみつのごはん　ゆうやけごはんとねっこのスープ
吉田隆子／作，せべまさゆ
き／絵

金の星社 590/Y4/2-3

★料理することや食べることに興味を持つきっかけになる絵本、おはなし
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キーワード 書　　　　　　　　名 著     者 出 版 者 請求記号

おすしでげんき！ つちだよしはる／作絵 あかね書房 913/T89/10

カレーライスおかわり！ つちだよしはる／作絵 あかね書房 913/T89/11

ジョディのいんげんまめ マラキー・ドイル／ぶん 評論社 J/A195

ジャッキーのトマトづくり　くまのがっこう あだちなみ／絵 ブロンズ新社 J/A197/1-8

ぷちぷちまめこ 相野谷由起／絵 岩崎書店 J/A214/13

せかいいちおいしいスープ マーシャ・ブラウン／文・絵 岩波書店 Ｊ/Ｂ3/27

サラダでげんき 長新太／え 福音館書店 Ｊ/Ｃ1/168

ぜったいたべないからね　チャーリーとローラのおはなし ローレン・チャイルド／作 フレーベル館 J/C77/3

ポポくんのかぼちゃカレー
ａｃｃｏｔｏｔｏふくだとしお＋あき
こ／〔作〕

ＰＨＰ研究所 Ｊ/Ｆ84/24

おすしのさかな 〔古島万理子〕／〔写真撮影〕
ひさかたチャイル
ド

J/F175/3

ウルフさんのやさい畑 カンタン・グレバン／絵 小峰書店 J/G138/3

エディのやさいばたけ サラ・ガーランド／さく 福音館書店 J/G169

おにぎり 平山和子／さく 福音館書店 J/H1/10

ばばちゃんやさいがいっぱいだ！ 長谷川知子／〔作〕 文研出版 J/H7/30

しょうたとなっとう 星川ひろ子 ／写真・文 ポプラ社 J/H231/8

じゃがいもポテトくん 長谷川義史／作・絵 小学館 J/H282/46

ピーマンにんじんたまねぎトマト！ 平田景／絵 文化出版局 J/H324/3

あじのひらき 井上洋介／えとぶん 福音館書店 J/I4/82

１４ひきのかぼちゃ いわむらかずお／さく 童心社 J/I5/67

やさいのおしゃべり いもとようこ／絵 金の星社 J/I19/146

おだんごスープ
角野栄子／文，市川里美／
絵

偕成社 Ｊ/Ｉ23/23
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きゃっきゃキャベツ いわさゆうこ／さく 童心社 J/I97/3

つやっつやなす いわさゆうこ／さく 童心社 J/I97/4

どっかんだいこん いわさゆうこ／さく 童心社 J/I97/5

トマトひめのかんむり 真木文絵／作 ひかりのくに J/I156/9

ポチポチのレストラン 井川ゆり子／文・絵 文渓堂 J/I196/2

にんじんばたけのパピプペポ 加古里子／著．絵 偕成社 J/K1/11-8

おなべおなべにえたかな こいでやすこ／さく 福音館書店 Ｊ/Ｋ19/20

なすの与太郎 川端誠／作 ＢＬ出版 Ｊ/Ｋ182/60

怪僧タマネギ坊  川端誠／作 ＢＬ出版 Ｊ/Ｋ182/61

やさいのおなか きうちかつ／さく・え 福音館書店 J/K232/2

いも　じゃがいも・さつまいも　フレーベル館だいすきしぜん 久保秀一／写真 フレーベル館 Ｊ/Ｋ242/20

ぎょうざつくったの きむらよしお／さく 福音館書店 Ｊ/Ｋ281/3

サンドイッチサンドイッチ 小西 英子／さく 福音館書店 Ｊ/Ｋ258/6

カレーライス 小西 英子／さく 福音館書店 Ｊ/Ｋ258/13

きょうのごはん 加藤休ミ／作 偕成社 J/K593/3

なつやさいのなつやすみ
林木林／作，柿田ゆかり／
絵

ひかりのくに J/K644

まてまてー！ 宮西達也／作・絵 金の星社 J/M144/29

ウポポウポポポポタージュスープ みうらし～まる／絵 鈴木出版 Ｊ/M448/3

グリーンマントのピーマンマン 中村景児／絵 岩崎書店 J/N45/3

さかなださかなだ 長野ヒデ子／作・絵 偕成社 J/N48/51

にんじんさんとじゃかじゃかじゃん 長野ヒデ子／作・絵 世界文化社  J/N48/71

たまねぎちゃんあららら！ 長野ヒデ子／作・絵 世界文化社 J/N48/77
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そらまめくんとながいながいまめ なかやみわ／さく 小学館 J/N188/25

あっちゃんのはたけ 大西ひろみ／作・絵
ひさかたチャイル
ド

J/O96/8

にんじん せなけいこ／さく・え 福音館書店 J/S7/1-1

ばばばあちゃんのなんでもおこのみやき さとうわきこ／作 福音館書店 Ｊ/S45/91

はじめてのやさいスープ
ジェーン・モデシット／文，ロビ
ン・スパウォート／絵，おびか
ゆうこ／訳

福武書店 J/S245

いわしくん 菅原たくや／〔作〕 文化出版局 J/S273/2

たべられるしょくぶつ 森谷憲／ぶん 福音館書店 J/T2/4

やさいをたべると 田代卓／え
女子栄養大学出
版部

Ｊ/Ｔ246/1-2

ひみつのカレーライス
井上荒野／作，田中清代／
絵

アリス館 J/T253/8

かっぱのかっぺいとおおきなきゅうり 田中友佳子 ／作・絵 徳間書店 J/T326/4

このすしなあに 塚本やすし／作 ポプラ社 J/T407

やきざかなののろい 塚本やすし／作 ポプラ社 J/T407/6

サラダだいすき 梅津ちお／作・絵
ひさかたチャイル
ド

J/U53

やさいだいすき 柳原良平／作・絵 こぐま社 J/Y3/10

ぐりとぐらとすみれちゃん 山脇百合子／絵 福音館書店 J/Y5/50

トマトのひみつ 山口進／文・写真 福音館書店 J/Y69/3

くるくるくるよおすしがくるよ 山村浩二／絵 ブロンズ新社 J/Y207/5
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