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1 チョコたろう 森 絵都∥ぶん 童心社      E       /ｱ             

2 ソフトクリームとみんなのえがお あおき  ひろえ／作・絵 日世      E       /ｱ             

3 ホットケーキのおうさま 二宮 由紀子∥文 WAVE出版      E       /ｱ             

4 わけありリンゴのアップルパイ あさい ゆうこ∥作 BL出版      E       /ｱ             

5 よるのわがしやさん 穂高 順也∥文 文溪堂      E       /ｱ             

6 おかしのまち 青山 邦彦∥作　絵 フレーベル館      E       /ｱ             

7 おたんじょうびケーキ アン マサコ∥著 ブロンズ新社      E       /ｱ             

8 まんじゅうじいさん あらい ゆきこ∥作　絵 絵本塾出版      E       /ｱ             

9 おさるのケーキやさん 安西 水丸∥[作] 教育画劇      E       /ｱ             

10 こぐまのミモのジャムやさん いちかわ なつこ∥作 あかね書房      E       /ｲ             

11 はちみつ ふじわら ゆみこ∥文 福音館書店      E       /ｲ             

12 たべてみたい! いしい ひろし∥著 白泉社      E       /ｲ             

13 だんご屋政談 春風亭 一之輔∥作 あかね書房      E       /ｲ             

14 ポチポチのレストラン 井川 ゆり子∥文　絵 文溪堂      E       /ｲ             

15 キャンディーがとけるまで もとした いづみ∥作 集英社      E       /ｲ             

16 おかしだいすき いもと ようこ∥文  絵 岩崎書店      E       /ｲ             

17 クッキーひめ おおい じゅんこ∥作 アリス館      E       /ｵ             

18 すてきなおかし作り おおで ゆかこ∥絵 河出書房新社      E       /ｵ             

19 ふわふわパン作り おおで ゆかこ∥絵 河出書房新社      E       /ｵ             

20 パンのミミたろう 及川 賢治∥[作] 学研教育出版      E       /ｵ             

21 ソフトクリームのソフトさん 苅田 澄子∥作 小学館      E       /ｵ             

22 パンダのパンやさん 岡本 よしろう∥作　絵 金の星社      E       /ｵ             

23 パンのずかん 大森 裕子∥作 白泉社      E       /ｵ             

24 ことこちゃんのおちゃかい おくだ ともこ∥文 ブロンズ新社      E       /ｶ             

25 おしくら・まんじゅう かがくい ひろし∥さく ブロンズ新社      E       /ｶ             

26 でこぼこホットケーキ よしだ あつこ∥作 世界文化社      E       /ｶ             

27 ホットケーキできあがり! エリック　カール∥作 偕成社      E       /ｶ             

28 ぜったいわけてあげないからね かとう まふみ∥文　絵 偕成社      E       /ｶ             

29 おいしいよやぎのケーキやさん きむら ゆういち∥作  絵 偕成社      E       /ｷ             

30 リルリルちゃんとおかしパーティー きたがわ めぐみ∥著 白泉社      E       /ｷ             

31 ケーキができたわけ さとう わきこ∥文　絵 女子パウロ会      E       /ｻ             

32 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      E       /ｻ             

33 へんしん!ぱんやさん さこ ももみ∥作  絵 教育画劇      E       /ｻ             

34 どうぶつパンパン ザ　キャビンカンパニー∥著 白泉社      E       /ｻﾞ            

35 チョコだるま 真珠 まりこ∥作 ほるぷ出版      E       /ｼ             

36 おやおやおやつ 庄司 三智子∥著 岩崎書店      E       /ｼ             

37 おたからパン 真珠 まりこ∥作　絵 ひさかたチャイルド      E       /ｼ             

38 ジュース 三木 卓∥作 鈴木出版      E       /ｽ             

39 もっとぱくっ せき ゆうこ∥作 小学館      E       /ｾ             

40 プリンちゃん なかがわ ちひろ∥ぶん 理論社      E       /ﾀ             

41 パンめしあがれ 視覚デザイン研究所∥さく 視覚デザイン研究所      E       /ﾀ             

42 フルーツめしあがれ 視覚デザイン研究所∥さく 視覚デザイン研究所      E       /ﾀ             

43 チョコレートパン 長 新太∥さく 福音館書店      E       /ﾁ             

44 パーティーでいただきます つちだ よしはる∥さく 小峰書店      E       /ﾂ             

45 3じのおちゃにきてください こだま ともこ∥さく 福音館書店      E       /ﾅ             

46 ポンテとペッキとおおきなプリン 仁科 幸子∥作　絵 文溪堂      E       /ﾆ             

47 くだもの 平山 和子∥さく 福音館書店      E       /ﾋ             

48 和菓子の絵本 平野 恵理子∥作 あすなろ書房      E       /ﾋ             

49 おいしいなぞなぞ 片山 令子∥作 教育画劇      E       /ﾋ             

50 ぎょうれつのできるチョコレートやさん ふくざわ ゆみこ∥さく 教育画劇      E       /ﾌ             
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51 エルマーとブルーベリーパイ ジェーン　セアー∥さく ほるぷ出版      E       /ﾌ             

52 おいしいかぞえうた 岸田 衿子∥ぶん 福音館書店      E       /ﾌ             

53 ぺろぺろキャンディー ルクサナ　カーン∥文 さ・え・ら書房      E       /ﾌﾞ            

54 ケーキやさんのゆうれい ジャクリーン　K.オグバン∥さく フレーベル館      E       /ﾌﾟ            

55 にんじんケーキ ナニー　ホグローギアン∥さく 評論社      E       /ﾎ             

56 ソフィーのくだものばたけ ゲルダ　ミューラー∥作 BL出版      E       /ﾐ             

57 あれたべたい 枡野 浩一∥ぶん あかね書房      E       /ﾒ             

58 おかしなおかし 石津 ちひろ∥文 福音館書店      E       /ﾔ             

59 くだものだもの 石津 ちひろ∥文 福音館書店      E       /ﾔ             

60 きょうはすてきなドーナツようび 竹下 文子∥文 アリス館      E       /ﾔ             

61 パンタロンとケーキやさん キャサリン　ジャクソン∥さく 好学社      E       /ﾜ             

62 おたんじょうびのケーキちゃん もとした いづみ∥さく 佼成出版社      E       /ﾜ             

63 バナナンナン 市川 宣子∥作 ひさかたチャイルド      E       /ﾜ             

64 カステラ、カステラ! 明坂 英二∥文 福音館書店 K    383     /ｱ             

65 国際理解に役立つ世界の衣食住 5 小峰書店 K    383     /ｺ 

66 にっぽんのおやつ 白央 篤司∥著 理論社 K    383     /ﾊ             

67 和菓子の絵事典 俵屋吉富∥監修 PHP研究所 K    383     /ﾜ             

68 調べてみよう!日本の職人伝統のワザ 1 学研教育出版 K    502     /ｼ   

69 はじめてのフェルトケーキ 飯塚 みさ江∥作 学研 K    594     /ｲ             

70 ビーズでつくるスイーツ 寺西 恵里子∥作 汐文社 K    594     /ﾃ             

71 とっておきの日のスイーツ 大森 いく子∥著 金の星社 K    596     /ｵ             

72 冬のスイーツ 大森 いく子∥著 金の星社 K    596     /ｵ             

73 キッチンでおやつマジック大百科 村上 祥子∥料理製作　監修 学研教育出版 K    596     /ｷ             

74 しずくちゃんおやつクッキング ぎぼ りつこ∥作　絵 岩崎書店 K    596     /ｷﾞ            

75 小学生のチョコレートのおやつマジック 村上 祥子∥料理製作　監修 学研教育出版 K    596     /ｼ             

76 いつものおやつ★デコ Junko∥作 ほるぷ出版 K    596     /ｼﾞ            

77 チョコレートの大研究 日本チョコレート　ココア協会∥監修 PHP研究所 K    596     /ﾁ             

78 子どもと作るスイーツ絵本 辻口 博啓∥著 あすなろ書房 K    596     /ﾂ             

79 つくって食べたいかわいいデザート・おかし たかはし みき∥絵 文研出版 K    596     /ﾂ             

80 はじめてのチョコレート 寺西 恵里子∥著 日東書院本社 K    596     /ﾃ             

81 ときめきスイーツ 東京製菓学校∥監修 学研プラス K    596     /ﾄ             

82 和菓子のほん 中山 圭子∥文 福音館書店 K    596     /ﾅ             

83 おかし なかがわ りえこ∥ぶん 福音館書店 K    596     /ﾅ             

84 おりょうり星人のはじめてのお菓子づくり 福田 里香∥りょうりとぶん 文芸春秋 K    596     /ﾌ             

85 小さなパティシエのためのお菓子Book 1 松本 美佐∥著 教育画劇 K    596     /ﾏ  

86 小さなパティシエのためのお菓子Book 3 松本 美佐∥著 教育画劇 K    596     /ﾏ     

87 ルルとララのかわいいデザートレシピ あんびる やすこ∥監修 ぴあ K    596     /ﾙ             

88 わかったさんのこんがりおやつ 寺村 輝夫∥原文 あかね書房 K    596     /ﾜ             

89 ガールズクラフトBOOK はっとり みどり∥著 日東書院本社 K    750     /ﾊ             

90 ねんドル岡田ひとみのねんどでミニチュアフードのお店やさん 岡田 ひとみ∥著 PHP研究所 K    751     /ｵ             

91 かわいいパッケージクラフト 1 平田 美咲∥作 汐文社 K    754     /ﾋ    

92 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 K    913     /ｲ             

93 魔女のシュークリーム 岡田 淳∥作　絵 BL出版 K    913     /ｵ             

94 恋するレインボー♥ケーキ 芝田 勝茂∥編 ポプラ社 K    913     /ｺ             

95 スイーツ駅伝 二宮 由紀子∥作 文溪堂 K    913     /ﾆ

96 あま～いおかしにご妖怪? 廣田 衣世∥作 あかね書房 K    913     /ﾋ             

97 ショコラとコロンおかしの家のいたずらクッキー ふくざわ ゆみこ∥作　絵 KADOKAWA K    913     /ﾌ             

98 チョコレートのまち 深見 春夫∥さく　え 佼成出版社 K    913     /ﾌ             

99 エプロンひめのキラキラ☆プリンセスケーキ 藤 真知子∥作 WAVE出版 K    913     /ﾌ             

100 ちいさなやたいのカステラやさん 堀 直子∥作 小峰書店 K    913     /ﾎ             


