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みんながだいすきなおやつ 

 みなさんは、どんなおやつがすきですか？ホットケーキ、ドーナツ、
チョコレート、くだものなど・・・ 

また、日本
に ほ ん

全国
ぜんこく

には、いろいろなおやつもあります。 

おやつについての絵本
え ほ ん

やよみもの、料理本
り ょ う り ぼ ん

などを集
あつ

めてみました。 
 

ぜひ、ごらんください♪ 
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しょめい ちょしゃめい しゅっぱんしゃ せいきゅうきごう タイトルコード

りんご 松野 正子／ぶん、鎌田 暢子／え 童心社 Ｅカマ． 1000010186541

くだものなんだ きうち かつ／さく・え 福音館書店 Ｅキウ． 1000800030206

まるくておいしいよ こにし えいこ／さく 福音館書店 Ｅコニ． 1000010619189

いただきまーす・ごちそうさま 五味 太郎／作・絵 岩崎書店 Ｅゴミ． 1000010322970

くだもの 平山 和子／さく 福音館書店 Ｅヒラ． 1000010071081

いちご 平山 和子／さく 福音館書店 Ｅヒラ． 1000010126071

おかしのくにのうさこちゃん ディック・ブルーナ／ぶん・え、松岡　享子／やく 福音館書店 Ｅブル． 1000800027302

くまとりすのおやつ きしだ えりこ／ぶん、ほりうち せいいち・もみこ／え 福音館書店 Ｅホリ． 1000010024576

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] こぐま社 Ｅワカ． 1000010049315

ねずみくんとホットケーキ なかえ よしを／作、上野 紀子／絵 ポプラ社 Eウエ 1000011000380

また！ねずみくんとホットケーキ なかえ よしを／作、上野 紀子／絵 ポプラ社 Eウエ 1000310064253

バナナのはなし 伊沢　尚子／文、及川　賢治／絵 福音館書店 Ｅオイ 1000800907016

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 童話館出版 Ｅカ 1000800488474

からすのおかしやさん かこ　さとし／作・絵 偕成社 Ｅカコ 1000800925749

からすのパンやさん かこ　さとし／作・絵 偕成社 Ｅカコ 1000800651928

マフィンおばさんのぱんや 竹林 亜紀／さく、河本 祥子／え 福音館書店 Ｅコウ 1000010496856



ばばばあちゃんのアイス・パーティ さとう わきこ／作 福音館書店 Ｅサト 1000010563292

ばばばあちゃんのおもちつき さとう わきこ／作 福音館書店 Ｅサト 1000010580660

よもぎだんご さとう わきこ／作 福音館書店 Ｅサト 1000800779965

すいかのたね さとう わきこ／さく・え 福音館書店 Ｅサト 1000010112158

ひめねずみのみーま 白石 久美子／作 福音館書店 Ｅシラ 1000110048128

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 Ｅデパ 1000410107795

いちごばたけのちいさなおばあさん わたり むつこ／さく、中谷 千代子／え 福音館書店 Ｅナカ 1000010083034

パンはころころ マーシャ・ブラウン／作、やぎた よしこ／訳 富山房 Ｅブラ 1000010335505

サリーのこけももつみ ロバート・マックロスキー／文 絵、石井 桃子／訳 岩波書店 Ｅマツ 1000010102638

ぐりとぐら なかがわ りえこ／ぶん、やまわき ゆりこ／え 福音館書店 Ｅヤマ 1000800024542

おさるのジョージパンケーキをつくる M.レイ／原作、H.A.レイ／原作 岩波書店 Ｅレイ 1000010826829

おさるのジョージチョコレートこうじょうへいく M.レイ／原作、H.A.レイ／原作 岩波書店 Ｅレイ 1000010826825

おさるのジョージアイスクリームだいすき M.レイ／原作、H.A.レイ／原作 岩波書店 Ｅレイ 1000800683660

ジャイアント・ジャム・サンド ジョン・ヴァーノン・ロード／ぶん え、安西 徹雄／やく アリス館 Ｅロド 1000010042141

おだんごぱん せた ていじ／やく、わきた かず／え 福音館書店 Ｅワキ 1000800302314

きょうのおやつは わたなべ　ちなつ／さく 福音館書店 Ｅワタ 1000801149175

はしれ!ショウガパンうさぎ ランダル・ジャレル／作、長田 弘／訳 岩波書店 ９３ジャ 1000010269706

王さまのアイスクリーム フランセス・ステリッド／ぶん、光吉 夏弥／やく 大日本図書 ９３ステ 1000010056066

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 ９３マツ 1000010870877

プーのはちみつとり A.A.ミルン／ぶん、E.H.シェパード／え 岩波書店 ９３ミル 1000010074948



おおきなおおきなおいも 赤羽 末吉／さく・え 福音館書店 アカ 1000210046979

わかったさんのアップルパイ 寺村　輝夫／作、永井　郁子／絵 あかね書房 テラ 1000010030960

わかったさんのクッキー 寺村　輝夫／作、永井　郁子／絵 あかね書房 テラ 1000010150877

わかったさんのドーナツ 寺村　輝夫／作、永井　郁子／絵 あかね書房 テラ 1000010118502

わかったさんのホットケーキ 寺村　輝夫／作、永井　郁子／絵 あかね書房 テラ 1000010125621

わかったさんのクレープ 寺村　輝夫／作、永井　郁子／絵 あかね書房 テラ 1000010211802

わかったさんのプリン 寺村　輝夫／作、永井　郁子／絵 あかね書房 テラ 1000010129073

わかったさんのショートケーキ 寺村　輝夫／作、永井　郁子／絵 あかね書房 テラ 1000010022286

わかったさんのマドレーヌ 寺村　輝夫／作、永井　郁子／絵 あかね書房 テラ 1000010233626

わかったさんのアイスクリーム 寺村　輝夫／作、永井　郁子／絵 あかね書房 テラ 1000010146606

わかったさんのシュークリーム 寺村　輝夫／作、永井　郁子／絵 あかね書房 テラ 1000010116562

カステラ、カステラ! 明坂 英二／文、齋藤 芽生／絵 福音館書店 38 1000800932144

にっぽんのおやつ 白央 篤司／著 理論社 383 1000801336106

わかったさんのひんやりスイーツ 寺村 輝夫／原文、永井 郁子／企画・構成・絵 あかね書房 59 1000801611829

わかったさんのふんわりケーキ 寺村 輝夫／原文、永井 郁子／企画・構成・絵 あかね書房 59 1000801611831

わかったさんのこんがりおやつ 寺村 輝夫／原文、永井 郁子／企画・構成・絵 あかね書房 59 1000801611826

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 596 1000510036041

かんたん?かわいいチョコレート ブティック社 596 1000610004709

かんたん、手作りかわいいチョコレート ブティック社 596 1000210004475

チョコレートの手作りお菓子 ブティック社 596 1000110004148



おいしい!スイーツ☆マジック 寺西 恵里子／作 汐文社 596 1000800822994

つくってたべよう!お料理マジック 村上 祥子／監修 教育画劇 596 1000610031419

大好き!CHOCOLATE 小島 喜和／[著] 雄鶏社 596 1000310108459

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 596 1000800844538

和菓子のほん 中山 圭子／文、阿部 真由美／絵 福音館書店 596 1000800149081

かんたんでおいしい!魔法のクッキングBOOK５ 枝元 なほみ／著 ポプラ社 596 1000801064396

おかし なかがわ りえこ／ぶん、やまわき ゆりこ／え 福音館書店 596 1000800980235

かわいい!おいしい!かんたん手作りスイーツ 大森 いく子／著 金の星社 596 1000800800828

新ジュニアクッキング全集３ 学研 596 1000010549275
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