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2月のえほん
季節を知る・遊ぶ・感じる

長谷川 康男／監修
（PHP研究所） 2010 386/ﾊｾｶ/10.12

チョコレートだいすき
しぜんにタッチ!

 （ひさかたチャイルド） 2009 588/ﾁﾖｺ/09.1

親子で作るはじめてのスイーツ
夢色パティシエールスペシャルレシピブック

青木 定治／監修
（集英社）

2009 596/ｱｵｷ/09.12

とっておきの日のスイーツ バレンタインデー&バースデー
おしゃれでおいしい!季節の手作りスイーツ

大森 いく子／著
（金の星社）

2011 596/ｵｵﾓ/11.3

かんたん!かわいい!!お菓子づくり
ピチレモン編集部／編
（学研パブリッシング）

2011 596/ｶｯｹ/11.12

ミラクルおいしい!はじめてのお菓子レシピ
齋藤 真紀／レシピ
 （西東社）

2010 596/ｻｲﾄ/10.12

はじめてでもかんたん!アイデア料理びっくりスイーツ
寺西 恵里子／作
（汐文社）

2010 596/ﾃﾗﾆ/10.10

贈ってうれしいチョコレートスイーツ
つくって楽しい!かんたんスイーツ

宮沢 うらら／著
（汐文社）

2009 596/ﾐﾔｻ/09.12

かんたん!おいしい!チョコ　スイーツ
宮沢 うらら／著
（汐文社）

2011 596/ﾐﾔｻ/11.7

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）

2011 596/ﾑﾗｶ/11.1

天才作家スズ秘密ファイル ８
チョコレート公爵城の謎

愛川 さくら／作
市井 あさ／絵 （角川書店）

2010 908/ｶﾄｶ/10.12

魔法屋ポプル
お菓子の館とチョコレートの魔法

堀口 勇太／作
玖珂 つかさ／絵 （ポプラ社）

2011 908/ﾎﾌﾗ/11.8

すきすきチョコレート
まいにちおはなし ラブラブちゃるひめ 1

川北 亮司／さく
rikko／え （そうえん社）

2010 913.6/ｶﾜｷ/10.1

ミラクル★キッチン ４
参戦！スイーツコンクール

工藤 純子／作
藤丘 ようこ／絵 （そうえん社）

2010 913.6/ｸﾄｳ/10.8

チョコミント
中山 聖子／作
岡本 順／絵 （学研）

2008 913.6/ﾅｶﾔ/08.11

星のしずくとさばくのゆうしゃ
とんでもはつめい?!バローンはかせの大ぼうけん

ひらの てつお／作・絵
（ひさかたチャイルド）

2008 913.6/ﾋﾗﾉ/08.7

チョコレートのまち
深見 春夫／さく・え
（佼成出版社） 2008 913.6/ﾌｶﾐ/08.10

ショコラの魔法１　ダックワーズショコラ　記憶の迷路
小学館ジュニア文庫

みづほ 梨乃／原作・イラスト
穂積 りく／著 （小学館）

2011 913.6/ﾎｽﾐ/11.7

ショコラの魔法２　クラシックショコラ　失われた物語
小学館ジュニア文庫

みづほ 梨乃／原作・イラスト
穂積 りく／著 （小学館）

2012 913.6/ﾎｽﾐ/12.2

ショコラの魔法３　イスパハン　薔薇の恋
小学館ジュニア文庫

みづほ 梨乃／原作・イラスト
穂積 りく／著 （小学館）

2012 913.6/ﾎｽﾐ/12.8

※請求記号の「E」は絵本を指しますが、実際の背ラベルでは省略されています。

チョコレートの本

　今回は、2008年以降に受け入れた資料から、チョコレートの本を展示します。子どものお菓子やバレンタインに合う本をお探しくださ
い。
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チョコレートと青い空
堀米 薫／作
小泉 るみ子／絵 （そうえん社）

2011 913.6/ﾎﾘｺ/11.4

一期一会　恋チョコ?友チョコ? 横書きケータイ小説風
マインドウェイブ／キャラクター
チーム151E☆／文 （学研教育出版）

2011 913.6/ﾏｲﾝ/11.12

お願い!フェアリー３　告白は、命がけ！！
みずの まい／作
カタノ トモコ／絵 （ポプラ社）

2010 913.6/ﾐｽﾉ/10.10

モテモテおばけチョコレート むらい かよ／著 （ポプラ社） 2010 913.6/ﾑﾗｲ/10.2

成績があがる魔法のチョコ
韓国人気童話シリーズ 13

チョン ソンラン／文
イ テホ／絵 （現文メディア）

2010 929/ﾁｮﾝ/10.3

妖精フェリシティ ７
バイバイ　チョコレート

エマ・トムソン／作・絵
神戸 万知／訳 （岩崎書店）

2009 933/ﾄﾑｿ/09.9

ダイヤモンドブラザーズ ケース１
危険なチョコボール

アンソニー・ホロヴィッツ／作
藤倉 麻子／絵 （文溪堂）

2009 933/ﾎﾛｳ/09.1

ジャッキーのおかしブック
PICT.BOOK くまのがっこう

あいはら ひろゆき／監修
あだち なみ／絵 （ブロンズ新社）

2009 E/ｱﾀﾁ/09.7

クリームパンダとチョコレートじま
アンパンマンアニメギャラリー 29

やなせ たかし／原作
トムス・エンタテインメント／作画
（フレーベル館）

2009 E/ｸﾘﾑ/09.7

さとうばあさんチョコじいさん
主婦の友はじめてブックシリーズ

ジジ・ビゴ／文
ジョス・ゴファン／絵 （主婦の友社）

2008 E/ｺﾌｧ/08.1

チョコだるま
ほるぷ創作絵本

真珠 まりこ／作
 （ほるぷ出版）

2008 E/ｼﾝｼ/08.11

チョコレートパン
福音館の幼児絵本

長 新太／さく
（福音館書店）

2010 E/ﾁｮｳ/10.3

パーシーのチョコクランチ
きかんしゃトーマスとなかまたち

ウィルバート・オードリー／原作
（ポプラ社） 2010 E/ﾊｼﾉ/10.7

ペネロペチョコレートケーキをつくる
たのしいしかけえほん ペネロペしかけえほん

アン・グットマン／ぶん
ゲオルグ・ハレンスレーベン／え
 （岩崎書店）

2011 E/ﾊﾚﾝ/11.10

チョコレートがおいしいわけ はんだ のどか／作 （アリス館） 2010 E/ﾊﾝﾀ/10.2

チョコレータひめ
もとした いづみ／文
樋上 公実子／絵 （教育画劇）

2008 E/ﾋｶﾐ/08.10

ひみつのたからチョコラーテ
ランドセルブックス みぢかなお菓子の歴史

平山 暉彦／作
 （福音館書店）

2012 E/ﾋﾗﾔ/12.6

チョコレート工場のひみつ Pop‐Up Book
しかけえほん

ロアルド・ダール／作
クェンティン・ブレイク／絵
（大日本絵画）

2011 E/ﾌﾚｲ/11

サラと魔法のチョコレート
森泉 智哉／文・絵
（ほおずき書籍） 2010 E/ﾓﾘｲ/10.12

むしむしでんしゃ
絵本・こどものひろば

内田 麟太郎／文
西村 繁男／絵 （童心社）

2009 E/ﾆｼﾑ/

スマントリとスコスロノ 山からきたふたご
日本傑作絵本シリーズ

乾 千恵／再話
早川 純子／絵 （福音館書店）

2009 E/ﾊﾔｶ/

あめかな!
0.1.2.えほん

U.G.サトー／さく・え （福音館書店） 2009 E/ﾕｼｻ/


