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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

みんなだいすき!チョコレート
どうやってできるの? ものづくり絵本シリーズ 11

中島 妙／ぶん
ひらの てつお／え
（チャイルド本社）

2014 588/ﾅｶｼ/14.2

チョコレートの大研究 学んで楽しい、つくっておいしい
日本チョコレート・ココア協会／監修
（PHP研究所）

2007 596/ﾆﾎﾝ/07.2

小さなパティシエのためのお菓子Book 0001
あこがれのチョコレートレシピ

松本 美佐／著
（教育画劇）

2014 596/ﾏﾂﾓ/14.2

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

小学生のチョコレートのおやつマジック 楽しく遊びながら、作れ
る!
おやつマジックCooking

村上 祥子／料理製作・監修
（学研教育出版）

2011 596/ﾑﾗｶ/11.1

日本の産業シリーズ・きみの手にとどくまで 0005
チョコレートがとどくまで

 （岩崎書店） 1998 602/ﾆﾎﾝ/

すがたをかえるたべものしゃしんえほん 0010
チョコレートができるまで

宮崎 祥子／構成・文
白松 清之／写真
（岩崎書店）

2015 619/ﾐﾔｻ/15.1

ルルとララのチョコレート
おはなしトントン 2 Maple Street [「ルルとララ」シリーズ] [5]

あんびる やすこ／作・絵
（岩崎書店）

2007 913.6/ｱﾝﾋ/07.2

チョコレート戦争
理論社名作の愛蔵版

大石 真／作
北田 卓史／え
（理論社）

1979 913.6/ｵｵｲ/

おそなえはチョコレート
小森 香折／文
広瀬 弦／絵
（BL出版）

2003 913.6/ｺﾓﾘ/

チョコレートのまち
おはなしドロップシリーズ

深見 春夫／さく・え
（佼成出版社）

2008 913.6/ﾌｶﾐ/08.10

チョコレートと青い空
ホップステップキッズ! 18

堀米 薫／作
小泉 るみ子／絵
（そうえん社）

2011 913.6/ﾎﾘｺ/11.4

チョコブラウニーですなおに笑顔
おなやみかいけつクッキング 2

令丈 ヒロ子／作
オームラ トモコ／絵
（あかね書房）

2004 913.6/ﾚｲｼ/

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

「チョコレート工場」からの招待状 ロアルド・ダール
名作を生んだ作家の伝記 5

チャールズ・J.シールズ／著
水谷 阿紀子／訳
（文溪堂）

2007 930/ｼﾙｽ/07.10

チョコレート病になっちゃった!?
ポップコーン・ブックス 4

ロバート・K.スミス／作
宮坂 宏美／訳
（ポプラ社）

2003 933/ｽﾐｽ/

魔法使いのチョコレート・ケーキ マーガレット・マーヒーお話集
マーガレット・マーヒー／作
石井 桃子／訳
（福音館書店）

1984 933/ﾏﾋ/

※請求記号のうち、「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

子ども図書研究室で所蔵しているチョコレートの出てくる本を集めました。チョコレートがどうやってできるのかが書かれ
た本や、お菓子作りの本、チョコレートがお話のキーになっている本など様々です。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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ロアルド・ダールコレクション 0002
チョコレート工場の秘密

ロアルド・ダール／著
（評論社）

2005 938/ﾀﾙ/

ロアルド・ダールコレクション 0005
ガラスの大エレベーター

ロアルド・ダール／著
（評論社）

2005 938/ﾀﾙ/05.7

チョコレートとバナナの国で
カーリン・ギュンディッシュ／作
若林 ひとみ／訳
（さ・え・ら書房）

1990 943/ｷｭﾝ/

チョコたろう
絵本・ちいさななかまたち

森 絵都／ぶん
青山 友美／え
（童心社）

2016 E/ｱｵﾔ/16.3

こねこのチョコレート
B.K.ウィルソン／作
小林 いづみ／訳
（こぐま社）

2004 E/ｵｵｺ/

チョコレートだいすき!
しりたい!たべたい!つくりたい!おいしいたべものえほん

ブライアン・モーセズ／作
マイク・ゴードン／絵
（教育画劇）

2000 E/ｺﾄﾝ/

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

ベティ・バニー チョコレートケーキだーいすき
マイケル・B.カプラン／作
ステファン・ジョリッシュ／絵
（バベルプレス）

2014 E/ｼｮﾘ/14.2

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

チョコレートものがたり
絵本ノンフィクション 26

新倉 みずよ／作
杉山 吉伸／絵
（岩崎書店）

1985 E/ｽｷﾔ/

ガブルくんとコウモリオニ
高谷 まちこ／[作]
（復刊ドットコム）

2013 E/ﾀｶﾔ/13.1

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

チョコのたね
Goma／作・絵
（フレーベル館）

2017 E/ﾁｮｺ/17.1

チョコたまご おおいそがしのチョコたまごこうじょう
POP UPえほん

ディルク・デュピュレ／さく
（トランスワールドジャパン）

2005 E/ﾃｭﾋ/05.11

アナ!アナ! チョコケーキをつくる
ポプラせかいの絵本 43

ドミニク・ローク／さく
アレクシ・ドルマル／え
（ポプラ社）

2014 E/ﾄﾙﾏ/14.9

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 1

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

たべられたくなかった チョコねずみとさとうがしのブーの ぼうけ
ん

イリーナ=ヘイル／さく・え
くまがい いくえ／やく
（偕成社）

1981 E/ﾍｲﾙ/
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フランシスとたんじょうび
ラッセル・ホーバン／さく
リリアン・ホーバン／え
（好学社）

2011 E/ﾎﾊﾝ/11.3

ねらわれたチョコレートケーキ
デーヴィッド・マクフェイル／文・絵
吉田 新一／やく
（国土社）

1980 E/ﾏｸﾌ/

チョコレート
たべるのだいすき!食育えほん 2-12

間部 香代／ぶん
みうら しーまる／え
（チャイルド本社）

2013 E/ﾐｳﾗ/13.3

チョコレートをたべたさかな
みやざき ひろかず／さく・え
（ブックローン出版）

1989 E/ﾐﾔｻ/

チョコレート屋のねこ
スー・ステイントン／文
アン・モーティマー／絵
（ほるぷ出版）

2013 E/ﾓﾃｨ/13.1

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

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）

1999 E/ﾚｲ/

展示期間　2017年12月１日～2018年１月28日
〒422-8002　静岡市駿河区谷田53-1　静岡県立中央図書館

子ども図書研究室　TEL 054-262-1243（資料課）


