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展示期間：平成31年2月1日～2月28日

No． 書名 著者 出版社 出版年 請求記号 資料No.

1
世界一おいしい火山の本 チョコやココ
アで噴火実験（自然とともに） 林 信太郎/著 小峰書店 2006.12 /453.8/ﾊﾔ/ 1201734611

2
イチからつくるチョコレート（イチ
は、いのちのはじまり） APLA／編

農山漁村文化協
会

2018.1 /588.3/ｲﾁ/ 0210810564

3
大研究!チョコレートって楽しい!
（まんが社会見学シリーズ） 小川 京美／漫画 講談社ビーシー 2015.7 /588.3/ﾀｲ/ 0210299304

4
チョコレートのそもそも（デザイン
のかいぼうそもそも）

佐藤卓デザイン事務所
／著

平凡社 2016.11 /588.3/ﾁﾖ/ 1201745708

5
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-
）

中島 妙/ぶん チャイルド本社 2014.2 /588.3/ﾅｶ/ 0210626054

6
とっておきの日曜日 Vol.5 チョコ
レートの魔法 津田 直美/著 日本ヴォーグ社 1996.1 /590.4/ﾂﾀ/5 1200249538

7
チョコレート（石橋かおりのお菓
子レッスン） 石橋 かおり/〔著〕 雄鶏社 2004.12 /596.6/ｲｼ/ 1201366653

8
デザート（石橋かおりのお菓子
レッスン） 石橋 かおり/[著] 雄鶏社 2004.6 /596.6/ｲｼ/ 1201367248

9
カンタンでおいしい!手作りおやつ シン
プルな材料でさっと作れるヘルシーお
やつ

加藤 奈弥/レシピ制作 成美堂出版 2004.11 /596.6/ｶﾝ/ 0210389613

10
キュートな手づくりチョコ 作って楽し
い!!もらってうれしい!!（プチブティックシ
リーズ）

ブティック社 2008.2 /596.6/ｷﾕ/ 0210456264

11
クイーンアリスのクッキーと焼き菓子
パティスリークイーンアリスで習うとっ
ておきレシピ（別冊家庭画報）

世界文化社 2001.5 /596.6/ｸｲ/ 1200741658

12
こどもがつくる たのしいお菓子

婦人之友社 1979.12 /596.6/ｺﾄ/ 1201504881

13
近藤幸子のしあわせ絵本レシピ

近藤 幸子/著 白泉社 2007.11 /596.6/ｺﾝ/ 1201017371

14
いつものキッチン道具でかんたんにお
いしく作れるチョコレートのお菓子
Love Chocolate

坂田 阿希子/著 翔泳社 2007.12 /596.6/ｻｶ/ 0210454253

15
卵・牛乳・油ゼロアトピーっ子も
安心のお菓子 境野 米子/著 家の光協会 2002.5 /596.6/ｻｶ/ 1201367651

16
チョコレートでしあわせ気分 おい
しい!かわいい!チョコのお菓子 信太 康代/著 大泉書店 2004.11 /596.6/ｼﾀ/ 0210390204

17
やさしく作って、かわいく贈るチョ
コレートのお菓子 信太 康代/著 雄鶏社 2006.12 /596.6/ｼﾀ/ 0210428830

18
めざせパティシエ!スイーツ作り
入門（入門百科+） 神 みよ子/著 小学館 2013.7 /596.6/ｼﾝ/ 1201547138

19
10歳からのお菓子づくりステップ
アップレシピ 須賀 祐子/著 日東書院本社 2013.2 /596.6/ｽｶ/ 1201665237

20
友チョコ＆恋スイーツパティシエ
コレクション めちゃカワ!! たかぎ みゆき/著 新星出版社 2012.12 /596.6/ﾀｶ/ 0210264446

バレンタイン　ブックリスト

お菓子の作り方や恋の本……バレンタインにぴったりの本を集めました。
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21
千葉真知子の電子レンジで楽々
お菓子作り（別冊家庭画報） 千葉 真知子/[著] 世界文化社 2001.11 /596.6/ﾁﾊ/ 1200743985

22
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 2007.2 /596.6/ﾁﾖ/ 1200628160

23
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 2010.10 /596.6/ﾃﾗ/ 1201303748

24
おいしい!スイーツ☆マジック

寺西 恵里子/作 汐文社 2012.8 /596.6/ﾃﾗ/ 1201672993

25
どきどき!プレゼントスイーツ（かんたん
☆かわいい♥だいすきクッキング） Goma／作 あかね書房 2016.3 /596.6/ﾄｷ/ 0210656212

26
ときめきスイーツ（学研の図鑑
LIVE forガールズ） 東京製菓学校／監修 学研プラス 2018.12 /596.6/ﾄｷ/ 0210832762

27
みんな大好き!クッキー（主婦の
友生活シリーズ） 中村 佳瑞子/〔著〕 主婦の友社 2007.12 /596.6/ﾅｶ/ 0210452439

28
おかし（たくさんのふしぎ傑作集）

なかがわ りえこ/ぶん 福音館書店 2013.9 /596.6/ﾅｶ/ 0210618582

29
プレゼントしたい手作りチョコ 既刊掲
載人気レシピ総集編（プチブティックシ
リーズ）

ブティック社 2008.2 /596.6/ﾌﾚ/ 0210456272

30
ぼくのおやつ百科

ぼく/著 幻冬舎 2015.1 /596.6/ﾎｸ/ 1201685110

31
小さなパティシエのためのお菓子Book
1 あこがれのチョコレートレシピ 松本 美佐/著 教育画劇 2014.2 /596.6/ﾏﾂ/1 0210628294

32
かんたん!おいしい!チョコ〓ス
イーツ 宮沢 うらら/著 汐文社 2011.7 /596.6/ﾐﾔ/ 0210546980

33
くふうが楽しいいろいろ焼き菓子（つ
くって楽しい!かんたんスイーツ） 宮沢 うらら/著 汐文社 2009.12 /596.6/ﾐﾔ/ 1201264908

34
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 2009.12 /596.6/ﾐﾔ/ 1201267000

35
からだにやさしいヘルシースイー
ツ 卵・牛乳を使わないスイーツ 宮沢 うらら/著 汐文社 2011.5 /596.6/ﾐﾔ/ 1201388640

36
はじめてのチョコレート 作りたい・贈り
たい・とっておきのチョコレシピ 柳瀬 久美子/著 大泉書店 2006.11 /596.6/ﾔﾅ/ 0210428155

37
タマゴも牛乳もつかわずにこん
なにおいしいお菓子ができた! 渡辺 香代子/著 ソニー・マガジンズ 2002.1 /596.6/ﾜﾀ/ 0210178108

38
おいしいデコスイーツ クッキー*
カップケーキ*チョコレート Doze Life Food/著 池田書店 2010.9 /596.65/ｵｲ/ 0111044421

39
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 2012.11 /596.65/ｵｶ/ 0111139961

40
カップケーキのとっておきレシピ とびき
りおいしい「7つの生地」の、とびきりお
いしいケーキたち

荻田 尚子/著 主婦と生活社 2008.9 /596.65/ｵｷ/ 0110924720

41
だれもが成功!はじめてのマカロン 初
心者でもぜったい作れるレシピです
（旭屋出版MOOK）

熊谷 裕子/著 旭屋出版 2013.10 /596.65/ｸﾏ/ 0111298393

42
テオブロマ土屋公二の板チョコで作る
かんたんチョコレートお菓子 easy &
quick microwave cooking chocolate
recipe（レタスクラブMOOK）

角川SSコミュニ
ケーションズ

2008.12 /596.65/ﾃｵ/ 0110940857

43
かんたんでおいしい!魔法のクッキング
BOOK 5 気分はパティシエ!スイーツと
飲みもの

枝元 なほみ/著 ポプラ社 2014.4 /596/ｴﾀ/5 1201588967

44
新ジュニアクッキング全集 3 焼
き菓子&チョコ 学研 1998.2 /596/ｼﾝ/3 1200536744
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45
手づくり大好きさんの料理・お菓子大
百科 基本とコツがよくわかる! 1 基本
がわかる入門料理

学研 2006.1 /596/ﾃｽ/ 0210410086

46
かわいくつくっちゃおう!かんたんクッキ
ング12か月 1 1月&2月お正月とバレン
タイン

トモコ=ガルシア／作 岩崎書店 2016.11 /596/ﾄﾓ/1 0210658800

47
はじめての子ども料理 3歳から小学生
の簡単おやつ&おかず（bon merci!
books）

ボンメルシィ!/編著
ベネッセコーポ
レーション

2007.11 /596/ﾊｼ/ 0210450797

48
ラブレターを書こう（小学生のた
めの文章レッスン） 灰島 かり/作 玉川大学出版部 2012.10 /816.6/ﾊｲ/ 0210573082

49
恋の終わりは、いつも同じだけれど
…。（読書がたのしくなる世界の文学）

ライナー・マリア・リル
ケ/ほか作

くもん出版 2014.12 /908.3/ﾄｸｼ/ 0210745126

50
われ恋ひめやも 万葉の恋人た
ち 吉野 正美/文 偕成社 1997.2 /911.1/ﾖｼﾉ/ 1200451670

51
宇治の結び 源氏物語 上

[紫式部／著] 理論社 2017.4 /913.3/ﾑﾗｻ/1 1201739248

52
一期一会恋チョコ?友チョコ? 横書き
ケータイ小説風（恋*友文庫）

マインドウェイブ/キャ
ラクター

学研教育出版 2011.12 /913.6/ｲﾁｺ/ 0210607157

53
1週間後にオレをふってください
（タイムストーリー）

日本児童文学者協会
／編

偕成社 2016.2 /913.6/ｲﾂｼ/ 0210770139

54
狐笛のかなた

上橋 菜穂子/作 理論社 2003.11 /913.6/ｳｴﾊ/ 1200769295

55
チョコレート戦争（新・名作の愛
蔵版） 大石 真/作 理論社 1999.2 /913.6/ｵｵｲ/ 1201268651

56
これは王国のかぎ（ファンタジー
の冒険） 荻原 規子/作 理論社 1993.10 /913.6/ｵｷﾜ/ 1200277901

57
きらめき12星座 1 ドキドキハート
の告白大作戦 奥沢 しおり/作 フレーベル館 2011.7 /913.6/ｵｸｻ/1 0210609419

58
好きになるその瞬間を。（角川つ
ばさ文庫） HoneyWorks／原案 KADOKAWA 2016.12 /913.6/ｺｳｻ/ 0210788739

59
チョコレートくまちゃん（おはなし
カーニバル） 末吉 暁子/作 偕成社 1994.6 /913.6/ｽｴﾖ/ 0200362941

60
パティシエ☆すばる キセキのチョコ
レート（講談社青い鳥文庫） つくも ようこ/作 講談社 2014.11 /913.6/ﾂｸﾓ/ 0210743484

61
恋って、どんな味がするの?（読書がた
のしくなるニッポンの文学）

芥川 竜之介/〔ほか〕
作

くもん出版 2007.12 /913.6/ﾄｸｼ/ 0210453826

62
十一月のマーブル

戸森 しるこ／著 講談社 2016.11 /913.6/ﾄﾓﾘ/ 1201723028

63
バレンタインのチョコのあじ（おは
なしの森） 長崎 夏海/作 岩崎書店 1988.11 /913.6/ﾅｶｻ/ 0200682512

64
赤い実はじけた（PHP創作シリー
ズ） 名木田 恵子/作 PHP研究所 1999.4 /913.6/ﾅｷﾀ/ 0210133872

65
バラのしるしは愛の言葉（ヴァン
パイア・ラブストーリー） 名木田 恵子/作 ポプラ社 2003.2 /913.6/ﾅｷﾀ/ 0210324139

66
初恋×12歳 赤い実はじけた（講
談社青い鳥文庫） 名木田 恵子/作 講談社 2015.3 /913.6/ﾅｷﾀ/ 0210751010

67
ヒカリとヒカル ふたごの初恋相
談室（Dreamスマッシュ!） 夏 緑/作 ポプラ社 2006.6 /913.6/ﾅﾂﾐ/ 0210419288

68
スイーツ駅伝

二宮 由紀子／作 文溪堂 2017.7 /913.6/ﾆﾉﾐ/ 0210800887
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69
天小森教授、初恋ひきうけます
（おはなしプレゼント） 野村 一秋/作 小峰書店 2002.11 /913.6/ﾉﾑﾗ/ 0210195029

70
出さなかったラブレター（初恋コ
レクション） 岡 信子/編 岩崎書店 2007.2 /913.6/ﾊﾂｺ/ 0210433043

71
初恋アニヴァーサリー（AOITORI
BUNKO） 名木田 恵子/作 講談社 2008.4 /913.6/ﾊﾂｺ/ 0210462426

72
青空エール ふられても、ずっと
好き（集英社みらい文庫） 河原 和音／原作 絵 集英社 2016.8 /913.6/ﾊﾉﾏ/ 0210781718

73
プカプカチョコレー島（プカプカ
チョコレー島） 原 ゆたか/著 あかね書房 1998.10 /913.6/ﾊﾗﾕ/G 0210606444

74
ごめん

ひこ・田中/著 福音館書店 2014.2 /913.6/ﾋｺﾀ/ 0210627972

75
ハルとカナ

ひこ・田中／作 講談社 2016.8 /913.6/ﾋｺﾀ/ 0210782250

76
村木ツトムその愛と友情

福井 智／作 偕成社 2017.12 /913.6/ﾌｸｲ/ 1201770235

77
ショコラとコロンおかしの家のパ
ンケーキ ふくざわ ゆみこ/作・絵 KADOKAWA 2015.3 /913.6/ﾌｸｻ/G 0210751622

78
アーモンド入りチョコレートのワ
ルツ（角川つばさ文庫） 森 絵都/作 KADOKAWA 2013.12 /913.6/ﾓﾘｴ/ 0210623985

79
こぶたブンタのチョコレート（どう
わがいっぱい） 森山 京/作 講談社 1990.5 /913.6/ﾓﾘﾔ/ 0200237608

80
ひみつの校庭（ティーンズ文学
館） 吉野 万理子／作 学研プラス 2015.12 /913.6/ﾖｼﾉ/ 1201636972

81
HOTチョコレート（おはなしプレゼ
ント） 令丈 ヒロ子/作 小峰書店 2000.5 /913.6/ﾚｲｼ/ 0210083476

82
ロミオとジュリエット（シェイクスピ
ア名作劇場）

ウィリアム・シェイクス
ピア/原作

あすなろ書房 2014.7 /932/ｼｴｸ/ 1201660691

83
夏の夜の夢（シェイクスピア名作
劇場）

ウィリアム・シェイクス
ピア/原作

あすなろ書房 2014.9 /932/ｼｴｸ/ 1201671771

84
十二夜（シェイクスピア名作劇
場）

ウィリアム・シェイクス
ピア/原作

あすなろ書房 2015.1 /932/ｼｴｸ/ 1201681788

85
あしながおじさん（岩波少年文
庫）

ジーン・ウェブスター/
作

岩波書店 2002.2 /933/ｳｴﾌ/ 1200752705

86
ふたつのバレンタインじけん（ぼ
くはめいたんてい）

マージョリー・W.シャー
マット/ぶん

大日本図書 2014.1 /933/ｼﾔﾏ/ 1201589460

87
チョコレート病になっちゃった!?
（ポップコーン・ブックス） ロバート・K.スミス/作 ポプラ社 2003.7 /933/ｽﾐｽ/ 0210359030

88
夢をかなえて!ウィッシュ・チョコ
（魔法のスイーツ大作戦） フィオナ・ダンバー/作 フレーベル館 2007.2 /933/ﾀﾝﾊ/ 0210435224

89
キミがくれた希望のかけら（文学
の森）

セアラ・ムーア・フィッツ
ジェラルド／作

フレーベル館 2016.10 /933/ﾌｲﾂ/ 0210785918

90
マリゴールドの願いごと
（Sunnyside Books） ジェーン・フェリス/作 小峰書店 2014.12 /933/ﾌｴﾘ/ 0210746416

91
ねことテルと王女さま クライド・ロバート・ブラ

/さく
長崎出版 2013.2 /933/ﾌﾗｸ/ 1201537519

92
最後のひと葉（オー・ヘンリー
ショートストーリーセレクション） オー・ヘンリー/作 理論社 2007.9 /933/ﾍﾝﾘ/ 0210449217
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93
賢者の贈り物・最後のひと葉 新
訳（角川つばさ文庫） オー・ヘンリー/作 KADOKAWA 2014.12 /933/ﾍﾝﾘ/ 0210745037

94
赤毛のアン

L.M.モンゴメリ/作 講談社 2014.5 /933/ﾓﾝｺ/ 1201576483

95
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
さ・え・ら書房 1990.4 /943/ｷﾕﾝ/ 1200255402

96
マイがいた夏

マッツ・ヴォール/作 徳間書店 2004.5 /949/ｳｵﾙ/ 1200773404

97
太陽と月の大地 2018課題図書（中学
校）（世界傑作童話シリーズ）

コンチャ・ロペス=ナル
バエス／著

福音館書店 2017.4 /963/ﾛﾍｽ/ 0210797509

98
ユックリとジョジョニ（イメージの
森） 荒井 良二/作 ほるぷ出版 1991.3 CE/913/ｱﾗ/ 1200321022

99
100万回生きたねこ

佐野 洋子/作・絵 講談社 1982 CE/913/ｻﾉ/ 1201790837

100
しろいうさぎとくろいうさぎ（世界
傑作絵本シリーズ）

ガース・ウイリアムズ/
ぶん,え

福音館書店 2001.11 CE/93/ｳｲ/ 1200464202

101
こねこのチョコレート

B.K.ウィルソン/作 こぐま社 2004.11 CE/93/ｵｵ/ 1200732020

102
さとうねずみのケーキ

ジーン・ジオン/ぶん アリス館 2006.1 CE/93/ｸﾚ/ 1200783320

103
ぼくはアイスクリーム博士

ピーター・シス／さく 西村書店 2018.5 CE/93/ｼｽ/ 1201711957

104
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

バベルプレス 2014.2 CE/93/ｼﾖ/ 1201594957

105
にんじんケーキ（評論社の児童
図書館・絵本の部屋）

ナニー・ホグローギア
ン/さく

評論社 2009.5 CE/93/ﾎｸ/ 1201187265

106
コーネリアのおくりもの（りとる） フェリシア・ボンド/作・

絵
講談社 1994.10 CE/93/ﾎﾝ/ 1200318978

107
キューピッドとプシケー ウォルター・ペーター/

文
ほるぷ出版 1990.8 CE/93/ﾙｶ/ 1200476305

108
どうながのプレッツェル（世界傑
作絵本シリーズ） マーグレット・レイ/ぶん 福音館書店 1979 CE/93/ﾚｲ/ 1200571618

109
英語でもよめるじぶんだけのい
ろ レオ=レオニ／作 好学社 2018.5 CE/93/ﾚｵ/ 1201864111

110
愛についてのちいさなおはなし
（世界の絵本コレクション）

マリット・テーンクヴィス
ト/作

小峰書店 1998.8 CE/94/ﾃﾝ/ 1200542445

111
世界一ばかなネコの初恋

ジル・バシュレ/文・絵 平凡社 2011.3 CE/95/ﾊｼ/ 1201350723

112
ジャッキーのはつこい
（PICT.BOOK） あだち なみ/絵 ブロンズ新社 2010.2 E/913/ｱｲ/ 0210505761

113
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 2009.4 E/913/ｻｲ/ 0210489030

114
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 2010.3 E/913/ﾁﾖ/ｱｶ 0210269057

115
だいすき、でも、ひみつ（えほん
のもり） 二宮 由紀子/文 文研出版 2014.4 E/913/ﾆﾉ/ 0210632925

116
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 2018.3 E/913/ﾌｸ/ 0210814306
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117
チョコレータひめ

もとした いづみ/文 教育画劇 2008.10 E/913/ﾓﾄ/ 0210473290

118
モルフ君のおかしな恋の物語

カール・クヌー/作 BL出版 2005.4 E/93/ｸﾇ/ 0210018607

119
ウルフィーは、おかしなオオカミ?

ニコラ・シニア／さく ほるぷ出版 2018.3 E/93/ｼﾆ/ 0210815892

120
おひめさまのけっこん

バーナデット/絵 西村書店 1992.6 E/93/ｼﾖ/ 0200245201

121
くまふうふのバレンタイン

イヴ・バンチング/ぶん 新世研 2000.2 E/93/ﾊﾝ/ 0210145382

122
ドーナツだいこうしん

レベッカ・ボンド/さく 偕成社 2009.2 E/93/ﾎﾝ/ 0210480033

123
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 岩波書店 1999.10 E/93/ﾚｲ/ 0210142030

124
恋するひと レベッカ・ドートゥルメー

ル/作
朔北社 2005.2 E/95/ﾄﾄ/ 0210397721

125
みつごちゃんとけっこんしき（み
つごちゃんえほん） ニコル・ランベール/さく フェリシモ 2001.4 E/95/ﾗﾝ/ 0210165910

126
チョコレートだいすき

デヴィッド・カリ／作
ワールドライブラ
リー

2015.10 E/97/ｶﾘ/ 0210763329

127
すきすきだいすき ブルーノのプ
ロポーズ

ピョートル・ウィルコン/
文

セーラー出版 1992.5 E/98/ｳｲ/ 0200305891

○オーテピア高知図書館で所蔵している本をご紹介しています。
○貸出や返却はお近くの市町村立図書館でもできます。お近くの市町村立図書館にお問い合わせください。
○本や雑誌などに関する相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
　（お問い合わせの際は資料№をお伝えいただくとスムーズです。）
〇「請求記号」とは、本の背に貼っているラベルに書いている記号のことで、本はこの「請求記号」にしたがって並べられています。

〒780-0842 高知市追手筋2-1-1 オーテピア2階

TEL：088-823-4946 FAX：088-823-9352
http://otepia.kochi.jp/library


