
2018年2月6日（火）～3月4日（日）

№ 書名 著者名 出版社

1 イチゴ　しょくぶつ・すくすくずかん 1
ジェニファー・コールドリィ
／文

評論社

2 イチゴ　もっと知りたい 赤木 かん子／作 新樹社

3 イチゴの絵本　そだててあそぼう 14 きむら まさゆき／へん
農山漁村文化
協会

4
イチゴはともだち　みつける・たべる・
そだてる

松岡 達英／構成 偕成社

5 くだものと木の実いっぱい絵本 ほりかわ りまこ／作 あすなろ書房

6 くだものばたけ　4　いちご ちかみ じゅんこ／文 金の星社

7 食育にやくだつ食材図鑑　2　くだもの 稲垣 栄洋／監修 ポプラ社

8
スイカやイチゴ　いろいろなくだもの
たのしい野菜づくり育てて食べよう 8

林 義人／文 小峰書店

9
育てよう！食べよう！野菜づくりの本
7 いちご・すいか・しいたけ

こどもくらぶ／編・著 ポプラ社

10 たべられるきのみ 菅原 久夫／文 福音館書店

11
2月のこども図鑑　しぜん観察せいかつ
探検

フレーベル館

12 野の花えほん　春と夏の花 前田 まゆみ／作 あすなろ書房

13 発見！植物の力　8　くだもの 小山 鐵夫／監修 小峰書店

千葉県には、県内ほぼ全域にいちご農園が広がっています。

１2月～５月頃まではいちご狩りの季節です。

いちご狩りに行く前や行った後には、いちごについて詳しくなれる本を
読むともっと楽しくなると思います。

いちごの“実”や“種”に見える部分は、実は・・・！？ そんな、い
ちごの意外なひみつがわかる本や、いちごが大好きな登場人物が出てくる
物語の本などを展示します。
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№ 書名 著者名 出版社

1
あまがえる先生
みつけてたべよう！野いちご教室

まつおか たつひで／作 ポプラ社

2 いちご 平山 和子／さく 福音館書店

3 いちごさんがね・・ とよた かずひこ／さく・え 童心社

4 いちごつみ 神沢 利子／ぶん 童心社

5 いちごです 川端 誠／作 文化出版局

6 いちごばたけができたよ 島津 和子／さく 福音館書店

7 いちごばたけでつかまえた 清水 達也／作 教育画劇

8 いちごばたけのちいさなおばあさん わたり むつこ／さく 福音館書店

9 いちごばたけのパトロールたい 竹下 文子／作 偕成社

10 きいちごだより 古矢 一穂／絵  岸田 衿子／文 福音館書店

11
クマくんのバタつきパンのジャムつきパ
ン

柳生 まち子／さく 福音館書店

12 くまとりすのおやつ きしだ えりこ／ぶん 福音館書店

13 こぐまのたろ きたむら えり／さく・え 福音館書店

14 チップとチョコのおつかい どい かや／文・絵 文渓堂

15 どうするどうするねずみくん ドン・ウッド／さく
ブックローン
出版

16 のいちごそうはどこにある? エヴァ・ビロウ／さく・え フレーベル館

17 のいちごつみ さとう わきこ／さく・え 福音館書店

18 ブルンミとアンニパンニ マレーク・ベロニカ／文と絵 風濤社

19 まっかないちごがまってるよ 森津 和嘉子／作・絵 金の星社

20 もりのみんなのたんじょうび 原 京子／作・絵 ポプラ社

21 りくちゃんのいちごジャム
かたくるみ／文
さこ ももみ／絵

集英社

22 りんごろうくんのもりあるき わたなべ てつた／さく アリス館

おはなしの中の「いちご」を探してみてください。どんな描かれかたをしているでしょうか？
０才くらいから楽しめる絵本を集めました。
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№ 書名 著者名 出版社

1
いちごがうれた　うさぎのモコのおはな
し 4

神沢 利子／さく 新日本出版社

2 いちごケーキはピアニッシモで 西村 友里／作 国土社

3 いちごのすきなムササビ 木下 あこや／作 理論社

4 サンネンイチゴ 笹生 陽子／作 理論社

5 ストロベリーライフ 荻原 浩／著 毎日新聞出版

6 のいちごはだれのもの くろせ ひさこ／作・絵
タリーズコー
ヒージャパン

7 春のかおりのプレゼント 丘 修三／作 旺文社

№ 書名 著者名 出版社

1 おいしい！スイーツ☆マジック 寺西 恵里子／作 汐文社

2
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

3 くだものいっぱい!おいしいジャム 石澤 清美／監修・料理
ひさかたチャ
イルド

4
小さなパティシエのためのお菓子Book
2　とっておきのスイーツレシピ

松本 美佐／著 教育画劇

5 ジャムの絵本　つくってあそぼう 9 こしみず まさみ／へん
農山漁村文化
協会

6
春のスイーツ　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

7
身近な食べもののひみつ　4　すがたを
かえる果実・種実

幕内 秀夫／監修
神 みよ子／監修

学研

千葉県立中央図書館　児童資料室作成

ちば❤いちご特設サイト「Strawberry Fieldsちば」（千葉県）
http://chiba-ichigo.jp/

「千葉のいちご狩り２０１８」（千葉県観光物産協会）
http://maruchiba.jp/miryoku/shun/special_ichigo2018.html

千葉県いちご新品種「チーバベリー」（千葉県）
https://www.pref.chiba.lg.jp/ryuhan/ichigo/chi-baberrytop.html

いちご大福、いちごジャム、いちごのショートケーキ、いちごのタルト・・・などなど
いちごを使ったお菓子づくりに挑戦してみませんか？
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