
書　　名 著　者　名 出　版　者 出版日付 資料ID 請求記号

東西味くらべ(ランティエ叢書:19) 谷崎潤一郎[著] 角川春樹事務所 1998.7 110001190 041||Ra||19

江戸前食物誌(ランティエ叢書:2) 池波正太郎 [著] 角川春樹事務所 1997.7 110001178 041||Ra||2

イタリアの食卓(ランティエ叢書) タカコ・半沢・メロジー[著] 角川春樹事務所 2001.5 100101165 041||Ra||29

パリ、ちょっと裏道を歩く 山口れい著 立風書房 1998.11 110056161 290|||Ya

12のパリの物語 手島麻記子著 立風書房 1997.11 110056163 290||Te

アルザス大好き! : フランス旅の絵本 山口れい著 文化出版局 1999.3 110056230 290||Ya

こげぱん三都ぶらり旅日記 : 京都・大阪・神戸 たかはしみき著 ソニー・マガジンズ 2005.7 100111466 291.6||Ta

パリ・コラージュ(旅のカケラ) 三枝克之写真・文 角川書店 2002.10 100102782 293.5||Sa

パリ・カフェ・ストリート 坂井彰代文、伊藤智郎写真 東京書籍 : 2002 100101974 293.5||Sa

パリの小さな店案内 山本ゆりこ[著] 六耀社 2005.11 100111053 293.5||Ya

フランスレストラン紀行 佐原秋生著 白水社 1979.9 110004107 293.509||Sa

ニューヨークおしゃべりノート : 地球の歩き方編
集女子が見つけたNY最強の楽しみ方教えます(地
球の歩き方Books) なかにしなおこ著

ダイヤモンド・ビッグ社/ダ
イヤモンド社 (発売) 2010.1 100120350 295.321||Na

マハロブック : とっておきの"ハワイ"を5つの島か
ら 赤澤かおり,内野亮著 [エイ]出版社 2010.12 100121317 297.6||Ak

「本は心のごちそう」
平成28年度　11月1日～1月26日　企画展示
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サンドイッチつくろう(かがくのとも傑作集:わく
わくにんげん) さとうわきこさく 福音館書店 1993.9 100106253 376.08||Ka

ばばばあちゃんのアイス・パーティ(かがくのとも
傑作集. わくわくにんげん) さとうわきこ作 福音館書店 1998.5 100106297 376.08||Ka

よもぎだんご(かがくのとも傑作集:45) さとうわきこさく 福音館書店 1987.3 100106290 376.08||Ka

平野レミのサラダブック : ひもほうちょうもつか
わない(かがくのとも傑作集:わくわくにんげん) 平野レミ〔著〕/和田唱,和田率え 福音館書店 1992.9 100106295 376.08||Ka

平野レミのおりょうりブック : ひもほうちょうも
つかわない(かがくのとも傑作集:わくわくにんげ
ん) 平野レミ〔著〕/和田唱,和田率え 福音館書店 1992.9 100106299 376.08||Ka

ばばばあちゃんのおもちつき(かがくのとも傑作
集. わくわくにんげん) さとうわきこ作 福音館書店 1998.9 100106293 376.08||Ka

ばばばあちゃんのなんでもおこのみやき(かがくの
とも傑作集) さとうわきこ作/佐々木志乃協力 福音館書店 2009.2 100117374 376.08||Ka

名前が語るお菓子の歴史
ニナ・バルビエ, エマニュエル・ペ
レ [著]/北代美和子訳 白水社 1999.12 110040102 383.8||Ba

コーヒーという文化 : 国際コーヒー文化会議から
の報告 UCCコーヒー博物館編 柴田書店 1994.5 100111516 383.8||Ko

世界食文化図鑑
スージー・ワード, クレア・クリフ
トン, ジェニー・ステイシー著 東洋書林 2003.1 100113320 383.8||Se

沖縄ぬちぐすい事典 : 沖縄から伝える健康と長寿 安次富順子[ほか]執筆/尚弘子監修
プロジェクト・シュリ/創英
社 ; 三省堂書店 (発売) , 2002.11 100113310 383.81||Ok

お雑煮100選 : 全国から集めた伝統の味 文化庁編著 女子栄養大学出版部 2005.11 100113178 383.81||Os

食文化とおもてなし 山上徹著 学文社 2012.2 100120966 383.81||Ya
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韓国食文化読本 朝倉敏夫, 林史樹, 守屋亜記子著 国立民族学博物館 2015.8 100121234 383.821||Ka

フランスお菓子おみやげ旅行 伊藤文文 東京書籍 1997.11 110056156 590||It

フランス女性は太らない : 好きなものを食べ、人
生を楽しむ秘訣

ミレイユ・ジュリアーノ著/羽田詩津
子訳 日本経済新聞社 2005.6 100111073 595||Gu

美食文学大全(楽しみと冒険:3) 篠田一士編 新潮社 1979.6 100112397 596.04||Bi

鰻にでもする? 平松洋子著 筑摩書房 2010.8 100118112 596.04||Hi

京のおもてなし料理 : 町衆と寺院が育てた仕出し
文化 京都新聞社編 京都新聞社 1999.12 100113286 596.1||Ky

パリのカフェとサロン・ド・テ : パリジェンヌの
ように楽しみたい 山本ゆりこ著 文化出版局 2002.3 100102487 596.13||Ya

イタリア料理 : 愛郷と伝統の味わい(World

cooking) 柴田書店編 柴田書店 1992.8 100119339 596.23||It

伝統のおせち(マイライフシリーズ特集版:素敵
ブックス 18) 浅田峰子[著] グラフ社 1989.12 110033352 596.3||As

夢見るラデュレの世界 エディシォン・ドゥ・パリ編
エディシォン・ドゥ・パリ/

アシェット婦人画報社 (発売) 2011.1 100118830 596.65||Yu

テーブル・インスピレーション(É.T.style)

エミリー・チャルマーズ著 : 神崎康
子訳 エディシオン・トレヴィル 2003.10 100112758 596.8||Ch

パリのおもてなし エディシォン・ドゥ・パリ編
エディシォン・ドゥ・パリ/

アシェット婦人画報社(発売) 2004.12 100111059 596.8||Pa

わたしのおもてなし歳時記(Fusosha mook) 栗原はるみ著 扶桑社 2006.8 100113177 596||Ku
3/9



書　　名 著　者　名 出　版　者 出版日付 資料ID 請求記号

「本は心のごちそう」
平成28年度　11月1日～1月26日　企画展示

空腹気分でパリを散歩 砂辺祐子著・撮影 ピエ・ブックス 2005.7 100111054 596||Su

ステーキ! : 世界一の牛肉を探す旅 マーク・シャツカー著/野口深雪訳 中央公論新社 2011.12 100120313 648.25||Sy

キッチン : レストランの文化誌
ゲイリー・アラン・ファイン著/藤澤
美枝子, 小池久恵, 谷林眞理子訳 法政大学出版局 2000.7 100110343 673.9||Fi

おおきなおおきなおいも : 鶴巻幼稚園・市村久子
の教育実践による 赤羽末吉さく・え 福音館書店 1972 100109528 909.3||Ak

まほうのあめだま 安房直子作/いもとようこ絵 佼成出版社 1995.4 100110350 909.3||Aw

11ぴきのねことあほうどり 馬場のぼる著 こぐま社 1972.11 100107959 909.3||Ba

ちびくろ・さんぼ 1

ヘレン・バンナーマン文/フランク・
ドビアス絵/光吉夏弥訳 瑞雲舎 2005.4-2005.9 100110877 909.3||Ba||1

ちびくろ・さんぼ 2

ヘレン・バンナーマン文/フランク・
ドビアス絵/光吉夏弥訳 瑞雲舎 2005.4-2005.9 100110876 909.3||Ba||2

はらぺこあおむし : 英語でもよめる
エリック・カールさく/もりひさしや
く 偕成社 2006.10 100120896 909.3||Ca

月ようびはなにたべる? : アメリカのわらべうた
(ビッグブック) エリック・カール作/もりひさし訳 偕成社 1997.5 100104296 909.3||Ca

ホットケーキできあがり!

エリック・カール作/アーサー・ビ
ナード訳 偕成社 2009.9 100116199 909.3||Ca

ぜったいたべないからね : チャーリーとローラの
おはなし ローレン・チャイルド作/木坂涼訳 フレーベル館 2002.1 100115419 909.3||Ch

ねこのかあさんのあさごはん どいかや著 小学館 2003.1 100105379 909.3||Do
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まほうのスープ
ミヒャエル・エンデ文/ティーノ絵/

ささき たづこ訳 岩波書店 1991.6 100112233 909.3||En

もりいちばんのおともだち : おおきなクマさんと
ちいさなヤマネくん(日本傑作絵本シリーズ) ふくざわゆみこさく 福音館書店 2002.10 100109048 909.3||Fu

もりのおかしやさん(もりはおもしろランド:2)

ふなざきやすこさく/ふなざきよしひ
こえ 偕成社 1979.4 100111192 909.3||Fu

もりのレストラン(もりはおもしろランド:6)

ふなざきやすこさく/ふなざきよしひ
こえ 偕成社 1984.4 100111193 909.3||Fu

ヘンゼルとグレーテル : 「グリム童話」より(世界
名作おはなし絵本) グリム [原作]/寺村輝夫文/永井郁子絵 小学館 2007.3 100116198 909.3||Gr

お月さまってどんなあじ?

ミヒャエル・グレイニェク絵と文/い
ずみちほこ訳 セーラー出版 1995.9 100119377 909.3||Gu

くだもの(福音館の幼児絵本) 平山和子さく 福音館書店 1981.10 100111175 909.3||Hi

おむすびころりん いもとようこ文絵 金の星社 2007.12 100116171 909.3||Im

3びきのくま : イギリス民話より いもとようこ文・絵 金の星社 2006.4 100110900 909.3||Im

14ひきのあさごはん いわむらかずおさく 童心社 1983.7 100105667 909.3||Iw

からすのパンやさん(かこさとしおはなしのほん:7) 加古里子絵と文 偕成社 1973 100110763 909.3||Ka

からすのおかしやさん(かこさとしおはなしのほ
ん:11) かこさとし作・絵 偕成社 2013.4 100120033 909.3||Ka

からすのてんぷらやさん(かこさとしおはなしのほ
ん:13) かこさとし作・絵 偕成社 2013.5 100120035 909.3||Ka
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からすのそばやさん(かこさとしおはなしのほん) かこさとし作・絵 偕成社 2013.5 100120036 909.3||Ka

まるくておいしいよ(0.1.2.えほん) こにしえいこさく 福音館書店 1999.5 100105665 909.3||Ko

おひさまパン
エリサ・クレヴェン作・絵/江國香織
訳 金の星社 2003.7 100119370 909.3||Ku

かえるのレストラン 松岡節作/いもとようこ絵 ひかりのくに 2001.7 100110351 909.3||Ma

さつまのおいも(ピーマン村の絵本たち) 中川ひろたか文/村上康成絵 童心社 1995.6 100115316 909.3||Na

どんぐりむらのぱんやさん なかやみわさく
学研教育出版/学研マーケ
ティング(発売) 2011.9 100120196 909.3||Na

ぐりとぐらのおきゃくさま(こどものとも傑作集)

なかがわりえこさく/やまわきゆりこ
え 福音館書店 1967 100104163 909.3||Na

おやまごはん 改訂新版(できるよできる:2) 西内ミナミさく/和歌山静子え 偕成社 1999.5 100111226 909.3||Ni

鹿踊りのはじまり(日本の童話名作選) 宮沢賢治作/たかしたかこ絵 偕成社 1994.2 100104047 909.3||Ni

狼森と笊森、盗森(日本の童話名作選) 宮沢賢治作/村上勉絵 偕成社 1996.11 100104050 909.3||Ni

注文の多い料理店(日本の童話名作選) 宮沢賢治作/島田睦子絵 偕成社 1984.6 100104233 909.3||Ni

しんかんくんのパンやさん(あかね・新えほんシ
リーズ:42) のぶみさく あかね書房 2008.10 100116174 909.3||No

パンダのポンポン 野中柊作/長崎訓子絵 理論社 2004.4 110048283 909.3||No
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青空バーベキュー(パンダのポンポン) 野中柊作/長崎訓子絵 理論社 2005.4 100116496 909.3||No

アイスクリーム・タワー(パンダのポンポン) 野中柊作/長崎訓子絵 理論社 2006.7 100116498 909.3||No

クッキー・オーケストラ(パンダのポンポン) 野中柊作/長崎訓子絵 理論社 2009.9 100116497 909.3||No

パンパカパーンふっくらパン(パンダのポンポン) 野中柊作/長崎訓子絵 理論社 2010.4 100117754 909.3||No

やきいもするぞ おくはらゆめ作 ゴブリン書房 2011.10 100120252 909.3||Ok

ケーキがやけたら、ね(児童図書館・絵本の部屋)

ヘレン・オクセンバリーさく/せなあ
いこやく 評論社 1995.4 110048689 909.3||Ox

小さなスプーンおばさん(新しい世界の童話シリー
ズ)

アルフ・プリョイセン作/大塚勇三訳
/ビョールン・ベルイ画 学習研究社 1966.4 100117248 909.3||Pr

あっちゃんあがつく : たべものあいうえお
みねようげんあん/さいとうしのぶさ
く リーブル 2001.3 110048593 909.3||Sa

おばけのてんぷら せなけいこ作・絵 ポプラ社 1976.11 100116116 909.3||Se

バムとケロのにちようび 島田ゆか作・絵 文渓堂 1994.9 100105751 909.3||Sh

おべんとうバス 真珠まりこ作・絵 ひさかたチャイルド 2006.1 100116172 909.3||Sh

おしゃべりなたまごやき(日本傑作絵本シリーズ) 寺村輝夫作/長新太画 福音館書店 1972 100110773 909.3||Te

しろくまちゃんのほっとけーき(こぐまちゃんえほ
ん:第3集) わかやまけん [著] こぐま社 1972.10 100116115 909.3||Wa
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宮澤賢治のお菓子な国 中野由貴著/出口雄大絵 平凡社 1998.4 110015470 910.268||Na

宮沢賢治のレストラン 中野由貴文/出口雄大絵 平凡社 1996.4 110015469 910.268||Na

植物図鑑 有川浩著
角川書店/角川グループパブ
リッシング (発売) , 2009.6 100116549 913.6||Ar

シュガー&スパイス 野中柊著
角川書店/角川グループパブ
リッシング (発売) 2009.10 100118718 913.6||No

和菓子のアン 坂木司著 光文社 2010.4 100117901 913.6||Sa

キッチン 吉本ばなな著 福武書店 1988.1 110028311 913.6||Yo

ランチのアッコちゃん 柚木麻子著 双葉社 2013.4 100120371 913.6||Yu

味(日本の名随筆:12) 田辺聖子編 作品社 1983.12 110021319 914.6||Ni||12

菓(日本の名随筆:54) 塩月弥栄子編 作品社 1987.4 110016881 914.6||Ni||54

菜(日本の名随筆:59) 荻昌弘編 作品社 1987.9 110016886 914.6||Ni||59

食卓の在る風景 卜部類子著 東京書籍 1991.8 110037524 914.6||Ur

パリを抱きしめる 松平盟子著 東京四季出版 2000.12 100100850 915.6||Ma

チョコレート工場の秘密(ロアルド・ダールコレク
ション:2)

ロアルド・ダール [著]/クェンティ
ン・ブレイク絵/柳瀬尚紀訳 評論社 2005.4 100110149 933||Da
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焼肉と唐辛子 : 朝鮮=韓国人とその歴史(ミニ授業
書) 板倉聖宣著 仮説社 1988.8 110051420 B220||Ita

食堂かたつむり(ポプラ文庫:お5-1) 小川糸著 ポプラ社 2010.1 500000659 B913.6||Oga

大草原の小さな家(講談社青い鳥文庫:53-2. 大きな
森の小さな家シリーズ||オオキナ モリ ノ チイサナ
イエ シリーズ:2)

ローラ=インガルス=ワイルダー[著]/

こだまともこ, 渡辺南都子訳/かみや
しん絵 講談社 1982.11 110051995 B930||Wil||2

ロンドン・パブ物語(丸善ライブラリー:254) 石原孝哉, 市川仁著 丸善 1997.12 110057868 S293||Ma||254

お菓子でたどるフランス史(岩波ジュニア新
書:757) 池上俊一著 岩波書店 2013.11 500002028 S383||Iw||757

和菓子の京都(岩波新書:新赤版-119) 川端道喜著 岩波書店 1990.4 110056692 S383||Iw||新赤119

ニューヨークは美味しい!(角川oneテーマ21:C-

151) 田村明子 [著]

角川書店/角川グループパブ
リッシング (発売) , 2008.7 110052697 S383||Ka||C-151

アジア菜食紀行(講談社現代新書:1421) 森枝卓士著 講談社 1998.9 110055779 S383||Ko||1421
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