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お菓子の歴史 上(食の風俗民俗名著集成:第10,11

巻) 守安正著 東京書房社 1985.3 110025087 383.8||Sh||10

お菓子の歴史 下(食の風俗民俗名著集成:第10,11

巻) 守安正著 東京書房社 1985.3 110025088 383.8||Sh||11

いきいきおやつといまどきのお菓子 食べもの文化研究会編 芽ばえ社 1989.11 110037212 588.3||Ik

平成版・駄菓子大百科 : "路地裏の道草文化"は今
も健在(カタログハウスの本) カタログハウス 1992.11 110033359 596.6||Da

甘辛の間食文化 : 嗜好品(「食」の昭和史:10) 小柳輝一著 日本経済評論社 1987.2 110029507 383.8||Sh||10

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

菓子の文化史 締木信太郎著 光琳書院 1971.3 110044072 588.3||Sh

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

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 100110626 383.8||Ba

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 110040810 383.8||Ba

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

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

英国の紅茶とお菓子
ヴィクトリア編集部編・著/志門君子
訳 PARCO出版 1993.5 110040079 596.7||Vi
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ル・コルドン・ブルーのフランス菓子基礎ノート
VOL.2(サブリナを夢みて:2, 5) ル・コルドン・ブルー東京校編 文化出版局

1996.11-

1999.12 110056237 590||Co

フランスの素朴なお菓子(オレンジページブック
ス) 藤野真紀子著 オレンジページ 1999.10 110056239 590||Fu

KOBE洋菓子物語 村上和子著 神戸新聞総合出版センター 1997.5 100111772 588.35||Mu

憧れのパティシェと洋菓子たち : 神戸発(神戸新聞
MOOK) 村上和子著 神戸新聞総合出版センター 2002.6 100116562 596.6||Mu

おままごと作り : コーヒーカップ・ケーキセット
(保育者の製作 : 手順と子供との関り方/第15巻) 堀合文子監修・指導 新現代幼児教育研究会 220000747

グリム幻想紀行 : 童話のふるさとを訪ねて(求龍堂
グラフィックス) 田中安男取材・文/西森聡写真 求竜堂 1994.6 110014920 909||Ta

カンタン!スグできる!製作あそび 2(ハッピー保育
books:3, 17) 村田夕紀, 内本久美著 ひかりのくに 2009.10- 100121335 376.157||Mu

製作あそび百科 : 作品展・親子イベントのイメー
ジが膨らむ! : 保育者の援助に役立つポイントメモ
つき 竹井史著 ひかりのくに 2006.8 100121723 376.156||Ta

幼児の造形 : 造形活動による子どもの育ち 野村知子, 中谷孝子編著
保育出版社/教育情報出版(販
売) 2002.4 100119653 376.156||Yo

かわいい!楽しい!壁面実例12カ月 浅野ななみ監修 成美堂出版 [2008.5] 100117080 376.156||Ka

子どもと作るわくわく!楽しい壁面12か月 : 0～5歳
児年齢別作品プラン・写真つき(ナツメ社保育シ
リーズ) ナツメ社 2012.3 100119759 376.156||Na

幼児の世界と年間保育計画 : 「ごっこ遊びと保育
実践」のヴィゴツキー的分析 神谷栄司著 三学出版 2003.10 100115806 376.15||Ka

1歳から園児まで親子で楽しめるごっこ遊び 尾塚理恵子著 新紀元社 2007.4 100112596 599||Oz
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子どもとあそび : 環境建築家の眼(岩波新書:新赤版
253) 仙田満著 岩波書店 1992.11 500002991 S629||Iw||新赤253

ヘンゼルとグレーテル : グリム童話(ワンス・アポ
ンナ・タイム・シリーズ)

モニック・フェリックス絵/川上まり
子,川上雅弘訳 西村書店 1988.6 110033777 909.3||Gr

グリムはこころの診察室 矢吹省司著 平凡社 1993.10 110030733 145.9||Ya

童話と心の深層 森省二, 橋本和明, 森恭子著 創元社 1996.4 110014812 909||Mo

グリム童話 : 子どもに聞かせてよいか?(ちくまラ
イブラリー:23) 野村◆D17319◆著 筑摩書房 1989.3 110014803 909||No

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

ヘンゼルとグレーテル/こびとのくつや(えほん世
界のおはなし:15) [グリム原作]/村上勉絵/小沢俊夫文 講談社 1999.8 100110668 909.3||Gr

ヘンゼルとグレーテル/森の中の3人の小人 特装版
(世界名作絵本:9)

グリム兄弟作/デイ絵/グリム兄弟作/

ロンコ絵 ティービーエス・ブリタニカ 1996.6 110000919 909.3||Se||9

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

よいこ・きらきらおりがみごっこあそび : おみせ
おしゃれ あそび いまいみさ著 小学館 2016.3 100122151 754.9||Im||

みんな大好き!お店やさんごっこ : かんたんアイテ
ム150 いしかわまりこ著 チャイルド本社 2007.11 100122153 376.1||Is

おりがみでおままごと : きったりはったり いまいみさ著 毎日新聞社 2009.7 100122152 754.9||Im||
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