
書　　名 著　者　名 出　版　者 出版日付 資料ID 請求記号

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

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

京・銘菓めぐり 鈴木宗康著 淡交社 1985.9 110033378 596.6||Su

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

和菓子のアン(光文社文庫:[さ24-3]) 坂木司著 光文社 2012.10 500002013 B913.6||Sak

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

赤毛のアン 75刷改版(新潮文庫:モー4-1) モンゴメリ [著]/村岡花子訳 新潮社 1987.2 110053984 B930||Mon

赤毛のアン L・M・モンゴメリ原作/松本侑子訳 集英社 1993.4 110014810 909.3||Mo

アーモンド入りチョコレートのワルツ(角川文
庫:13811) 森絵都 [著] 角川書店 2005.6 500000577 B913.6||Mor

最果てアーケード(講談社文庫:[お80-3]) 小川洋子 [著] 講談社 2015.5 500002775 B913.6||Oga

「赤毛のアン」の生活事典 テリー神川著 講談社 1997.1 110010345 930.28||MO||Ka

赤毛のアンのお料理ノート 文化出版局編/西川治撮影 文化出版局 1979.11 110033129 596.13||Ak

栗(ものと人間の文化史:166) 今井敬潤著 法政大学出版局 2014.6 100120551 380.8||Mo||166
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パン(ものと人間の文化史:80) 安達巖著 法政大学出版局 1996.5 110025026 380.8||Mo||80

さつまいも(ものと人間の文化史:90) 坂井健吉著 法政大学出版局 1999.2 110000665 380.8||Mo||90

日本の名菓(カラーブックス:123) 鈴木宗康著 保育社 1967 110033379 596.6||Su

商いはたねやに訊け : 近江商人山本徳次語録 山本徳次著 毎日新聞社 2003.10 100113062 588.36||Ya

失われた時を求めて 上
マルセル・プルースト著/鈴木道彦編
訳 集英社 1992.6 110008473 953||Pr||1

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

お菓子好きのためのパリ1週間の過ごし方 : 暮らす
ように楽しむParis 小林かなえ著 文化出版局 2000.2 110056262 590||Ko

フランスの地方で巡り逢ったパンとお菓子の本格
派レシピ 藤森二郎著 旭屋出版 1999.12 110056238 590||Fu

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

洋菓子天国Kobe(カラーブックス:745) 村上和子著 保育社 1987.12 110033372 596.6||Mu

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

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

イチゴの絵本(そだててあそぼう:14) 木村雅行編/杉田比呂美絵 農山漁村文化協会 1999.4 100105310 610.8||So||14
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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

ももくりチョコレートのあそび : 遊びのお菓子大
列車(かこさとしあそびの大惑星:7) かこさとし絵と文 農山漁村文化協会 1991.12 100105696 781.9||Ka||17

パイがふたつあったおはなし(ピーターラビットの
絵本:19)

ビアトリクス・ポターさく・え/いし
いももこやく 福音館書店 2002.10 100114044 909.3||Po||19

シュガータイム(中公文庫) 小川洋子著 中央公論社 1994.4 500000553 B913.6||Oga

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

村は大きなパイつくり ヘレン・クレスウェル作/猪熊葉子訳 岩波書店 1970.7 100112310 909.3||Cr

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

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

パンやのくまさん(世界傑作絵本シリーズ. イギリ
スの絵本)

フィービとセルビ・ウォージントン
さく・え/まさきるりこやく 福音館書店 1987.5 100112136 909.3||Wo

ぼくのぱんわたしのぱん(かがくのとも傑作集:23) 神沢利子ぶん/林明子え 福音館書店 1981.9 100106242 376.08||Ka

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

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

イングランドー-ティーハウスをめぐる旅 小関由美著 文化出版局 1999.4 110040737 293.3||Oz
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むしばちゃんをやっつけろ!! : ママといっしょによ
むえほん(子どもの健康を考える絵本:1) 今西孝博構成・文/藤本四郎絵 偕成社 1982.5 100105570 909.3||Ke||1

パンケーキ&ホットケーキ : いちばんやさしい!い
ちばんおいしい! おおつぼほまれ [著] 日東書院本社 2010.11 100120964 596.23||Ot

いちばんやさしい!いちばんおいしい!ガレット&ク
レープ 三宅郁美 [著] 日東書院本社 2010.5 100120963 596.23||Mi

パンケーキのおはなし(ひかりのくに傑作絵本
集:16) 岸田衿子作/おおば比呂司絵 ひかりのくに 2002.1 100108018 909.3||Ki

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

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

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

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

トラのバターのパンケーキ : ババジくんのおはな
し(児童図書館・絵本の部屋)

H.バンナーマンさく/F.マルチェリー
ノえ/せなあいこやく 評論社 1998.10 100116580 909.3||Ba

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

アイスクリームの国(詩人が贈る絵本)

アントニー・バージェス[著]/ファル
ビオ・テスター絵/長田弘訳 みすず書房 2000.11 110050883 909.3||Bu

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

スワン家のほうへ 1(ちくま文庫. 失われた時を求
めて:1:第1篇) 筑摩書房 1992.9 110057252 B950||Pro||1
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プルーストの食卓 : 『失われた時を求めて』の味
わい

アンヌ・ボレル構成・文/アラン・サ
ンドランスレシピ/柴田都志子訳/マ
ルセル・プルースト引用原文/鈴木道
彦訳/ジャン= ベルナール・ノーダン 宝島社 1993.5 110008141 950.28||PR||Bo

舌の上のプルースト(気球の本) 木下長宏著 NTT出版 1996.11 110008590 950.28||PR||Ki

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

四季の銘菓ごよみ : 中村汀女句集 中村汀女著 女子栄養大学出版部 1985.9 110004944 588.36||Na

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

和菓子(プロ調理の基本 : 完全イラスト:13) 大阪あべの辻製菓専門学校編 同朋舎出版 1995.6 110001641 596.08||Pu||13

日本料理の甘味・デザート 遠藤十士夫,丸田明彦共著 柴田書店 1992.9 110033364 596.6||En

和菓子入門 淡交社 1979.4 110033380 596.6||Wa

今日庵菓子暦 千登三子著 淡交社 1988.10 110033376 596.6||Se

菓子(新・食品事典:10) 河野友美編 真珠書院 1991.6 110001457 596.03||Ko||10

お菓子の百科 柴崎勝弥著 光琳書院 1963.7 110038318 596.6||Sh19

菓子(改訂食品事典:8) 河野友美編 真珠書院 1974.10 110001479 596.03||Ko||8

アントルメ '93(ホテルとレストランの洋菓子研
究:1-5)

遠藤直彦 [ほか] 製作・監修/榊満文・
編集

モーリス・カンパニー/星雲
社 (発売) , 1991- 110033375 596.6||Sa
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入江麻木のお菓子とテーブル(Classy collection) 入江麻木著 光文社 1988.10 110033367 596.6||Ir

世界の食品 : いま日本で買える世界の一流品 チョ
コレートから三大珍味まで 食品産業新聞社 1990 110003955 588||Se

洋菓子 : フランス菓子・ドイツ菓子・ウィーン菓
子(プロ調理の基本 : 完全イラスト:7)

大阪あべの辻製菓専門学校, エコー
ル・キュリネール東京国立辻製菓専
門カレッジ編 同朋舎出版 1993.7 110050673 596.08||Pu||7

パリ・世紀末パノラマ館 : エッフェル塔からチョ
コレートまで 鹿島茂 [著]

角川春樹事務所/ハルキ・コ
ミュニケーション (発売) , 1996.4 110047997 235.06||Ka

美味礼讃 1(岩波文庫:赤-1179-1180, 6918-6923, 赤
(32)-524-1-2)

ブリアーサヴァラン著/関根秀雄, 戸
部松実訳 岩波書店 1967.8-1967.9 110057027 B950||Bri||1

美味礼讃 2(岩波文庫:赤-1179-1180, 6918-6923, 赤
(32)-524-1-2)

ブリアーサヴァラン著/関根秀雄, 戸
部松実訳 岩波書店 1967.8-1967.9 110057028 B950||Bri||2

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

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

おかしな話 : フランス菓子のエピソード 吉田菊次郎著 江ノ電沿線新聞社 1980.12 110033385 596.6||Yo

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(福音館文庫:S-33)

マーガレット・マーヒー著/石井桃子
訳/シャーリー・ヒューズ画 福音館書店 2004.8 500000707 B933.7||Mah

チョコレートの世界史 : 近代ヨーロッパが磨き上
げた褐色の宝石(中公新書:2088) 武田尚子著 中央公論新社 2010.12 500001084 S588||Ch||2088

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

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
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チョコレートものがたり 小椋三嘉著 東京創元社 2000.1 100102628 588.34||Og

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

砂糖(栄大選書) 足立己幸編 女子栄養大学出版部 1979.7 110038423 588.1||Sa

お菓子とおもちゃと化学 82(ポピュラーサイエン
ス) 古橋昭子著 裳華房 1995.5 110007258 404.08||Po||82

幼児の食べ物 : 四回食・おべんとう・おやつ(育
児・栄養ブックス:2) 女子栄養大学出版部 1968 110037994 599.3||J78

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

ぐりとぐら(こどものとも傑作集) なかがわりえこ文/おおむらゆりこ絵 福音館書店 1967.1 100104043 909.3||Na

ダ・ヴィンチ 24巻3号 通号275 リクルート 2017.3

月刊Moe 35巻3号 通号401 偕成社 2013.2
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