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展 示 資 料 
 

 書名 著者名 出版者 出版年 資料 ID 請求記号 

 昭和の食(食の文化シンポジウム:'89) 
石毛直道, 小松左京, 

豊川裕之編 
ドメス出版 1989 221319C 383.8||I73 

 祝いの食文化(東京美術選書:61) 松下幸子著 東京美術 1991 135427C 383.8||Ma88 

 
日本の伝統食風土記(日経

YOUTURN:1994 年 8 月号別冊) 

日経事業出版社/小泉

武夫, 小檜山俊 監修 

日経事業出

版社 
1994 237324G 383.8||N73 

 
うちのご飯の 60 年 : 祖母・母・娘の

食卓 
阿古真理著 筑摩書房 2009 445344B 383.81||A38 

 江戸の献立(とんぼの本) 
福田浩, 松下幸子, 松

井今朝子著 
新潮社 2013 465604B 383.81||F74 

 錦絵が語る江戸の食 松下幸子著 遊子館 2009 452573G 383.81||Ma88 

 

郷土料理大図鑑 : ふるさとの味がい

っぱい! : 食べて学ぼう“地域の食文

化" 

向笠千恵子監修 : ワ

ン・ステップ編 
PHP研究所 2008 438027E 383.81||Mu25 

 
日本各地食べもの地図 : 食育資料 

東日本編 
帝国書院編集部著 帝国書院 2011 456285C 383.81||Te24||1 

 
日本各地食べもの地図 : 食育資料 

西日本編 
帝国書院編集部著 帝国書院 2011 456286B 383.81||Te24||2 

 食文化とおもてなし 山上徹著 学文社 2012 460937J 383.81||Y26 

 
くらしのこよみ : 七十二の季節と旬を

たのしむ歳時記 

うつくしいくらしかた研

究所編 
平凡社 2012 468286G 449.34||U96 

 

だしと日本人 : 生きていくための基

本食(おいしさの科学シリーズ : Νο

στιμο (ノスティモ):vol.4) 

 
エヌ・ティ

ー・エス 
2012 461607D 498.51||O33||4 

 
だしの秘密 : みえてきた日本人の嗜

好の原点(クッカリーサイエンス:002) 
河野一世著 建帛社 2009 452781A 588.6||Ko76 

 
しょうゆの不思議 : 世界を駆ける調

味料 改訂版 
東成社編集・制作 

日本醤油協

会 
2012 461038F 588.6||To71 

 カルピス社員のとっておきレシピ カルピス株式会社監修 池田書店 2011 454806A 596||C13 

 応用調味料の事典 
遠藤十士夫[ほか]著/

成瀬宇平監修 
柴田書店 2004 459159D 596||E59 

 
S&B社員のとっておき赤缶カレー粉

レシピ 

エスビー食品株式会社

監修 
池田書店 2012 464531G 596||E75 

 
S&Bスパイス&ハーブマスターの使い

こなしレシピ 

エスビー食品株式会社

スパイス&ハーブマスタ

ー著 

ソフトバンク

クリエイティ

ブ 

2012 464529E 596||E75 

 だしの本 藤村和夫著 ハート出版 1988 105401F 596||F63 

 自然流「だし」読本 船瀬俊介著 
農山漁村文

化協会 
1990 194967F 596||F89 



 
簡卖おかずでおいしい献立(組み合

わせ自由:1) 
久松育子料理 群羊社 1991 061605C 596||H76 

 大阪天神橋昆布問屋の昆布水レシピ 喜多條清光著 
メディアファ

クトリー 
2012 464431A 596||Ki65 

 
ミツカン社員のお酢レシピ : 毎日大

さじ 1 杯のお酢で、おいしく健康生活 
ミツカン監修 幻冬舎 2012 462681I 596||Mi64 

 
やせたい人のバランス献立(組み合

わせ自由) 
宗像伸子料理 群羊社 1991 061607J 596||Mu32 

 

1800kcal の健康献立 : 働き盛り育ち

盛りの元気を作る献立のたて方教え

ます 改訂新版 

村上祥子監修・献立作

成 

女子栄養大

学出版部 
2006 462065I 596||Mu43 

 大正・昭和初期の家庭料理の本 村上昭子編 砂書房 1995 246884B 596||Mu43 

 

しっかり食べよう「一汁三菜」 : 中村

学園の学生食堂<食育館>レシピ : 4

年間で 100 万食! 

中村学園大学・中村学

園大学短期大学部編 

丸善プラネ

ット/丸善出

版(発売) 

2012 463362I 596||N37 

 
1600kcal の健康献立 : 献立のたて

方教えます 改訂新版 
荻原悦子献立作成 

女子栄養大

学出版部 
2004 462064A 596||O25 

 
S&B本生生しょうがたっぷりレシピ :

チューブタイプだから簡卖便利! 

エスビー食品株式会社

監修 

ワニブック

ス 
2012 464535J 596||Sa99 

 
日本の行事料理 [正](タイムライフブ

ックス. 世界の料理) 

池田弥三郎[ほか]著/

タイムライフブックス編

集部編 

タイムライフ

ブックス 
1974 116978F 596||Se22||13 

 
日本の行事料理 別冊(タイムライフ

ブックス. 世界の料理) 

池田弥三郎[ほか]著/

タイムライフブックス編

集部編 

タイムライフ

ブックス 
1974 116979D 596||Se22||13 付 

 
ヤマキの秘伝めんつゆレシピ : 毎日

使える万能 110 品 
ヤマキ株式会社監修 

幻冬舎ルネ

ッサンス 
2012 464528G 596||Y28 

 土井勝 お正月料理 

土井勝/藤枝陸郎 [編

集]/藤尾勝治朗 [イラ

スト] 

土井勝料理

学校/食研 

(発売) 

1976 244357B 596.1||D83 

 
精進料理(駸々堂ユニコンカラー双

書:033) 
國分綾子著 駸々堂出版 1977 194940D 596.1||Ko45 

 
庖丁技術 : 割烹料理 : 野菜飾り切

り・精覚流むきもの図解 

日本料飲社交連合新

聞社 監修 

日本料飲社

交連合新聞

社 

1978 135958E 596.1||N71 

 

日本人のための昆布の本 : 健康の

源・アルカリ体質への転換(Kanki 

book:115) 

大石圭一, 原田武夫著 かんき出版 1977 062256H 596.1||O33 

 むきもの宝典 続 島根祺長著 第一出版 1961 116754F 596.1||Sh42 

 包丁入門 田中恒雄著 柴田書店 1973 116770H 596.1||Ta84 

 様式(定本日本料理) 主婦の友社編 主婦の友社 1977 096635F 596.1||Te23||4 



 
精進料理 : 大徳寺料理・瑞泉寺料

理・永平寺料理・総持寺料理 
津田忠男[ほか]著 

婦女界出版

社 
1976 105415F 596.1||Ts34 

 吉兆味ばなし [1] 湯木貞一著 
暮しの手帖

社 
1982 116775I 596.1||Y97||1 

 包丁軌範 (りょうりのしきたり) 1 阿部孤柳編著 
ジャパンア

ート社 
1984 135954B 596.21||A12||1 

 包丁軌範 (りょうりのしきたり) 2 阿部孤柳編著 
ジャパンア

ート社 
1984 135951H 596.21||A12||2 

 包丁軌範 (りょうりのしきたり) 3 阿部孤柳編著 
ジャパンア

ート社 
1984 135952F 596.21||A12||3 

 包丁軌範 (りょうりのしきたり) 4 阿部孤柳編著 
ジャパンア

ート社 
1984 135953D 596.21||A12||4 

 

料理物語/料理切形秘伝抄/料理献

立集/合類日用料理抄(江戸時代料

理本集成 : 翻刻:第 1 巻) 

 臨川書店 1978 116547A 596.21||E24||1 

 

三十六之鯉 : 秘傳 複製版(江戸時

代料理本集成 : 資料篇:第 2 帙. 料

理切形秘傳抄) 

 臨川書店 1977 116805D 596.21||E24||1-4 

 
料理早指单 複製版 二編(江戸時代

料理本集成 : 資料篇:第 3 帙) 
醍醐散人[著] 臨川書店 1978 116812G 596.21||E24||24-2 

 
精進料理素人庖丁 複製版 三編(江

戸時代料理本集成 : 資料篇:第 3帙) 
浅野高造[著] 臨川書店 1978 116787B 596.21||E24||37-3 

 そばつゆ・うどんだし 藤村和夫〔著〕 食品出版社 1981 198134A 596.21||F63 

 
いのちの食味 : 三井寺のおそうざい

精進料理 
福家俊明, 福家慶子著 戎光祥出版 2006 418955I 596.21||F73 

 イチバン親切な包丁の教科書 野崎洋光監修 新星出版社 2009 466430C 596.21||I13 

 むきもの全書 桑山祺瑞著 柴田書店 1976 135970D 596.21||Ku98 

 再現江戸時代料理 : 食養生講釈付 
松下幸子,榎木伊太郎

編集 
小学館 1993 205147I 596.21||Ma88 

 日本料理歳時大観 [1]傳承十二月 主婦の友社編 主婦の友社 1980 096639I 596.21||N71||1 

 
日本料理歳時大観 [4]茶饗 菓子十

二月 
主婦の友社編 主婦の友社 1980 096640B 596.21||N71||4 

 
うまさのサイエンス : 和食の味が変

わる! 

野崎洋光料理 : 山口

米子監修 

日本放送出

版協会 
2006 414833J 596.21||N98 

 
船の料理人が選ぶ和食の定番 : 和

英対訳 

商船三井船舶部著/商

船三井広報室編 
成山堂書店 1997 256895B 596.21||O73 

 
献立を豊かにする和菓子 12 カ月(プ

ロ調理師の実践講座:付録) 
 オリジン社 1994 237761G 596.21||P97||付 

 江戸のおかず帖 : 美味百二十選 島崎とみ子著 
女子栄養大

学出版部 
2004 414021E 596.21||Sh45 

 
はじめての和食(マイライフシリーズ

特集版:素敵ブックス 25) 
鈴木登紀子〔著〕 グラフ社 1991 232542A 596.21||Su96 



 四季の料理集 : 旬ノ素材が生きる 為後喜光著 

ジャパンク

ッキングセ

ンター 

1985 172008C 596.21||Ta81 

 
次世代に伝えたいいまに活きる伝統

料理 

笠原賀子監修/山田チ

ヨ, 松田トミ子編 
第一出版 2007 454123F 596.21||Y19 

 
和食 : 四季を楽しむ料理集(NHK き

ょうの料理) 
柳原一成著 

日本放送出

版協会 
1993 247152D 596.21||Y53 

 吉兆 [本体] 湯木貞一,入江泰吉著 保育社 1978 172015F 596.21||Y97||1 

 吉兆 解説 湯木貞一,入江泰吉著 保育社 1978 172016D 596.21||Y97||2 

 

ヘルシー&超時短!シーチキンレシピ : 

缶詰シェア日本一(ミニ Cook シリー

ズ) 

はごろもフーズ監修 
ワニブック

ス 
2012 464532E 596.3||H53 

 京都のお酢屋のお酢レシピ 
飯尾さとみ, 飯尾淳子

著 
アスキー 2007 464045E 596.3||I27 

 

小岩井ヨーグルトレシピ : 乳酸菌で

まろやかヘルシー!(ミニ Cookシリー

ズ) 

小岩井乳業株式会社

監修 

ワニブック

ス 
2012 464039A 596.3||Ko37 

 
おかめちゃんの栄養たっぷり納豆レ

シピ : 社員だけが知っている 75 品 

タカノフーズ株式会社

監修 

ワニブック

ス 
2012 464038B 596.3||Ta47 

 
内田悟のやさい塾 : 旬野菜の調理

技のすべて : 保存版 春夏 
内田悟著 

メディアファ

クトリー 
2012 466431B 596.37||U14 

 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 205640C 596.6||E59 

 優しい食卓 Vol. 26  

共立速記印

刷「優しい

食卓」出版

部 

2006 421701C 596.8||Y61 

 世界遺産検定公式ガイド 300 
世界遺産検定事務局

著 

世界遺産ア

カデミー/世

界遺産検定

事務局/毎

日コミュニ

ケーション

ズ (発売) 

2010 468282D 709||Se22 

 
はじめて学ぶ世界遺産 100 : 世界遺

産検定 3 級対応 

世界遺産検定事務局

著 

世界遺産ア

カデミー/世

界遺産検定

事務局/毎

日コミュニ

ケーション

ズ (発売) 

 

2010 468289B 709||Se22 



 
世界遺産検定公式過去問題集 2013

年度版 3 級 

世界遺産アカデミー/

世界遺産検定事務局

編著 

毎日コミュ

ニケーショ

ンズ 

2009 468374J 709||Se22||2013 

 
世界遺産検定公式過去問題集 2013

年度版 2・1 級 

世界遺産アカデミー/

世界遺産検定事務局

編著 

毎日コミュ

ニケーショ

ンズ 

2009 468373B 709||Se22||2013 

 

がんばらない！和食: 四季のおかず

レシピ 85 手早くおいしく、家族をいや

すごはんを作るプロのコツ 

伊藤睦美著 集英社 2003 375035D B||5942 

 新・和食の基本(SSCムック)  

SS コミュニ

ケーション

ズ 

2003 375097D B||5949 

 

和食がいちばん : 賢く作ると、なるほ

どおいしい!(Lee クリエイティブキッチ

ン) 

 集英社 2006 422749C B||7121 

★ 

やっぱり、和食かな。 : ラクに覚え

て、ラクに作れる、和食のバッチリル

ール 

行正り香著 文化出版局 2005 424487H B||7142 

 七十二候の料理帖 : くらしのこよみ 
うつくしいくらしかた研

究所編集 
平凡社 2013 468168B B||9013 

 

世界遺産 : オールカラー完全版 : 

歴史と大自然へのタイムトラベル 第

1 巻 ヨーロッパ 1(講談社+アルファ

文庫) 

講談社編/PPS通信社

写真 
講談社 2002 451861G R||266||1 

 

世界遺産 : オールカラー完全版 : 

歴史と大自然へのタイムトラベル 第

2 巻 ヨーロッパ 2(講談社+アルファ

文庫) 

講談社編/PPS通信社

写真 
講談社 2002 451862E R||266||2 

 

世界遺産 : オールカラー完全版 : 

歴史と大自然へのタイムトラベル 第

3 巻 アジア 1(講談社+アルファ文庫) 

講談社編/PPS通信社

写真 
講談社 2002 451863C R||266||3 

 

世界遺産 : オールカラー完全版 : 

歴史と大自然へのタイムトラベル 第

4 巻 アジア 2(講談社+アルファ文庫) 

講談社編/PPS通信社

写真 
講談社 2002 451864B R||266||4 

 

世界遺産 : オールカラー完全版 : 

歴史と大自然へのタイムトラベル 第

5巻 アメリカ大陸(講談社+アルファ文

庫) 

講談社編/PPS通信社

写真 
講談社 2002 451865J R||266||5 

 

世界遺産 : オールカラー完全版 : 

歴史と大自然へのタイムトラベル 第

6 巻 アフリカ大陸(講談社+アルファ

文庫) 

講談社編/PPS通信社

写真 
講談社 2002 451866H R||266||6 



 

世界遺産 : オールカラー完全版 : 

歴史と大自然へのタイムトラベル 第

7 巻 日本・オセアニア(講談社+アル

ファ文庫) 

講談社編/PPS通信社

写真 
講談社 2002 451867F R||266||7 

 雑誌 

 栄養と料理：74 巻 1 号  
女子栄養大

学出版部 
2008   

 家庭画報：55 巻 3 号  世界文化社 2012   

 きょうの料理 56 巻 9 号  
NHK サービ

スセンター 
2012   

 
暮しの手帖 別冊お正月の手帖 

2003 年版 
 

暮しの手帖

社 
2002   

 
暮しの手帖 別冊お正月の手帖 

2001 年版 
 

暮しの手帖

社 
2000   

 太陽：1568 号  平凡社 1982 404630H  

 別冊太陽：‘76 春  平凡社 1976 360007G  

 
★印は関屋図書館所蔵資料 

 

展示資料以外にも資料を所蔵しています。 

図書館ホームページより、ＯＰＡＣ（蔵書検索）で検索をしてみよう！ 

 


