
書名 著者名 出版者名 出版年 資料コード

ビスケットとクッキーの歴史物語 アナスタシア・エドワーズ／著 原書房 2019.12 8135148029 383.8 ｴ

どうぶつたちの給食時間 並木 美砂子／著 旅するミシン店 2017.8 8134838240 480.7 ナ

10代から知っておきたい摂食障害 西園マーハ文／監修 保育社 2022.1 8135379071 493.74 ｼﾞ

水の教科書 藤田 紘一郎／著 海竜社 2018.11 8135000155 498.3 フ

美食のサピエンス史 ジョン・アレン／著 羊土社 2020.1 8135230226 498.5 ｱ

食生活パーフェクトブック 上西 一弘／監修 少年写真新聞社 2019.7 8135088207 498.5 シ

正しい目玉焼きの作り方 森下 えみこ／イラスト 河出書房新社 2016.12 8134806891 590 タ

にっぽんのインドカレー 塚本 善重／著 東京ニュース通信社 2021.5 8135312205 596 ﾂ

家族の味 平野 レミ／著 ポプラ社 2021.3 8135288075 596 ﾋ

日本一の給食レシピ 松丸 奨／著 講談社 2014.9 8134525863 596 ﾏ

うまい鍋BEST100 渡辺 あきこ／著 主婦と生活社 2007.11 8141186114 596 ワ

お魚とお寿司のナイショ話 岡本 浩之／[著] 朝日新聞出版 2021.2 8135308866 596.2 ｵ

まんぷくみそ汁 堤 人美／著 宝島社 2018.9 8134977217 596.2 ツ

おにぎりの本 おにぎり協会／監修 辰巳出版 2019.12 8135371458 596.3 ｵ

焼きそば 満留 邦子／著 成美堂出版 2017.7 8134809605 596.3 ミ

中高生のお弁当 主婦の友社 2007.1 8141180110 596.4 チ

アイシングクッキーでつくるかわいい動物や物語りクッキー100 bougiee／著 エムディエヌコーポレーション 2014.12 8134528480 596.6 ｱ

キッチンへおいでよ 小林深雪/著 講談社 1993.1 8131387280 596.6 コ

おやじのおやつ 田沢 竜次／著 朝日新聞出版 2008.1 8133705034 596.6 タ

日本百銘菓 中尾 隆之／著 NHK出版 2018.7 8135012147 596.6 ナ

きほんの手作りパン 藤田 千秋／著 学研プラス 2015.11 8134882712 596.6 フ

はじめてのテーブルマナー 松本 繁美／指導 主婦の友社 2006.9 8133203140 596.8 ハ

イチゴ 藤田 智／著 NHK出版 2020.9 8135223197 626.2 ﾌ

きのこ図鑑 牛島 秀爾／著 つり人社 2021.11 8135353638 657.8 ｳ

部活めし! 村田 裕子／監修・料理 オレンジページ 2020.8 8135212470 780.1 ﾑ

いつか記憶からこぼれおちるとしても 江国 香織／著 朝日新聞社 2002.11 8132297393 913.6 エク

食堂かたつむり 小川 糸／著 ポプラ社 2008.1 8133725879 913.6 オガ

新選組の料理人 門井 慶喜／著 光文社 2018.5 8134974510 913.6 カド

タルト・タタンの夢 近藤 史恵／著 東京創元社 2007.1 8133522689 913.6 コン

坂木司リクエスト!和菓子のアンソロジー 小川 一水／著 光文社 2014.6 8134701657 913.6 ｻｶ

銀河食堂の夜 さだ まさし／著 幻冬舎 2018.9 8135006444 913.6 サダ

カレーライス 重松 清／著 新潮社 2020.7 8135350289 913.6 ｼｹﾞ

戸村飯店青春100連発 瀬尾 まいこ／作 理論社 2008.3 8133634504 913.6 セオ

タスキメシ 額賀 澪／著 小学館 2015.11 8134777216 913.6 ヌカ

アイスクリン強し 畠中 恵/著 講談社 2008.1 8133721421 913.6 ハタ

ベルリンは晴れているか 深緑 野分／著 筑摩書房 2018.9 8135027847 913.6 フカ

風味[さんじゅうまる] まはら 三桃／著 講談社 2014.9 8134777421 913.6 マハ

注文の多い料理店 宮沢 賢治/〔著〕 角川書店 1990.6 8141200563 913.6 ミヤ

チョコレート・マウンテンに沈む夕日 スーザン・エルダーキン／著 中央公論新社 2006.12 8133358045 933.7 エ

ドルチェには恋を添えて アンソニー・カペラ／著 ヴィレッジブックス 2006.12 8133305284 933.7 カ

路地裏のほたる食堂[1] 大沼 紀子／著 講談社 2016.11 8134930604 G936 オ/A

チョコレート戦争 大石 真／作 理論社 1994.1 8320164021 J913 オ

＊ティーンズコーナーテーマ展示＊　おいしい本棚

秋といったら食欲の秋。おいしそうな食べものが登場する本を集めました！

請求記号


