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パンケーキの歴史物語 ケン・アルバーラ／著 原書房 2013 8134393002
お菓子でたどるフランス史 池上 俊一／著 岩波書店 2013 8134394082
パイの歴史物語 ジャネット・クラークソン／著 原書房 2013 8134327197
ケーキの歴史物語 ニコラ・ハンブル／著 原書房 2012 8134262539
ドーナツの歴史物語 ヘザー・デランシー・ハンウィック／著 原書房 2015 8134620835
キャンディと砂糖菓子の歴史物語 ローラ・メイソン／著 原書房 2018 8134957260
チョコレートの歴史物語 サラ・モス／著 原書房 2013 8134387604
アイスクリームの歴史物語 ローラ・ワイス／著 原書房 2012 8134262520
低糖質スイーツ 日高 宣博／著 誠文堂新光社 2013 8134383552
高齢者につくってあげたいスイーツレシピ 代居 真知子／著 誠文堂新光社 2015 8134576942
王のパティシエ ピエール・リエナール／著 白水社 2010 8133982230
レストラン・パティシエールの働き方 中村 樹里子／著 誠文堂新光社 2016 8134968423
チョコレートの科学 Stephen T.Beckett／著 光琳 2007 8133447726
「ポッキー」はなぜフランス人に愛されるのか? 三田村 蕗子／著 日本実業出版社 2015 8134564324
チョコレート モート・ローゼンブラム/著 河出書房新社 2009 8133828910
パンケーキ・ママの週末はパンケーキの日 阿多 笑子／著 日東書院本社 2007 8133476773
ショコラの愉しみ ジャン=ポール・エヴァン／著 メディアファクトリー 2007 8133522007
I LOVEマカロン 荻田 尚子／著 主婦と生活社 2006 8133248188
おいしいスイーツの事典 成美堂出版編集部／編 成美堂出版 2008 8133506863
かわいいチョコの手づくりレシピ 大森 いく子／著 大泉書店 2005 8133006445
ビスコッティ、ブラウニー、ニューヨークチーズケーキ おおつぼ ほまれ／著 文化出版局 2009 8133844350
フランス菓子図鑑 大森 由紀子／著 世界文化社 2013 8134371453
お菓子でつくる素敵なおうち 川村 武人/著 サンマーク出版 2008 8133748149
カヌレ 熊谷 真由美／著 日東書院本社 2016 8134712150
おやつ教本 坂田 阿希子／著 東京書籍 2015 8134580168
英国の郷土菓子 砂古 玉緒／著 講談社 2017 8134856374
鉱物のお菓子 さとう かよこ／著 玄光社 2017 8134862157
マシュマロスイーツ 下迫 綾美／著 主婦の友社 2015 8134611738
おいしい豆腐スイーツ 鈴木 理恵子／著 誠文堂新光社 2013 8134371444
おうちで台湾スイーツ 谷口 ももよ／著 洋泉社 2015 8134593952
佐和子のタイ・スイーツ 山本 佐和子／料理 愛育社 2005 8132991843
チョコレートにとって基本的なこと ル・コルドン・ブルー／著 柴田書店 2010 8133984905
おうちでスイーツ 鳥居 満智栄／著 池田書店 2008 8133724423
はじめてでもかわいく作れるアイシングクッキーアイディア帳136 小倉 千紘／著 主婦の友社 2014 8134420880
世界の郷土菓子 郷土菓子研究社・林周作／著 河出書房新社 2017 8134787357
Pâtissier － 柴田書店 2018 8134976686
100%チョコレートカフェ・コンプリートブック1 小石 幸子／取材・文 「100%チョコレートカフェ・コンプリートブック」制作委員会 2007 8133320253
100%チョコレートカフェ・コンプリートブック2 秋山 由佳里／取材・文 「100%チョコレートカフェ・コンプリートブック」制作委員会 2007 8133320262
100%チョコレートカフェ・コンプリートブック3 野澤 幸代／取材・文 「100%チョコレートカフェ・コンプリートブック」制作委員会 2007 8133320271
100%チョコレートカフェ・コンプリートブック4 岩屋 千尋／取材・文 「100%チョコレートカフェ・コンプリートブック」制作委員会 2007 8133320280
フランス、ベルギーショコラを巡る旅 － ネコ・パブリッシング 2005 8133048599
いかさまお菓子の本 クリスティン・マッコーネル／著 国書刊行会 2017 8134886032
チョコレートとラッピング 松田 万里子／料理指導 パッチワーク通信社 2004 8132578590
カカオとチョコレートのサイエンス・ロマン 佐藤 清隆／著 幸書房 2011 8134210111
人気デパ地下“スイーツ”パッケージ図鑑 日経デザイン／[編] 日経BP社 2014 8134500425
作家のお菓子 コロナ・ブックス編集部／編 平凡社 2016 8134740664
アイスクリン強し 畠中 恵/著 講談社 2008 8133721421
アラジンとお菓子 ムナ・サルーム／著 東洋出版 2017 8134888260
ケーキやけました 彦坂 有紀／作 講談社 2015 8134770538
世界一のパティシエになる! 輔老 心／著 岩崎書店 2015 8134562633
チョコレート物語 佐和 みずえ／著 くもん出版 2018 8134902824
イチからつくるチョコレート APLA／編 農山漁村文化協会 2018 8134896502
チョコレートだいすき 大西 寿／監修 ひさかたチャイルド 2009 8133798721
チョコレート戦争 大石 真／作 理論社 1979 8130253246
チョコレートと青い空 堀米 薫／作 そうえん社 2011 8134262047
アーモンド入りチョコレートのワルツ 森 絵都／作 講談社 1996 8130678158
負けないパティシエガール ジョーン・バウアー／著 小学館 2013 8134405293

司書のおすすめ本（２月）「ようこそ！スイーツの世界へ」
　　チョコレートやケーキなど、あまーいスイーツの本をたくさん集めました♪　　　　（展示期間：1/26～2/21）


