
【一般書】

書名 著者名 請求記号

おしゃれなラッピングレッスン 　宮岡　宏会∥監修・制作 ３８５　オ

ガーリーラッピングレッスン 　 ３８５　ガ

リボン＆ペーパーギフトのためのラッピング 　長谷　良子∥著 ３８５　ハ

和風ラッピング・レッスン 　長谷　恵∥著 ３８５　ハ

フードラッピング 　福田　里香∥ラッピングと料理 ３８５　フ

大人かわいいラッピング 　宮岡　宏会∥著 ３８５　ミ

ラッピング・バイブル 　ラッピング協会∥編 ３８５　ラ

ラッピングのきほん事典 　宮田　真由美∥監修 ３８５　ラ

アレルギーでも食べられるしあわせケーキ 　柴田書店∥著 ５９６　ア

　あまくておいしい！砂糖を使わないケーキと焼
き菓子

　大高　恒夫∥監修 ５９６　ア

はじめてのナチュラルスイーツ 　石橋　かおり∥著 ５９６　イ

　アレルギーだっておいしく食べたい！ハッピー
スイーツ

　石田　佳子∥著 ５９６　イ

絵柄入りでつくるアイスボックスクッキー 　イトウ　ユカ∥著 ５９６　イ

プレゼント・チョコスイーツ 　飯塚　有紀子∥著 ５９６　イ

ねこねこキッチン 　稲熊　由夏∥著 ５９６　イ

　ノンオイル、ノンバターの茨木さんちのおいし
いお菓子

　茨木　くみ子∥著 ５９６　イ

男子スイーツＲＥＣＩＰＥ 　石橋　かおり∥著 ５９６　イ

ちょっと和風の焼き菓子レシピ 　稲田　多佳子∥著 ５９６　イ

　バター、オイルなしでもこんなにおいしいふと
らないお菓子　ｐａｒｔ２

　茨木　くみ子∥著 ５９６　イ　２

　たっきーママの混ぜて入れるだけのかんたん可
愛いスイーツの本

　奥田　和美∥著 ５９６　オ

おいしいプリン 　福田　淳子∥著 ５９６　オ

贈るスイーツ 　 ５９６　オ

何度も作りたくなるお菓子の基本 　荻田　尚子∥著 ５９６　オ

おかしでつくるデコアート手づくりレシピブック 　明治∥監修 ５９６　オ

　飛田和緒さんが習ったとびきりおいしいママの
お菓子

　小黒　きみえ∥先生 ５９６　オ

ホットケーキミックスのお菓子スペシャル！ 　大森　いく子∥著 ５９６　オ

　卵、牛乳、白砂糖、小麦粉なし。でも「ちゃん
とおいしい」しあわせお菓子

　岡村　淑子∥著 ５９６　オ

カップケーキパーフェクトブック 　加藤　千恵∥著 ５９６　カ

ラブリー！ハッピー！贈るお菓子 　加藤　千恵∥著 ５９６　カ

子どもが喜ぶ！ハッピー・イベントクッキング 　葛　恵子∥著 ５９６　カ

キュートなガールズチョコ 　 ５９６　キ
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書名 著者名 請求記号

物語や絵本のお菓子ティータイムレシピ 　北野　佐久子∥著 ５９６　キ

まいにちのお菓子 　桑原　奈津子∥著 ５９６　ク

失敗しない！チョコレート菓子のテクニック 　熊谷　裕子∥著 ５９６　ク

塩スイーツ 　熊谷　真由美∥著 ５９６　ク

全プロセスつき！おいしいお菓子 　検見崎　聡美∥著 ５９６　ケ

なめらかプリンふるふるゼリーふわふわムース 　越野　ゆうこ∥著 ５９６　コ

生ドーナツと焼きドーナツ 　Ｓａｃｈｉ∥著 ５９６　サ

バナナのお菓子 　坂田　阿希子∥著 ５９６　サ

茶スイーツ 　信太　康代∥著 ５９６　シ

ざくざく焼き菓子 　真藤　舞衣子∥著 ５９６　シ

タルト大好き！ 　島本　薫∥著 ５９６　シ

おいしい！かわいい！楽しい！「デコクッキー」 　下迫　綾美∥著 ５９６　シ

チョコケーキとクッキー、生チョコレートの本 　下迫　綾美∥著 ５９６　シ

１００％米粉のパン＆お菓子 　陣田　靖子∥著 ５９６　ジ

　上新粉・玄米粉でできる米粉１００％のもっち
りパン＆しっとりスイーツ

　陣田　靖子∥著 ５９６　ジ

Ｊｕｎｋｏさんのデコ〓蒸しケーキ 　Ｊｕｎｋｏ∥著 ５９６　ジ

デコ★ロールもっと作っちゃお！キャラ＆動物編 　Ｊｕｎｋｏ∥著 ５９６　ジ

１００％米粉のパン＆お菓子　２ 　陣田　靖子∥著 ５９６　ジ　２

小さなシフォンケーキの本 　鈴木　理恵子∥著 ５９６　ス

豆腐でつくるヘルシースイーツ 　鈴木　理恵子∥著 ５９６　ス

子どもと食べたい時短おやつ 　菅野　のな∥著 ５９６　ス

豆乳でおいしいスイーツ 　舘野　鏡子∥著 ５９６　タ

おから、豆腐、豆乳、野菜のお菓子 　高橋　典子∥著 ５９６　タ

しっとり、ふわふわ小さな焼き菓子 　高橋　教子∥著 ５９６　タ

お絵かきスイーツ 　ちば　たかこ∥著 ５９６　チ

　板チョコで作る土屋公二の本格チョコレート
ブック

　土屋　公二∥著 ５９６　ツ

かわいいチョコレートのお菓子 　寺西　恵里子∥著 ５９６　テ

はじめてでもおいしくできる！基本のお菓子８７選 　食のスタジオ∥編 ５９６　ハ

はじめてさんのかんたんスイーツ 　 ５９６　ハ

ちびスイーツ 　福田　淳子∥著 ５９６　フ

　バターなしだからすぐできる“大人かわいい”
お菓子のレシピ

　宮代　眞弓∥著 ５９６　ミ

お菓子の教科書ビギナーズ 　矢崎　美月代∥著 ５９６　ヤ

フォンデュ・レシピ 　八木　美恵子∥著 ５９６　ヤ

はじめてのチョコレート 　柳瀬　久美子∥著 ５９６　ヤ
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バターを使わないパウンドケーキ 　吉川　文子∥著 ５９６　ヨ

はちみつスイーツ 　若山　曜子∥著 ５９６　ワ

　板チョコ１枚から作るかわいいチョコレートの
お菓子

　若山　曜子∥著 ５９６　ワ

【児童書】

書名 著者名 請求記号

チョコレートだいすき 　 ５００　シ

チョコレートの大研究 　日本チョコレート・ココア協会∥監修 ５００　タ

みんなだいすき！チョコレート 　古谷野　哲夫∥監修 ５００　ド

大研究！チョコレートって楽しい！ 　小川  京美∥漫画 ５００　マ

ジャッキーのおかしブック 　あいはら　ひろゆき∥監修 ５９６　ア

冬のスイーツ 　大森　いく子∥著 ５９６　オ

とっておきの日のスイーツ 　大森　いく子∥著 ５９６　オ

野菜で食育！おいしいスイーツ　４ 　柿沢　安耶∥監修・著 ５９６　カ　４

しずくちゃんおやつクッキング 　ぎぼ　りつこ∥作　絵 ５９６　ギ

はじめてのお菓子レッスンＢＯＯＫ 　阪下　千恵∥著 ５９６　サ

　楽しく作って、おいしく食べよ！だいすき〓お
やつ

　阪下　千恵∥著 ５９６　サ

季節の１０分スイーツ 　しらいし　やすこ∥著 ５９６　シ

小学生のチョコレートのおやつマジック 　村上　祥子∥料理製作・監修 ５９６　シ

いつものおやつ★デコ 　Ｊｕｎｋｏ∥作 ５９６　ジ

ちびまる子ちゃんの手作り教室 　さくら　ももこ∥キャラクター原作 ５９６　チ

はじめての焼き菓子 　寺西　恵里子∥著 ５９６　テ

はじめてのおやつ 　寺西　恵里子∥著 ５９６　テ

はじめてのチョコレート 　寺西　恵里子∥著 ５９６　テ

　はじめてでもかんたん！アイデア料理びっくり
スイーツ

　寺西　恵里子∥作 ５９６　テ

　かんたん１５分！火も包丁も使わない魔法のレ
シピ　２，３

　寺西　恵里子∥作 ５９６　テ ２，３

ミラクルかんたん！スイーツマジック　４ 　寺西　恵里子∥作 ５９６　テ　４

手づくり大好きさんの料理・お菓子大百科　５ 　 ５９６　テ　５

はじめてでもかんたん！スイーツ 　中津川　かおり∥著 ５９６　ナ

くふうが楽しいいろいろ焼き菓子 　宮沢　うらら∥著 ５９６　ミ

贈ってうれしいチョコレートスイーツ 　宮沢　うらら∥著 ５９６　ミ

夢の名作レシピ　１～３ 　星谷　菜々∥監修 ５９６　ユ １～３

今日からわたしは一流シェフ　４ 　米原　ゆり∥著 ５９６　ヨ　４

ルルとララの手作りＳｗｅｅｔｓ　冬のお菓子 　あんびる　やすこ∥監修 ５９６　ル
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ルルとララのかわいいデザートレシピ 　あんびる　やすこ∥監修 ５９６　ル

すがたをかえるたべものしゃしんえほん　１０ 　宮崎　祥子∥構成　文 ６１９　ミ　１０

ルルとララのチョコレート 　あんびる　やすこ∥作　絵 ９１３　ア

わかったさんのクッキー 　寺村　輝夫∥作 ９１３　テ

かいけつゾロリのチョコレートじょう 　原　ゆたか∥さく・え ９１３　ハ

ショコラとコロンおかしの家のいたずらクッキー 　ふくざわ　ゆみこ∥作　絵 ９１３　フ

ショコラとコロンおかしの家のパンケーキ 　ふくざわ　ゆみこ∥作　絵 ９１３　フ

チョコレートと青い空 　堀米　薫∥作 ９１３　ホ

モテモテおばけチョコレート〓 　むらい　かよ∥著 ９１３　ム

給食室の日曜日 　村上　しいこ∥作 ９１３　ム　１４

おばけのバケロンおばけクッキーをつくろう！ 　もとした　いづみ∥作 ９１３　モ

【E　絵本】

書名 著者名 請求記号

チョコたろう 　森　絵都∥ぶん Ｅ５　ア

おさるのパティシエ 　サトシン∥作 Ｅ５　ナ

チョコレートがおいしいわけ 　はんだ　のどか∥作 Ｅ５　ハ

チョコレート屋のねこ 　スー　ステイントン∥文 Ｅ５　モ

チョコだるま 　真珠　まりこ∥作 Ｅ９　シ

ぎょうれつのできるチョコレートやさん 　ふくざわ　ゆみこ∥さく Ｅ９　フ
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