
【一般書】

書名 著者名 請求記号

おいしい日本地理 　ぷぇんすく∥原作 ２９１　プ

おにぎりの文化史 　横浜市歴史博物館∥監修 ３８３　オ

お雑煮マニアックス 　粕谷　浩子∥著 ３８３　カ

「県民性」がわかるおもしろ食の大事典 　ハイパープレス∥著 ３８３　ケ

海を渡ったスキヤキ 　グレン　サリバン∥著 ３８３　サ

食の地図 　岸　朝子∥監修 ３８３　シ

包丁侍舟木伝内 　陶　智子∥著 ３８３　ス

４７都道府県・伝統食百科 　成瀬　宇平∥著 ３８３　ナ

江戸っ子が好んだ日々の和食 　中江　克己∥著 ３８３　ナ

「和の食」全史 　永山　久夫∥著 ３８３　ナ

日本食の伝統文化とは何か 　橋本　直樹∥著 ３８３　ハ

ふりかけ 　熊谷　真菜∥著 ３８３　フ

４７都道府県・乾物／干物百科 　星名　桂治∥著 ３８３　ホ

家庭画報のお正月しきたりと料理 　 ３８６　カ

和食はなぜ美味しい 　巽　好幸∥著 ４５０　タ

アトピーっ子も安心の毎日ごはん 　渡辺　雅美∥著 ４９３　ワ

アトピーっ子の安心ごはん 　渡辺　雅美∥著 ４９３．９４　ワ

旬を食べる和食薬膳のすすめ 　武　鈴子∥著 ４９８　タ

からだに効く和の薬膳便利帳 　武　鈴子∥著 ４９８　タ

長生きしたけりゃ、今すぐ朝のパンをやめなさい。 　永山　久夫∥著 ４９８　ナ

ニッポンの長寿食 　栗原　毅∥監修 ４９８　ニ

のんで東北たべて東北 　杏耶∥著 ５９６　ア

有元葉子のご飯料理 　有元　葉子∥著 ５９６　ア

３６５日和のおかず 　岩崎　啓子∥著 ５９６　イ

和食イタリアン 　川上　文代∥著 ５９６　カ

伝えていきたい日本の味 　栗原　はるみ∥著 ５９６　ク

小鉢料理２１０ 　横井　清∥著 ５９６　コ

日本料理最新むきもののワザ 　島谷　宗宏∥著 ５９６　シ

みそ汁はおかずです 　瀬尾　幸子∥著 ５９６　セ

辰巳芳子のことば 　辰巳　芳子∥著 ５９６　タ

手づくりがおいしいニッポンの保存食 　 ５９６　テ
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書名 著者名 請求記号

具だくさんおにぎり 　中村　美穂∥著 ５９６　ナ

和の達人野崎洋光が教えるじつは知らない和食の常識 　野崎　洋光∥著 ５９６　ノ

いばらきのおかず 　服部　一景∥編著 ５９６　ハ

味噌汁専門店のおかず味噌汁１００ 　美噌元∥監修 ５９６　ミ

「水だし」って、すごい！ 　武蔵　裕子∥著 ５９６　ム

県民ごはん、作ってみました！ 　もぐら∥著 ５９６　モ

県民ごはん、作ってみました！　２ 　もぐら∥著 ５９６　モ　２

お米やま家のまんぷくごはん 　山崎　宏∥著 ５９６　ヤ

和食ｄｅワンプレートごはん 　麻生　怜菜∥ほか著 ５９６　ワ

和食の英語表現事典 　亀田　尚己∥著 ５９６　ワ

旅して見つけて、我が家の定番になった地方ごはん 　渡辺　あきこ∥著 ５９６　ワ

すごい！みそ汁 　小田　真規子∥著 ５９６．２１　オ

だしの研究 　山本　晴彦∥ほか著 ５９６．２１　ダ

お味噌知る。 　土井　善晴∥著 ５９６．２１　ド

ゆーママのあこがれ和食 　松本　有美∥著 ５９６．２１　マ

炊き込みごはん 　荒木　典子∥著 ５９６．３　ア

和のごはんもん 　飯田　知史∥著 ５９６．３　イ

おにぎりと味噌汁だけ 　表　洋子∥著 ５９６．３　オ

お米をおいしく食べる本 　 ５９６．３　オ

おにぎりの本 　おにぎり協会∥監修 ５９６．３　オ

ヴィーガン和食 　庄司　いずみ∥著 ５９６．３７　シ

おいしい雑草 　平谷　けいこ∥著 ６５７　ヒ

【児童書】

書名 著者名 請求記号

おくむらあやおふるさとの伝承料理　1～10 　奥村　彪生∥文 ３８３　オ 1～10

日本のごはん 　銀城　康子∥文 ３８３　ギ

ふるさとおもしろ食べもの百科　１～５ 　向笠　千恵子∥監修 ３８３　フ　1～5

昔の道具で郷土ごはん 　農文協∥編 ３８３　ム

和食のえほん 　江原　絢子∥監修 ３８３　ワ

イラストでわかる日本の伝統行事・行事食 　谷田貝　公昭∥第１部監修 ３８６　イ

ごはんだいすき！ 　足立　己幸∥ぶん ４９８　ア

ふしぎなカビ　オリゼー 　竹内　早希子∥著 ５８８　タ

はじめての和食えほん 春のごちそうつくろう 　柳原　尚之∥著 ５９６　ヤ
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書名 著者名 請求記号

はじめての和食えほん 夏のごちそうつくろう 　柳原　尚之∥著 ５９６　ヤ

はじめての和食えほん 秋のごちそうつくろう 　柳原　尚之∥著 ５９６　ヤ

はじめての和食えほん 冬のごちそうつくろう 　柳原　尚之∥著 ５９６　ヤ

どんぶりん 　新井　洋行∥作 Ｅ５　ア

ごはんごはん 　視覚デザイン研究所∥さく Ｅ５　ウ

おすしのずかん 　大森　裕子∥作 Ｅ５　オ

ごはんのにおい 　中川　ひろたか∥文 Ｅ５　オ

めんのずかん 　大森　裕子∥作 Ｅ５　オ

うめじいのたんじょうび 　かがくい　ひろし∥作 Ｅ５　カ

めんたべよう！ 　小西　英子∥さく Ｅ５　コ

てっかくん 　さとう　めぐみ∥作　絵 Ｅ５　サ

こっそりなっとう　おべんとうの巻 　さの　こうや∥さく　え Ｅ５　サ

なっとうくんのぼうけん 　笹　公人∥さく Ｅ５　タ

あ・さ・ご・は・ん！ 　武田　美穂∥作 Ｅ５　タ

おでんしゃ 　塚本　やすし∥作 Ｅ５　ツ

やきざかなののろい 　塚本　やすし∥作 Ｅ５　ツ

きりみ 　長嶋　祐成∥え　ぶん Ｅ５　ナ

みそしるをつくる 　高山　なおみ∥文 Ｅ５　ナ

おにぎりをつくる 　高山　なおみ∥文 Ｅ５　ナ

げんきいっぱいあさごはんのじゅつ 　のびこ∥絵 Ｅ５　ノ

ちらしずし 　はまの　ゆか∥作 Ｅ５　ハ

おもち 　彦坂　有紀∥さく Ｅ５　ヒ

ごはん 　平野　恵理子∥作 Ｅ５　ヒ

おむすびにんじゃのおいしいごはん 　本間　ちひろ∥作 Ｅ５　ホ

いろいろおすし 　山岡　ひかる∥作 Ｅ５　ヤ

いろいろごはん 　山岡　ひかる∥作 Ｅ５　ヤ

いろいろだんご 　山岡　ひかる∥作 Ｅ５　ヤ

あさごはんのたね 　アグリバトンプロジェクト∥原案 Ｅ６　コ

とらばあちゃんのうめしごと 　いちかわ　けいこ∥文 Ｅ６　タ

だいずさんちはだいかぞく 　まつくら　くみこ∥絵 Ｅ６　マ

まほうのおまめ 　松本　春野∥文　絵 Ｅ６　マ
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