
図書メシ(H30年7～8月展示資料リスト）

（※一般：大人向け　児童：子ども向け）
資料区分 書名 巻次 著者名 出版者 出版年
一般 天国のスープ 松田　美智子∥著 文芸春秋 2007.2
一般 食べる女 筒井／ともみ∥著 アクセス・パブリッシング 2004.3
一般 おいしい庭 筒井　ともみ∥著 光文社 2007.5
一般 ししゃも 仙川　環∥著 祥伝社 2007.7
一般 厨房ガール！ 井上　尚登∥著 角川書店 2007.9
一般 豚キムチにジンクスはあるのか 糸山　秋子∥著 マガジンハウス 2007.12
一般 禁断のパンダ 拓未　司∥著 宝島社 2008.1
一般 残るは食欲 阿川　佐和子∥著 マガジンハウス 2008.9
一般 アイスクリン強し 畠中　恵∥著 講談社 2008.1
一般 人情屋横丁 山本　一力∥〔著〕 角川春樹事務所 2008.12
一般 作家のおやつ コロナ　ブックス編集部∥編 平凡社 2009.1
一般 津軽百年食堂 森沢　明夫∥著 小学館 2009.3
一般 ひなた弁当 山本　甲士∥著 中央公論新社 2009.11
一般 シュガー＆スパイス 野中　柊∥著 角川書店 2009.1
一般 四十九日のレシピ 伊吹　有喜∥著 ポプラ社 2010.2
一般 蜜蜂のデザート 拓未　司∥著 宝島社 2008.12
一般 和菓子のアン 坂木　司∥著 光文社 2010.4
一般 ごはんのことばかり１００話とちょっと よしもと　ばなな∥著 朝日新聞出版 2009.12
一般 チーズと塩と豆と 角田　光代∥著 ホーム社 2010.1
一般 味を訪ねて 吉村　昭∥著 河出書房新社 2010.1
一般 文豪の食卓 宮本　徳蔵∥著 白水社 2010.1
一般 虹色の皿 拓未　司∥著 角川書店 2010.11
一般 佳代のキッチン 原　宏一∥著 祥伝社 2010.12
一般 バタをひとさじ、玉子を３コ 石井　好子∥著 河出書房新社 2011.3
一般 くいいじ 下巻 安野　モヨコ∥著 文芸春秋 2009.11
一般 パンプルムース氏のおすすめ料理 マイケル・ボンド∥著 東京創元社 1998.2
一般 つまみぐい文学食堂 柴田　元幸∥著 角川書店 2006.12
一般 日本の名随筆 別巻１９ 作品社 1992.9
一般 日本の名随筆 別巻３３ 作品社 1993.11
一般 トラブルクッキング 群／ようこ∥著 集英社 1995.5
一般 食べるのが好き飲むのも好き料理は嫌い 内館／牧子∥著 日本放送出版協会 2004.12
一般 それからはスープのことばかり考えて暮らした 吉田　篤弘∥著 暮しの手帖社 2006.8
一般 恋の病は食前に 拓未　司∥著 朝日新聞出版 2011.5
一般 恋はさじ加減 平　安寿子∥〔著〕 新潮社 2006.3
一般 カレーライフ 竹内／真∥著 集英社 2001.3
一般 パンになる夢 越智／典子∥作 パロル舎 2001.1
一般 彼女のこんだて帖 角田　光代∥著 ベターホーム出版局 2006.9
一般 鰻の寝床 内海／隆一郎∥著 光文社 1997.5
一般 泳ぐのに、安全でも適切でもありません 江国／香織∥著 ホーム社 2002.3
一般 号泣する準備はできていた 江国／香織∥著 新潮社 2003.11
一般 くいいじ 上巻 安野　モヨコ∥著 文芸春秋 2009.11
一般 名作の食卓 大本／泉∥著 角川学芸出版 2005.8
一般 作家の食卓 コロナ・ブックス編集部∥編 平凡社 2005.7
一般 宮沢賢治のお菓子な国 中野／由貴∥文 平凡社 1998.4
一般 宮沢賢治のレストラン 中野／由貴∥文 平凡社 1996.4
一般 キャベツ炒めに捧ぐ 井上　荒野∥〔著〕 角川春樹事務所 2011.9
一般 鬼平・梅安食物（くいもの）帳 池波／正太郎∥〔著〕 角川春樹事務所 1998.11
一般 こなもん屋馬子 田中　啓文∥著 実業之日本社 2011.1
一般 今日もごちそうさまでした 角田　光代∥著 アスペクト 2011.9
一般 シャーロック・ホームズとお食事を ジュリア　カールスン　ローゼンブラット∥共著 東京堂出版 2006.7
一般 夜鳴きめし屋 宇江佐　真理∥著 光文社 2012.3
一般 パンとスープとネコ日和 群　ようこ∥〔著〕 角川春樹事務所 2012.4
一般 かすてぃら さだ　まさし∥著 小学館 2012.4
一般 洋食屋から歩いて５分 片岡　義男∥著 東京書籍 2012.8
一般 卵のふわふわ 宇江佐／真理∥著 講談社 2004.7
一般 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 2013.1
一般 朝ごはん 川上　健一∥著 山梨日日新聞社 2013.2
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一般 木皿食堂 木皿　泉∥著 双葉社 2013.5
一般 弁当男子 池田  将友∥著 ＰＨＰ研究所 2013.11
一般 どぜう屋助七 河治  和香∥著 実業之日本社 2013.12
一般 京都ごはん日記 いしい  しんじ∥著 河出書房新社 2014.1
一般 ぷくぷく、お肉 赤瀬川 原平∥[ほか]著 河出書房新社 2014.2
一般 スープの国のお姫様 樋口  直哉∥著 小学館 2014.3
一般 お弁当。 阿川  佐和子∥〔ほか〕著 パルコエンタテインメント事業部 2013.9
一般 上野池之端鱗や繁盛記 西条  奈加∥著 新潮社 2014.3
一般 初恋料理教室 藤野  恵美∥著 ポプラ社 2014.6
一般 うどんの時間 山下  貴光∥著 文芸社 2014.6
一般 ずるずる、ラーメン 荒木 経惟∥[ほか]著 河出書房新社 2014.6
一般 まるまるの毬 西条  奈加∥著 講談社 2014.6
一般 鴨川食堂おかわり 柏井 壽∥著 小学館 2014.8
一般 荒野の胃袋 井上  荒野∥著 潮出版社 2014.9
一般 つやつや、ごはん 赤瀬川 原平∥[ほか]著 河出書房新社 2014.9
一般 居酒屋ぼったくり 2 秋川  滝美∥〔著〕 アルファポリス 2014.1
一般 ３時のアッコちゃん 柚木  麻子∥著 双葉社 2014.1
一般 ぐつぐつ、お鍋 阿川 佐和子∥[ほか]著 河出書房新社 2014.12
一般 そば 池波  正太郎∥〔ほか〕著 パルコエンタテインメント事業部 2014.12
一般 東京近江寮食堂 渡辺  淳子∥著 光文社 2015.3
一般 居酒屋ふじ 栗山  圭介∥著 講談社 2015.3
一般 出張料理・おりおり堂 卯月～長月 安田  依央∥著 中央公論新社 2015.3
一般 ぱっちり、朝ごはん 阿川 佐和子∥[ほか]著 河出書房新社 2015.4
一般 三人屋 原田  ひ香∥著 実業之日本社 2015.6
一般 放課後の厨房男子 秋川  滝美∥著 幻冬舎 2015.7
一般 アリスの国の不思議なお料理 ジョン  フィッシャー∥著 河出書房新社 2015.6
一般 食堂のおばちゃん 山口  恵以子∥〔著〕 角川春樹事務所 2015.8
一般 女神めし 原  宏一∥著 祥伝社 2015.9
一般 出張料理・おりおり堂 神無月～弥生 安田  依央∥著 中央公論新社 2015.9
一般 カフェ、はじめます 岸本  葉子∥著 中央公論新社 2015.9
一般 マカン・マラン 古内  一絵∥著 中央公論新社 2015.11
一般 おなかがすいたハラペコだ。 椎名  誠∥著 新日本出版社 2015.12
一般 キッチン戦争 樋口  直哉∥著 講談社 2015.12
一般 西洋菓子店プティ・フール 千早  茜∥著 文芸春秋 2016.2
一般 完本檀流クッキング 檀  一雄∥著 集英社 2016.3
一般 太陽のパスタ、豆のスープ 宮下　奈都∥著 集英社 2010.1
一般 よく食べ、よく寝て、よく生きる 水木  しげる∥著 文芸春秋 2016.5
一般 恋するハンバーグ 山口  恵以子∥〔著〕 角川春樹事務所 2016.7
一般 旅の食卓 池内  紀∥著 亜紀書房 2016.8
一般 鴨川食堂 柏井 壽∥著 小学館 2013.11
一般 文学ご馳走帖 野瀬  泰申∥著 幻冬舎 2016.9
一般 放課後の厨房男子 〔２〕 秋川  滝美∥著 幻冬舎 2016.1
一般 作家のお菓子 コロナ  ブックス編集部∥編 平凡社 2016.11
一般 今日のハチミツ、あしたの私 寺地  はるな∥〔著〕 角川春樹事務所 2017.3
一般 江戸前 通の歳時記 池波 正太郎∥著 集英社 2017.3
一般 踊れぬ天使 原 宏一∥著 祥伝社 2017.5
一般 箸もてば 石田 千∥著 新講社 2017.5
一般 うなぎ女子 加藤 元∥著 光文社 2017.7
一般 ランチ酒 原田 ひ香∥著 祥伝社 2017.11
一般 きまぐれな夜食カフェ 古内 一絵∥著 中央公論新社 2017.11
一般 かもめ食堂 群／ようこ∥著 幻冬舎 2006.1
一般 巷の美食家 開高 健∥著 角川春樹事務所 2017.12
一般 つむじ風食堂の夜 吉田／篤弘∥著 筑摩書房 2005.11
一般 ジョゼと虎と魚たち 田辺　聖子∥〔著〕 角川書店 1987.1
一般 八朔の雪 高田　郁∥著 角川春樹事務所 2009.5
一般 花散らしの雨 高田　郁∥著 角川春樹事務所 2009.1
一般 想い雲 高田　郁∥著 角川春樹事務所 2010.3
一般 グリーン・ティーは裏切らない ローラ・チャイルズ∥著 ランダムハウス講談社 2006.4
一般 アール・グレイと消えた首飾り ローラ　チャイルズ∥著 ランダムハウス講談社 2006.12
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一般 ちょんまげぷりん 荒木　源∥著 小学館 2010.2
一般 ちょんまげぷりん 2 荒木　源∥著 小学館 2010.8
一般 キッチン 吉本　ばなな∥〔著〕 角川書店 1998.6
一般 真夜中のパン屋さん 大沼　紀子∥〔著〕 ポプラ社 2011.6
一般 ラ・パティスリー 上田　早夕里∥著 角川春樹事務所 2010.5
一般 菓子フェスの庭 上田　早夕里∥著 角川春樹事務所 2011.12
一般 真夜中のパン屋さん 〔２〕 大沼　紀子∥〔著〕 ポプラ社 2012.2
一般 食堂つばめ 矢崎　存美∥著 角川春樹事務所 2013.5
一般 食堂つばめ 2 矢崎  存美∥著 角川春樹事務所 2013.11
一般 給食のおにいさん 遠藤  彩見∥〔著〕 幻冬舎 2013.1
一般 給食のおにいさん 進級 遠藤  彩見∥〔著〕 幻冬舎 2014.4
一般 食堂つばめ 3 矢崎  存美∥著 角川春樹事務所 2014.5
一般 給食のおにいさん 卒業 遠藤  彩見∥〔著〕 幻冬舎 2014.8
一般 夢みるレシピ 有間  カオル∥著 角川春樹事務所 2014.12
一般 最後の晩ごはん 〔２〕 椹野  道流∥〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2015.1
一般 隠密味見方同心 1 風野  真知雄∥〔著〕 講談社 2015.2
一般 隠密味見方同心 2 風野  真知雄∥〔著〕 講談社 2015.3
一般 最後の晩ごはん 〔３〕 椹野  道流∥〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2015.4
一般 スープのささやき 有間  カオル∥著 角川春樹事務所 2015.9
一般 完食！ 西村  健∥〔著〕 講談社 2015.9
一般 ケーキ王子の名推理（スペシャリテ） 七月  隆文∥著 新潮社 2015.11
一般 カレーライスの唄 阿川  弘之∥著 筑摩書房 2016.4
一般 菜の花食堂のささやかな事件簿 碧野  圭∥著 大和書房 2016.2
一般 ハレのヒ食堂の朝ごはん 成田  名璃子∥著 角川春樹事務所 2016.5
一般 キッチン・ミクリヤの魔法の料理 吉田  安寿∥著 双葉社 2016.6
一般 路地裏のほたる食堂 大沼  紀子∥著 講談社 2016.11
一般 懐かしい食堂あります 似鳥  航一∥〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2016.12
一般 キッチン・ミクリヤの魔法の料理 2 吉田  安寿∥著 双葉社 2017.2
一般 ケーキ王子の名推理(スペシャリテ) 2 七月 隆文∥著 新潮社 2017.4
一般 懐かしい食堂あります [2] 似鳥 航一∥[著] KADOKAWA 2017.6
一般 トラットリア・ラファーノ 上田 早夕里∥著 角川春樹事務所 2017.12
一般 ダージリンは死を招く 1 ローラ・チャイルズ∥著 ランダムハウス講談社 2005.9
一般 児童文学キッチン 小林　深雪∥文 講談社 2012.2
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