
そばvsうどん 中央館
2018年11月～12月展示

資料区分 書名 巻次 著者名 出版者 出版年
一般 蕎麦全書伝 日新舎　友蕎子∥著 ハート出版 2007
一般 そば屋翁 高橋　邦弘∥著 文芸春秋 2002
一般 そば打ち教本 全麺協∥編 柴田書店 2014
一般 ご当地「駅そば」劇場 鈴木　弘毅∥著 交通新聞社 2011
一般 そば打ちの哲学 石川　文康∥著 筑摩書房 2013
一般 そば丸ごと百珍 平出　美穂子∥著 歴史春秋出版 2011
一般 風流　江戸の蕎麦 鈴木　健一∥著 中央公論新社 2011

一般 春夏秋冬餅レシピ 斎藤　宗厚∥〔著〕 トランスワールドジャ
パン 2009

一般 古伊万里蕎麦猪口・酒器
１０００

中島／由美∥責任編集 講談社 2002

一般 殺したい蕎麦屋 椎名  誠∥著 新潮社 2013
一般 蕎麦ざんまい 山平  健二∥著 文芸社 2016

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

一般 手打ちうどんの作り方 蓮見　寿∥監修 日東書院本社 2008
一般 蕎麦屋になりたい 金久保／茂樹∥〔著〕 祥伝社 2005
一般 蕎麦の事典 新島　繁∥〔著〕 講談社 2012
一般 蕎麦屋の恋 姫野／カオルコ∥〔著〕 角川書店 2005

一般 にっぽんの麺と太陽のご
はん

白崎　裕子∥著 ＷＡＶＥ出版 2011

一般 知識ゼロからのそば入門 鵜飼　良平∥著 幻冬舎 2010

一般 もっとうまくなる！蕎麦
打ち上達のコツ５０

手打ち蕎麦研究会∥著 メイツ出版 2006

一般 もち 渡部／忠世∥著 法政大学出版局 1998
一般 本むら庵直伝そば打ち入 小張　勝彦∥著 日本文芸社 2007
一般 そばうどん店の主人にな 柴田書店 2006
一般 絶品うどん図鑑 はんつ遠藤∥著 生活情報センター 2003
一般 諸国そばの本 3 そば道楽の会∥編 ＪＴＢ 1999
一般 男のためのそば打ち入門 成田／重行∥講師 日本放送出版協会 1999

一般 女性のためのそば打ち・
うどん打ち

川上／惠子∥著 河出書房新社 2004

一般 手打ちそばの疑問にすべ
て答えます。

井上　明∥著 旭屋出版 2010

一般 はじめての蕎麦打ち入門 成美堂出版編集部∥編 成美堂出版 2006

一般 はじめてでもできるうど
ん打ち

重田／耕治∥うどん打ち指導 ＳＳコミュニケーショ
ンズ 2005

一般 今、すぐ作りたいお菓子
「ガレット」

津田　陽子∥著 文化出版局 2006

一般 きつねうどん 阪田　寛夫∥詩 童話屋 2011
一般 蕎麦年代記 新島　繁∥著 柴田書店 2002
一般 麺喰紀行 栗栖／十三∥著 碧天舎 2003
一般 高橋邦弘の蕎麦大全 高橋／邦弘∥著 日本放送出版協会 2004
一般 蕎麦手帳 太野　祺郎∥著 東京書籍 2011

一般 「蕎麦、そば、ソバ」の
楽しき人生

永山　寛康∥著 小学館 2009

一般 そば学大全 俣野／敏子∥著 平凡社 2003

一般 江戸っ子はなぜ蕎麦なの
か？

岩崎　信也∥著 光文社 2008

一般 プロに学ぶそばの自家製
粉＆自家製麺

旭屋出版編集部∥編 旭屋出版 2017

一般 そば＆まちづくり 鈴木  克也∥編著 エコハ出版 2016
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一般 各地で人気の名物そば・
評判そばの技術

旭屋出版編集部∥編集 旭屋出版 2014

一般 そばと私 季刊「新そば」∥編 文芸春秋 2017
一般 すしそばてんぷら 藤野  千夜∥〔著〕 角川春樹事務所 2016
一般 お雑煮マニアックス 粕谷  浩子∥〔著〕 プレジデント社 2016
一般 全国駅そば名店１００選 鈴木  弘毅∥著 洋泉社 2015

一般 永山寛康のそば・そば料
理大全

永山 寛康∥著 旭屋出版 2017

一般 江戸流そば打ち・うどん
打ち

鵜飼 良平∥監修  指導 柴田書店 2017

一般 そばうどん知恵袋111題 そばうどん編集部∥編 柴田書店 2019
一般 ソバ 本田　裕∥著 農山漁村文化協会 2000
一般 副菜いらずの満足ガレッ 川上 文代∥著 誠文堂新光社 2019

一般 日本人は蕎麦のことを何
も知らない。

山県／基与志∥著 学研 2003

一般 そば 服部／隆∥著 農山漁村文化協会 1999
一般 農家が教えるもち百珍 農文協∥編 農山漁村文化協会 2017
一般 蕎麦の旅人 福原 耕∥著 文芸社 2018
一般 そばうどん 2017 柴田書店 2017
一般 誰でもできる手打ちそば 服部／隆∥著 農山漁村文化協会 2001
一般 麺類杜氏職必携 藤村　和夫∥著 ハート出版 2012
一般 雑穀の社会史 増田　昭子∥著 吉川弘文館 2011

一般 そば屋の新しいつまみ１
３７品

旭屋出版編集部∥編 旭屋出版 2016

一般 はじめてのそば打ちを楽
しむ

講談社∥編 講談社 2002

一般 そば・うどん手打ち道場 フード・ビジネス 2000
一般 うどんの秘密 藤村／和夫∥著 ＰＨＰ研究所 2006
一般 偉いぞ！立ち食いそば 東海林　さだお∥著 文芸春秋 2007
一般 すし  天ぷら  蕎麦  うな 飯野  亮一∥著 筑摩書房 2016
一般 農家が教える雑穀・ソバ 農文協∥編 農山漁村文化協会 2011
一般 蕎麦万華鏡 太野／祺郎∥著 展望社 2005

一般 さぬきうどん偏愛（マニ
アックス）

小石原はるか＆極東うどん喰え
喰え団∥著 小学館 2003

一般 山みち蕎麦みち 太野／祺郎∥著 山と渓谷社 2002
一般 聞き書ふるさとの家庭料 4 農山漁村文化協会∥編 農山漁村文化協会 2003
一般 毎日おいしい旬菜うどん 東京書店 2009

郷土 そばびと。 ＦＢＣ福井放送「そばびと。」
製作チーム∥著　編集 西日本出版社 2006

郷土 福井のそば食べ歩き 山田  信行／著 エクシート 2007
郷土 越前おろしそばの自然史 福井市自然史博物館／〔編〕 福井市自然史博物館
児童 うどんの絵本 おだ　もんた∥へん 農山漁村文化協会 2007

児童 讃岐うどんのひみつ 山口  育孝∥漫画
学研プラス出版プラス
事業部出版コミュニ
ケーション室

2017

児童 ソバの絵本 またの／としこ∥へん 農山漁村文化協会 1999
児童 そばの絵本 はっとり／たかし∥へん 農山漁村文化協会 2004
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