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資料区分 書名 巻次 著者名 出版者 出版年
一般 伝統食礼讚 陸田／幸枝∥著 アスペクト 2006.4
一般 ４７都道府県・汁物百科 野崎  洋光∥著 丸善出版 2015.6
一般 駅弁女子 なかだ　えり∥著 淡交社 2013.4
一般 ４７都道府県・伝統調味料百科 成瀬　宇平∥著 丸善出版 2013.7
一般 日本の祭り 菅田　正昭∥著 実業之日本 2007.4
一般 ４７都道府県・和菓子／郷土菓子百科 亀井  千歩子∥著 丸善出版 2016.1
一般 ４７都道府県これマジ！？条例集 長嶺　超輝∥著 幻冬舎 2009.1
一般 出身地（イナカ）がわかる方言 篠崎　晃一∥著 幻冬舎 2011.3
一般 Ｖｅｇｅ  Ｃａｆｅ  Ｇｕｉｄｅ  ｉｎ

Ｊａｐａｎ マクロビマウス∥監修 キラジェン
ヌ 2014.1

一般 日本のまつり 木村　敬司∥著 新風舎 2007.8
一般 大琉球料理帖 高木　凛∥著 新潮社 2009.1
一般 ご当地発のリトルプレス ＰＩＥ  ＢＯＯＫＳ∥編著 パイイン

ターナショ 2016.5

一般 にっぽん食探見 長友　麻希子∥著 京都新聞出
版センター 2007.3

一般 ４７都道府県・乾物／干物百科 星名  桂治∥著 丸善出版 2017.1
一般 ４７都道府県の純喫茶 山之内  遼∥著 実業之日本 2013.1
一般 日本まじない食図鑑 吉野  りり花∥著 青弓社 2016.9
一般 全日本ゆるキャラ公式ガイドブック みうら　じゅん∥著 扶桑社 2009.1
一般 ４７都道府県地名うんちく大全 八幡　和郎∥著 平凡社 2006.1
一般 日本地芝居写真紀行 山口　清文∥著 スタジオＫ 2006.9
一般 絶品うどん図鑑 はんつ遠藤∥著 生活情報セ

ンター 2003.1

一般 日本全国ご当地スーパー隠れた絶品、見
～つけた！ 菅原  佳己∥著 講談社 2014.7

一般 にっぽん全国百年食堂 椎名　誠∥著 講談社 2013.1
一般 「地元」の力 金丸　弘美∥著 ＮＴＴ出版 2010.9

一般 日本駅弁図鑑５０
ジェネオン
エンタテイ
ンメント

2006.1

一般 ぼくらは地方で幸せを見つける 指出  一正∥著 ポプラ社 2016.1
一般 たのしいおいしい京都ごはんとおやつ 甲斐 みのり∥文 朝日新聞出 2018.7
一般 ニッポン駅弁大全 小林／しのぶ∥著 文芸春秋 2005.4
一般 Ｂ級ご当地グルメで５００億円の町おこ 渡邉　英彦∥著 朝日新聞出 2011.1
一般 ご当地「駅そば」劇場 鈴木　弘毅∥著 交通新聞社 2010.8
一般 お雑煮マニアックス 粕谷  浩子∥〔著〕 プレジデン

ト社 2016.1
一般 お国がら人間学 八幡／和郎∥著 幻冬舎 2005.1
一般 おにぎりの文化史 横浜市歴史博物館∥監修 河出書房新 2019.4
一般 もじ鉄 石川 祐基∥著 三才ブック 2018.1
一般 岩合光昭のネコ 岩合　光昭∥著 日本出版社 2010.4
一般 食わせろ！県民メシ いのうえ　さきこ∥漫画 講談社 2009.1
一般 本社は田舎に限る 吉田 基晴∥[著] 講談社 2018.9
一般 全日本食えば食える図鑑 椎名／誠∥著 新潮社 2005.7
一般 ４７都道府県・伝統食百科 成瀬　宇平∥著 丸善 2009.1
一般 おまつり万歳！ たかぎ  なおこ∥著 文芸春秋 2016.1
一般 地元菓子 若菜　晃子∥著 新潮社 2013.5
一般 大衆食堂パラダイス！ 遠藤　哲夫∥著 筑摩書房 2011.9
一般 ４７都道府県・こなもの食文化百科 成瀬　宇平∥著 丸善出版 2012.7
一般 地理女子が教えるご当地グルメの地理学 尾形 希莉子∥著 ベレ出版 2018.6
一般 ４７都道府県・魚食文化百科 成瀬　宇平∥著 丸善出版 2011.7
一般 麺喰紀行 栗栖／十三∥著 碧天舎 2002.7
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資料区分 書名 巻次 著者名 出版者 出版年
一般 日本の祭り解剖図鑑 久保田 裕道∥著 エクスナ

レッジ 2018.1
一般 日本すし紀行 日比野 光敏∥著 旭屋出版 2018.2
一般 旅する舌ごころ 白洲 信哉∥著 誠文堂新光 2018.1
一般 辰巳芳子が薦めるぜひ取り寄せたい確か

な味 辰巳／芳子∥著 料理通信社 1996.3
一般 食のまちづくり 佐藤　由美∥著 学芸出版社 2010.1
一般 ご当地ソング讃 溝尾／良隆∥著 東洋経済新

報社 1998.1

一般 地元スーパーのおいしいもの、旅をしな
がら見つけてきました。４７都道府県！ 森井  ユカ∥著 ダイヤモン

ド・ビッグ 2017.2

一般 祭りさんぽ 上大岡 トメ∥著

京都造形芸
術大学東北
芸術工科大
学出版局藝

2017.5

一般 この駅弁が旨い！ 小林　しのぶ∥〔著〕 角川書店 2006.1
一般 まちをひらく技術 オープンシティ研究会∥著 学芸出版社 2017.9
一般 日本のごちそう  すき焼き 向笠  千恵子∥著 平凡社 2014.1
一般 僕ら地域おこし協力隊 矢崎　栄司∥編著 学芸出版社 2012.1
一般 全国駅そば名店１００選 鈴木  弘毅∥著 洋泉社 2015.2
一般 食は「県民性」では語れない 野瀬 泰申∥[著] KADOKAW 2017.8
一般 鉄道駅スタンプのデザイン 関田  祐市∥監修 青幻舎 2014.6
一般 学食ガイド 唐沢　明∥監修 ブッキング 2007.2
一般 一度は行きたい日本の自然風景 昭文社 2018.1
一般 北陸の旅 〓出版社 2014.1
一般 いちどは行ってみたい日本の聖地 洋泉社編集部∥編 洋泉社 2010.6
一般 一度は行ってみたい街並発見 滝山  幸伸∥著 二見書房 2014.1
一般 一度は行きたい日本の町並み集落 昭文社 2018.1
一般 一度は行ってみたい日本の絶景 日本絶景倶楽部∥編著 洋泉社 2013.1
一般 日本名城の旅 西日本編 ゼンリン 2001.3
一般 日本の里山日本の里海 4 中川　重年∥監修 農山漁村文

化協会 2007.3
一般 北陸カレー万歳 金沢倶楽部 2007.8
一般 ぴあ福井市食本 ぴあ株式会

社中部支社 2018.1

一般 福井食べ歩き２０００軒
２００８
－２００
９年度版

㈱エーアン
ドエス 2008.1

一般 ＬＯＶＥ！福井 宝島社 2015.8

一般 ふくいグルメダイジェスト ２０１０
年版

ウララコミュニケーショ
ンズ／編

ウララコ
ミュニケー
ションズ

2010.8

児童 調べてみよう都道府県の特産品 お菓子編 都道府県の特産品編集室
∥〔編〕 理論社 2017.2

児童 にっぽんのおかず 白央  篤司∥著 理論社 2016.1
児童 にっぽんのおにぎり 白央  篤司∥著 理論社 2015.6
児童 調べてみよう都道府県の特産品 調味料編 都道府県の特産品編集室

∥〔編〕 理論社 2016.1
児童 日本の祭り大図鑑 芳賀　日向∥監修 ＰＨＰ研究 2012.3
児童 にっぽんのおやつ 白央  篤司∥著 理論社 2015.1

郷土 日本ボルガラー協会会長ボルガチョフ波
多野翼 西岡  祐衣∥文

ウララコ
ミュニケー
ションズ

2013.8
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資料区分 書名 巻次 著者名 出版者 出版年
郷土 ふくいの食卓 エクシート出版事業部／ エクシート 2009.1
郷土 福井県謎解き散歩 松原  信之∥編著 新人物往来 2012.5

郷土 北陸とっておきパワースポット ウララコミュニケーショ
ンズ／〔編〕

ウララコ
ミュニケー
ションズ

2013.1

郷土 福井のおいしい手みやげ プレミア・
ワーズ 2016.2

郷土 北陸酒紀行 富山・石
川・福井 北陸電力／企画 金沢：橋本

確文堂 200203

郷土 ふくいしあわせ特産品コレクション２０
１８

福井県物産協会/企画･発
行

福井県物産
協会

〔2018
〕

郷土 ふくいのとくさんひん えほんずかん 吉田  くるみ/著・絵

ふくいＣＯ
Ｃ＋バイ

オ・六次産
業化分野Ｗ

2018.3


	終活

