
タ イ ト ル 著 者 表 示 請求記号
秋はまぐり(ハルキ文庫　わ1-18　時代小
説文庫　料理人季蔵捕物控　[17])

和田はつ子／著 B ﾜﾀﾞ 17

あつあつを召し上がれ 小川糸／著 ｵｶﾞ
あの日の親子丼(ハルキ文庫　や11-8
食堂のおばちゃん　6)

山口恵以子／著 B ﾔﾏ 6

居酒屋ぼったくり 秋川滝美／[著] ｱｷ 1
浮世の豆腐－一膳めし屋丸九 2－(ハル
キ文庫　な19-2　時代小説文庫)

中島久枝／著 B ﾅｶ 2

うちのレシピ 瀧羽麻子／著 ﾀｷ
江戸あわび(ハルキ文庫　わ1-37　時代
小説文庫　料理人季蔵捕物控　[31])

和田はつ子／著 B ﾜﾀﾞ 31

おいしい駅弁風土記－折り詰めの中の食
文化－(講談社カルチャーブックス　24)

講談社／編 596.4 ｵ

おいしい結婚(集英社文庫) 松本葉／著 B ﾏﾂ
おいしい数学－証明の味はパイの味－ ジム・ヘンリー／[著]　水原文

／訳
410.4 ﾍ

おいしい読書 柴門ふみ／著 019 ｻ
おいしいハンバーガーのこわい話 エリック・シュローサー／著

チャールズ・ウィルソン／著
宇丹貴代実／訳

TE 498 ｼ

おいしくアレンジ!まいにち使える江戸レシ
ピ－奥村彪生の豆腐百珍卵百珍－

奥村彪生／著 596.3 ｵ

お弁当箱クロニクル マリオン・ウィニク／[著]　布施
由紀子／訳

934 ｳｲ

夏期限定トロピカルパフェ事件(創元推理
文庫　Mよ1-2)

米澤穂信／著 TE ﾖﾈ

香菜里屋を知っていますか 北森鴻／著 ｷﾀ
カフェ、はじめます 岸本葉子／著 ｷｼ
かもめ食堂 群ようこ／著 ﾑﾚ
佳代のキッチン 原宏一／著 ﾊﾗ
キッチン戦争 樋口直哉／著 ﾋｸﾞ
気ままなお弁当箱(中公文庫) 太田治子／著 B 914 ｵｵ
恋するハンバーグ－佃はじめ食堂－ 山口恵以子／[著] ﾔﾏ
紅雲町ものがたり 吉永南央／著 ﾖｼ
珈琲屋の人々 池永陽／著 ｲｹ
珈琲店タレーランの事件簿－また会えた
なら、あなたの淹れた珈琲を－(宝島社文
庫　Cお-2-1　[『このミス』大賞シリーズ]

岡崎琢磨／著 B ｵｶ

サニー・シックスティーン・ルール 関口尚／著 ｾｷ
3時のアッコちゃん 柚木麻子／著 ﾕｽﾞ
三人屋 原田ひ香／著 ﾊﾗ
四十九日のレシピ 伊吹有喜／著 ｲﾌﾞ
秋期限定栗きんとん事件　上(創元推理
文庫　Mよ1-5)

米澤穂信／著 TE ﾖﾈ 1

秋期限定栗きんとん事件　下(創元推理
文庫　Mよ1-6)

米澤穂信／著 TE ﾖﾈ 2

純喫茶「一服堂」の四季 東川篤哉／著 ﾋｶﾞ
食堂のおばちゃん 山口恵以子／[著] ﾔﾏ
スイーツレシピで謎解きを－推理が言え
ない少女と保健室の眠り姫－(集英社文
庫　と28-1)

友井羊／著 TE ﾄﾓ
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タ イ ト ル 著 者 表 示 請求記号
すしそばてんぷら 藤野千夜／[著] ﾌｼﾞ
スープの国のお姫様 樋口直哉／著 ﾋｸﾞ
スープ屋しずくの謎解き朝ごはん　[1](宝
島社文庫　Cと-2-3　このミス大賞)

友井羊／著 B ﾄﾓ 1

スープ屋しずくの謎解き朝ごはん　[2](宝
島社文庫　Cと-2-4　このミス大賞)　今日
を迎えるためのポタージュ

友井羊／著 B ﾄﾓ 2

世界一美味しい煮卵の作り方－家メシ食
堂ひとりぶん100レシピ－(光文社新書

はらぺこグリズリー／著 LB 596 ﾊ

世界をたべよう!旅ごはん 杉浦さやか／著 596.0 ｽ
蕎麦、食べていけ! 江上剛／著 ｴｶﾞ
そばですよ－立ちそばの世界－ 平松洋子／著 596.3 ﾋ
タスキメシ 額賀澪／著 ﾇｶ
たそがれビール(幻冬舎文庫　お-34-9) 小川糸／[著] B 914 ｵｶﾞ
旅うなぎ(ハルキ文庫　わ1-6　時代小説
文庫　料理人季蔵捕物控　[5])

和田はつ子／著 B ﾜﾀﾞ 05

食べ物日記－鬼平誕生のころ－ 池波正太郎／著 915 ｲｹ
卵と小麦粉それからマドレーヌ 石井睦美／作　長新太／絵 TE ｲｼ
タルト・タタンの夢(創元クライム・クラブ) 近藤史恵／著 ｺﾝ
ちゃんと食えば、幸せになる－水木三兄
弟の日々是元気－

水木しげる／著 596.0 ﾐ

月のぶどう 寺地はるな／著 ﾃﾗ
峠うどん物語　上 重松清／著 ｼｹﾞ 1
ドンクが語る美味しいパン100の誕生物語 松成容子／著　ブーランジュ

リー ドンク／監修
588.3 ﾏ

謎解きはディナーのあとで　[1] 東川篤哉／著 ﾋｶﾞ
菜の花食堂のささやかな事件簿－書き下
ろしミステリー－(だいわ文庫　313-1I)

碧野圭／著 B ｱｵ 1

菜の花食堂のささやかな事件簿－ハート
フルミステリー－[2](だいわ文庫　313-2I)
きゅうりには絶好の日

碧野圭／著 B ｱｵ 2

残るは食欲(新潮文庫　あ-50-5) 阿川佐和子／著 596.0 ｱ
梅安料理ごよみ 池波正太郎／[ほか]著 596.2 ﾊﾞ
パスタぎらい(新潮新書　809) ヤマザキマリ／著 596.0 ﾔ
初恋料理教室 藤野恵美／著 ﾌｼﾞ
八朔の雪(ハルキ文庫　た19-1　時代小
説文庫　みをつくし料理帖　[1])

高田郁／著 B ﾀｶ 01

ヴァン・ショーをあなたに(創元クライム・ク
ラブ)

近藤史恵／著 ｺﾝ

パンとスープとネコ日和 群ようこ／[著] ﾑﾚ
ひとり旅日和 秋川滝美／著 ｱｷ
向日葵のある台所 秋川滝美／著 ｱｷ
深くておいしい小説の書き方(W大学文芸
科創作教室)

三田誠広／著 901.3 ﾐ

フランス式おいしい調理科学の雑学－料
理にまつわる700の楽しい質問－

アルテュール・ル・ケンヌ／著
ヤニス・ヴァルツィコス／絵　広
野和美／訳

596.2 ﾙ

マカロンはマカロン(創元クライム・クラブ) 近藤史恵／著 ｺﾝ
まずはこれ食べて 原田ひ香／著 ﾊﾗ
マチのお気楽料理教室 秋川滝美／著 ｱｷ
真夜中のパン屋さん　[1](ポプラ文庫　お
7-1)　午前0時のレシピ

大沼紀子／[著] TE ｵｵ

道草を喰う－素朴で美味しい野草の話－ 岡本信人／著 470.4 ｵ
美雪晴れ(ハルキ文庫　た19-11　時代小
説文庫　みをつくし料理帖　[9])

高田郁／著 B ﾀｶ 09

むかしの味　上(大活字文庫　85) 池波正太郎／[著] D 596 ｲ 1



タ イ ト ル 著 者 表 示 請求記号
むかしの味　下(大活字文庫　85) 池波正太郎／[著] D 596 ｲ 2
メイン・ディッシュ 北森鴻／著 ｷﾀ
女神のサラダ 瀧羽麻子／著 ﾀｷ
めぐり逢いサンドイッチ 谷瑞恵／著 ﾀﾆ
モーニングサービス 三田完／[著] ﾐﾀ
夜鳴きめし屋 宇江佐真理／著 ｳｴ
ランチ酒 原田ひ香／著 ﾊﾗ
ランチのアッコちゃん 柚木麻子／著 ﾕｽﾞ
リストランテアモーレ 井上荒野／[著] ｲﾉ
立夏の水菓子－たすけ鍼－(朝日文庫
や20-7　朝日時代小説文庫)

山本一力／著 B ﾔﾏ

和菓子を愛した人たち 虎屋文庫／編著 383.8 ﾜ
わが家の夕めし(池波正太郎未刊行エッ
セイ集　3)

池波正太郎／著 914 ｲｹ

合計：85冊


