
タイトル 著者名 出版社 出版年 背ラベル

妖怪アパートの幽雅な食卓 香月 日輪／原作 講談社 2009 910/ｺｳ/

龍神王子(ドラゴン・プリンス)!　8 宮下 恵茉／作 講談社 2016 913/ﾐﾔ/8

料理少年Kタロー　1～4 令丈 ヒロ子／作 ジャイブ 2004 913/ﾚｲ/

植物図鑑 有川 浩／著 角川書店 2009 913.6/ｱﾘ/

食堂かたつむり 小川 糸／著 ポプラ社 2008 913.6/ｵｶﾞ/

マカロンはマカロン 東京創元社 2016 913.6/ｺﾝ/

風のベーコンサンド 柴田 よしき／著 文藝春秋 2014 913.6/ｼﾊﾞ/

うちのレシピ 瀧羽 麻子／著 新潮社 2019 913.6/ﾀｷ/

タスキメシ 額賀 澪／著 小学館 2015 913.6/ﾇｶ/

タスキメシ-箱根- 額賀 澪／著 小学館 2019 913.6/ﾇｶ/

今日のごちそう 橋本 紡／著 講談社 2012 913.6/ﾊｼ/

まずはこれ食べて 原田 ひ香／著 双葉社 2019 913.6/ﾊﾗ/

キッチン戦争 樋口 直哉／著 講談社 2015 913.6/ﾋｸﾞ/

料理通異聞 松井 今朝子／著 幻冬舎 2016 913.6/ﾏﾂ/

孔雀のパイ ウォルター・デ・ラ・メア／詩 瑞雲舎 1997 931/ﾃﾞﾗ/

ロビン・フッドのゆかいな冒険　1～2 ハワード・パイル／作 岩波書店 2002 933/ﾊﾟｲ/

たんぽぽのお酒 レイ・ブラッドベリ／著 晶文社 1997 933/ﾌﾞﾗ/

シュトルーデルを焼きながら ジョアン・ロックリン／作 偕成社 2000 933/ﾛﾂ/

から揚げの秘密 石井 睦美／著 中央公論新社 2019 B913.6/ｲｼ/

タルト・タタンの夢 近藤 史恵／著 東京創元社 2014 B913.6/ｺﾝ/

八朔の雪 高田 郁／著 角川春樹事務所 2009 B913.6/ﾀｶ/

食堂のおばちゃん 山口 恵以子／著 角川春樹事務所 2016 B913.6/ﾔﾏ/

恋するハンバーグ 山口 恵以子／著 角川春樹事務所 2017 B913.6/ﾔﾏ/

愛は味噌汁 山口 恵以子／著 角川春樹事務所 2018 B913.6/ﾔﾏ/

　　　　　　　　料理の出てくる物語

山梨県立図書館



タイトル 著者名 出版社 出版年 背ラベル

キッチンでかんたん実験120　1～6 学研教育出版 2010 407/ｷｯ/

キッチン*おもしろ自由研究 ガリレオ工房／編著 永岡書店 2010 407/ｷｯ/

キッチンとお風呂でできる!小学生のおもしろ科学実験 甲谷 保和／著 実業之日本社 2010 407/ｺｳ/

小学生のキッチンでかんたん実験60 学研 2007 407/ｼﾖ/

楽しい!おいしい!小学生のクッキングで自由研究 尾嶋 好美／監修 成美堂出版 2010 407/ﾀﾉ/

まりか先生のおいしい実験キッチン 内田 麻理香／監修 主婦と生活社 2008 407/ﾏﾘ/

身近なものでできる自由研究かんたんじてん 成美堂出版編集部／編 成美堂出版 2018 407/ﾐｼﾞ/

ひらめき!食べもの加工 岡本 靖史／著 農山漁村文化協会 2015 596/ｵｶ/

お菓子な自由研究 東京製菓学校／監修 学研プラス 2020 596/ｵｶ/

科学が創造する新しい味 オフィスSNOW／編著 旭屋出版 2017 596/ｶｶﾞ/

調理がわかる物理・化学の基礎知識 香西 みどり／著 光生館 2010 596/ｶｻ/

キッチンでおやつマジック大百科 村上 祥子／料理製作・監修 学研教育出版 2015 596/ｷｯ/

ケミ太郎とベジ子の台所サイエンス 渋川 祥子／著 朝日学生新聞社 2013 596/ｼﾌﾞ/

小学生のチョコレートのおやつマジック 村上 祥子／料理製作・監修 学研教育出版 2011 596/ｼｮ/

調理科学実験 今井 悦子／編著 アイ・ケイコーポレーション 2016 596/ﾁｮ/

調理科学のなぜ? 松本 仲子／監修 朝日新聞出版 2017 596/ﾁｮ/

ようこそ!理科レストラン[1]～[2] 法政大学自然科学センター／監修 文研出版 2014 596/ﾖｳ/

ようこそ!理科レストラン　[3]～[4] 法政大学自然科学センター／監修 文研出版 2015 596/ﾖｳ/

不思議なお菓子レシピ サイエンススイーツ 太田 さちか／[著] マイルスタッフ 2020 596.6/ｵｵ/
ほか

タイトル 著者名 出版社 出版年 背ラベル

13歳からの料理のきほん34 アントラム栢木利美／著 海竜社  2014 596/ｱﾝ/

おいしい和食のキホン 村林 新吾／著 岩波書店 2015 596/ｵｲ/

おいしいおはなし 本とごちそう研究室／著 グラフィック社 2019 596/ｵｲ/

10歳からのお料理教室 大瀬 由生子／著 日東書院本社 2016 596/ｵｵ/

イチバン親切な料理の教科書 川上 文代／著  新星出版社 2020 596/ｶﾜ/

ゼロからはじめる自炊の教科書 きじま りゅうた／著 大泉書店 2010 596/ｷｼﾞ/

高校生レストランひみつのレシピ　  三重県立相可高等学校調理クラブ／編　村林 新吾／監修  伊勢新聞社  2009 596/ｺｳ/

15分でカフェごはん　春・夏・秋・冬 しらいし やすこ／著 理論社 2016 596/ｼﾗ/

10歳からのお菓子づくりステップアップレシピ 須賀 祐子／著 日東書院本社 2013 596/ｽｶﾞ/

中学生のためのスイーツの教科書 おかやま山陽高校製菓科／編 吉備人出版 2018 596/ﾁｭ/

料理の教科書ビギナーズ 牧野 直子／著 新星出版社 2011 596/ﾏｷ/

夢の名作レシピ　1～3 星谷 菜々／監修 日本図書センター 2014・2015 596/ﾕﾒ/

まんが・アニメ・絵本に出てきた「あの料理」と「あのお菓子」を作れる夢のキッチン 吉田 瑞子／[著] ブティック社 2012 596/ﾖｼ/

今日からわたしは一流シェフ　1～4 米原 ゆり／著 新日本出版社 2005 596/ﾖﾈ/

はじめてのお菓子教室 荻田 尚子／著 主婦の友社 2017 596.6/ｵｷﾞ

物語のおやつ 松本 侑子／著 WAVE出版 2003 596.6/ﾏﾂ/

今だから読んでほしい物語に出てくる楽しいお菓子の作り方 吉田 菊次郎／編・著 朝文社 2012 596.6/ﾖｼ/

バルサの食卓 上橋 菜穂子／著 チーム北海道／著 新潮社 2009 B596.0/ﾊﾞﾙ/
ほか 山梨県立図書館
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