
No. タイトル 著者 出版者 請求記号

1 冠婚葬祭・年中行事のなぜ? 神崎 宣武∥監修 ダイヤモンド社 385/カ

2 家族で楽しむ25の年中行事 辰巳 渚∥文 岩崎書店 386.1/タ

3 暮らしのならわし十二か月 白井 明大∥文 飛鳥新社 386.1/シ

4 日本の七十二候を楽しむ 白井 明大∥文 東邦出版 449.3/シ

5 にっぽんの歳時記ずかん 平野 恵理子∥著 幻冬舎エデュケーション Y/386.1/ヒ

6 年中行事コツのコツ4　秋から冬のしきたり 味元 敬子∥文 リブリオ出版 386.1/ネ/4

7 年中行事コツのコツ1　新年のしきたり 味元 敬子∥文 リブリオ出版 386.1/ネ/1

8 日本料理祝儀不祝儀ハンドブック 長島 博∥著 柴田書店 596.8/ナ

9 和のテーブルセッティング 浜 裕子∥著 誠文堂新光社 596.8/ハ

10 わたしのテーブルコーディネート 牧野 由美子∥著 辰巳出版 596.8/マ

11 はじめてのテーブルコーディネート 牧野 由美子∥著 同信社 596.8/マ

12 図解知ってるようで知らない食べ方の常識 にっぽん食べ方研究会∥編 有楽出版社 596.8/ズ

No. タイトル 著者 出版者 請求記号

13 こどもと楽しむにほんの行事ごはん 境野 米子∥著 学陽書房 596.4/サ

14 こどもと囲む団らん食 服部 幸応∥著 小学館 596.4/ハ

15 おうちでイベントクッキング 脇 雅世∥著 講談社 596/ワ

16 四季の恵み弁当 谷口 純子∥著 生長の家 596.4/タ

17 松田美智子 季節の仕事 松田 美智子∥著 地球丸 596/マ

18 つなげていきたい野崎洋光の二十四節気の食 野崎 洋光∥著 家の光協会 596.2/ノ

19 野崎洋光の縁起食 野崎 洋光∥著 中日映画社 596.2/ノ

20 だれか来る日の和食メニュー 行正 り香∥著 文化学園文化出版局 596.2/ユ

21 人気農家レストランが教える四季の料理保存のワザ 西村 文子∥著 農山漁村文化協会 596.3/ニ

22 よい香りのする皿 平松 洋子∥著 講談社 596/ヒ

23 世界のフェスティバル&スイーツ 吉田 菊次郎∥編　著 時事通信出版局 596.6/ヨ

24 ヨーロッパの祝祭と年中行事 マドレーヌ・P・コズマン∥著 原書房 386.3/コ

25 エスプリ・ド・ビゴの12ヵ月 藤森 二郎∥著 PARCO事業局出版部 596.6/フ

26 フィレンツェ四季を彩る食卓 杉本 あり∥文 イラスト 東京書籍 596.2/ス

27 聞き書ふるさとの家庭料理　別巻　祭りと行事のごちそう 農山漁村文化協会∥編 農山漁村文化協会 596.2/キ/21

28 母から娘へ伝える昭和のレシピ 松原 惇子∥著 リヨン社 596/マ

29 ハレの日のウレシイお菓子 高橋教子∥著 朝日新聞出版 596.6/タ

No. タイトル 著者 出版者 請求記号

30 おうちで楽しむにほんの行事 広田 千悦子∥著 技術評論社 386.1/ヒ

31 喜多方の行事食 喜多方市食生活改善推進員会／編 喜多方市食生活改善推進員会 095/キ

32 家庭料理のすがた 辰巳 芳子∥著 文化出版局 596/タ

33 からだの教養12カ月 若林 理砂∥著 技術評論社 498.3/ワ

34 こぐれひでこの発見!郷土食 こぐれ ひでこ∥著 日本放送出版協会 596.2/コ

35 365日。 渡辺 有子∥著 为婦と生活社 Y/596/ワ

36 イラスト版行事食・歳事食 坂本 廣子∥著 合同出版 596.4/サ

　平成27年12月～2月　一般展示リスト　　「家族と楽しむ行事食」

≪冬至≫
★冬至かぼちゃ(いとこ煮) ・ かぼちゃ汁粉 など

○行事・しきたりについて

○一年の行事食・季節食・伝統食



No. タイトル 著者 出版者 請求記号

37 揚げものバンザイ! 大庭 英子∥著 マイナビ 596/オ

38 使える鶏肉レシピ 丹下 輝之∥著 柴田書店 596.3/ツ

39 地鶏料理の調理技術 旭屋出版 596.3/ジ

40 鶏唐揚げプロのテクニック 旭屋出版編集部∥著 旭屋出版 596.3/ト

41 フラガ神父の料理帳 セサール　フラガ∥著 文化出版局 596.2/フ

42 クリスマスのお菓子BOOK オレンジページ 596.6/ク

43 ホットケーキミックスなら簡単！３００レシピ 为婦の友社∥編 为婦の友社 596.6/ホ

44 台所のメアリー・ポピンズ P.L.トラヴァース∥作 アノニマ・スタジオ 596.2/ト

45 牧野哲大のようこそ!物語のテーブルへ 牧野 哲大∥料理 人形制作 グラフ社 596/マ

46 初心者でもつくれるプレミアム料理 NHK出版 596/シ

47 あの味が自分でできるくいしんぼレシピ 川津 幸子∥著 マガジンハウス 596/カ

No. タイトル 著者 出版者 請求記号

48 和食の教科書ビギナーズ 岩崎 啓子∥著 新星出版社 Y/596.2/イ

49 12月31日だけでできるおせち 太田 静栄∥著 枻出版社 596.4/オ

50 簡単なのにきちんと作れるおせち料理 井澤 由美子∥料理 成美堂出版 Y/596.4/イ

51 ごはんとおかずのルネサンス　真実のおせち料理編 弓田 亨∥著 イル・プルー・シュル・ラ・セーヌ企画 596/ユ

52 おせちと正月のもてなし 婦人生活社 596.4/オ/00

53 喜ばれるおせち料理とごちそうレシピ 牛尾　理恵∥監修 朝日新聞出版 596.4/ヨ

54 藤井さんちのおいしいおせちとお正月のごちそう 藤井 恵∥著 为婦と生活社 596.4/フ

55 小さなお重のおせちと、お正月のつまみ。 田中 優子∥著 アスキー・メディアワークス 596.4/タ

56 聞き書ふるさとの家庭料理20　日本の正月料理 農山漁村文化協会∥編 農山漁村文化協会 596.2/キ/20

57 家庭画報のお正月しきたりと料理 世界文化社 386.1/カ

58 誰でもできる手打ちそば 服部 隆∥著 農山漁村文化協会 596.3/ハ

59 誰でも打てる十割そば 大久保 裕弘∥著 農山漁村文化協会 596.3/オ

60 ベターホームの初めて打つそば・うどん ベターホーム協会∥編集 ベターホーム出版局 596.3/ベ

61 手打ちそば天下一品 池田 好美∥著 創森社 596.3/イ

62 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 596.3/ナ

63 聞き書ふるさとの家庭料理4　そば うどん 農山漁村文化協会∥編 農山漁村文化協会 596.2/キ/4

64 お雑煮100選 文化庁文化財部伝統文化課 383.8/オ

65 春夏秋冬餅レシピ 齋藤 宗厚∥著 トランスワールドジャパン 596.3/サ

66 おもち 入江 亮子∥監修　料理 成美堂出版 596.3/オ

67 親子で作ろう!だんごともち菓子 岩崎 啓子∥著 ブティック社 596.6/イ

No. タイトル 著者 出版者 請求記号

68 こづゆ 平出 美穂子∥著 歴史春秋出版 093.8/ヒ

69 再創造する郷土料理 秋山 能久∥著 旭屋出版 596.2/ア

70 郷土食とうほく読本 読売新聞東京本社地方部∥編 無明舎出版 596.2/キ

71 しょうゆが香る郷土料理 596.2/シ

72 会津の郷土料理　歴春ブックレット 山内 洋子∥著 歴史春秋出版 095/ヤ

73 会津の郷土料理 平出 美穂子∥著 歴史春秋出版 095/ヒ

74 <日本全国>絶品汁物ブック 清 絢∥監修 東京書籍 596.2/ニ

No. タイトル 著者 出版者 請求記号

75 春の七草 有岡 利幸∥著 法政大学出版局 471.9/ア

76 季節のおたよりレシピ 川内 翔保子∥著 地湧社 Y/596/カ

77 四季の行事レシピ まさとみ ようこ∥監修 双葉社 Y/596.4/シ

≪クリスマス≫

★おせち ・ 蕎麦 ・ 餅 ・ 雑煮等

≪七草≫

★鳥料理 ・ お菓子　等

『しょうゆが香る郷土料理』企画編集委員会∥企画 編集   日本醬油協会

★こづゆ

≪大晦日～正月≫

★七草粥・お粥



78 市田ひろみの日本人でよかった年中行事としきたり 市田 ひろみ∥監修 東京書籍 Y/386.1/イ

79 野の花ごはん 前田 まゆみ∥著 白泉社 Y/596.3/マ

80 イラスト版子どもの伝統行事 谷田貝 公昭∥監修 合同出版 386.1/イ

81 味噌汁専門店の具だくさん味噌汁100 美噌元∥監修 世界文化社 596.2/ミ

82 美味しい、おかゆ 帯津 良一∥著 河出書房新社 596.3/オ

83 からだが喜ぶおかゆ料理帖 野崎 洋光∥著 PHP研究所 596.3/ノ

No. タイトル 著者 出版者 請求記号

84 太巻き細巻き飾り巻きずし 川澄 健∥著 グラフ社 596.2/カ

85 母と子の楽しい太巻き祭りずし作り方教室 龍崎 英子∥著 東京書店 Y/596.2/リ

86 飾り巻きずしのり巻き大全科 川澄 健∥著 グラフ社 596.2/カ

87 飾り寿司 ゆうエージェンシー∥編 成美堂出版 596.2/カ

No. タイトル 著者 出版者 請求記号

88 失敗しない!チョコレート菓子のテクニック 熊谷 裕子∥著 旭屋出版 596.6/ク

89 きちんとわかる、ちゃんと作れる!チョコレートのお菓子の本 相原 一吉∥著 文化出版局 596.6/ア

90 板チョコ1枚から作るかわいいチョコレートのお菓子 若山 曜子∥著 为婦の友社 596.6/ワ

91 女子中高生のかわいいチョコ ブティック社 Ｙ/596.6/ジ

92 LOVEチョコ 遠谷 希与子∥著 ブティック社 596.6/ト

93 Chocolate book 信太 康代∥著 雄鶏社 596.6/シ

94 7人の人気パティシエが教える秘密のチョコレートレシピ ピエール　エルメ∥ほか著 誠文堂新光社 596.6/ナ

95 チョコケーキとクッキー、生チョコレートの本 下迫 綾美∥著 为婦の友社 596.6/シ

96 お絵かきクッキー 星野 彰子∥著 文化学園文化出版局 596.6/ホ

97 500クッキーのレシピ集 フィリッパ　ヴァンストーン∥著 グラフィック社 596.6/バ

98 大切な人へ贈るウィルトンクラスのアイシングクッキー&ケーキ大塚 恵実子∥監修 ナツメ社 596.6/タ

99 一流シェフのとっておきクッキーとマカロン 世界文化社 596.6/イ

100 ラスクの本 下迫 綾美∥著 グラフ社 596.6/シ

101 まっちんのかんたん焼きおやつ 町野 仁英∥著 マイナビ 596.6/マ

102 フィナンシェとアーモンドの焼き菓子 菅又 亮輔∥著 日東書院本社 596.6/ス

103 ピエール・エルメが教える焼き菓子ブック PIERRE HERME∥著 旭屋出版 596.6/エ

104 コーンブレッドの本 ジェレミー　ジャクソン∥著 旭屋出版 596.6/ジ

105 ラブリー!ハッピー!贈るお菓子 加藤 千恵∥著 講談社 596.6/カ

No. タイトル 著者 出版者 請求記号

106 ちらし・炊き込み・混ぜご飯 藤野 嘉子∥著 グラフ社 596.3/フ

107 思い出の先にはいつも家庭料理 寛仁親王妃信子∥料理&エッセイ マガジンハウス 596/ミ

108 一汁一菜 飛田 和緒∥著 実業之日本社 596/ヒ

109 かんたん美味お料理歳時記 ベターホーム協会∥編 ベターホーム出版局 596.4/カ

No. タイトル 著者 出版者 請求記号

110 冷凍保存&使いきり得ワザ555 为婦の友社∥編 为婦の友社 596/レ

111 フリージングで使い切りおかず 学研 596/フ

112 つきぢ田村の材料使いきり和食 つきぢ田村調理部∥著 講談社 596.2/ツ

113 材料別使いきりおかず 日本放送出版協会 596/ザ

114 とことんおいしい使い切りレシピ 福井 幸男∥著 ワニブックス 596/フ

115 ヤミーさんの“1週間で食材使い切り”3STEPレシピ ヤミー∥著 为婦と生活社 596/ヤ

○余った食材でもう一品

≪バレンタイン ・ ホワイトデー≫

≪節分≫
★太巻き

★チョコ ・ クッキー ・ ラスク ・ ケーキ　等

≪ひなまつり≫
★ちらし寿司 ・ はまぐりの吸い物


