
№ 資料名 　著者名 　出版者 　請求記号

1 会津若松市史　２３
　会津若松市史研究会／
編

　会津若松市 092.2　/ｱ　/23      

2 奥会津見えないものと暮らす 　奥会津書房／編
　奥会津五町村活性化協
議会

093.8　/ｵ            

3 伝承写真館日本の食文化　２ 　農文協∥編集 　農山漁村文化協会 093.8　/ﾃﾞ　/2       

4 中通りの年中行事と食べ物 　平出美穂子∥著 　歴史春秋出版 093.8　/ﾋ          

5 会津の年中行事と食べ物 　平出 美穂子∥著 　歴史春秋出版 093.8　/ﾋ         

6 浜通りの年中行事と食べ物 　平出 美穂子／著 　歴史春秋出版 093.8　/ﾋ         

7 こづゆ 　平出 美穂子∥著 　歴史春秋出版 093.8　/ﾋ         

8 奥会津の郷土料理  祝い膳
　奥会津五町村活性化協
議会／[編]

　奥会津五町村活性化協
議会

095　/ｵ           

9 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           

10 中通りの郷土料理 　平出 美穂子∥著 　歴史春秋出版 095　/ﾋ             

11 会津の郷土料理 　平出 美穂子∥著 　歴史春秋出版 095　/ﾋ             

12 嫁ぐ娘に会津の郷土食 　星 孝光∥著 　星 孝光 095　/ﾎ           

13 会津の郷土食 　星  孝光／著 　星孝光 095　/ﾎ            

14 会津の郷土食 　星  孝光／著 　星孝光 095　/ﾎ            

15 子どもに伝える行事の由来と行事食 　すとう あさえ∥監修 　メイト 376.1　/ｺ            

16 お雑煮100選 　
　文化庁文化財部伝統文
化課

383.8　/ｵ           

17 祭食風土記 　小野 昌和／著 　宝文堂 383.8　/ｵ           

18 47都道府県・和菓子/郷土菓子百科 　亀井 千歩子∥著 　丸善出版 383.8　/ｶ              

19 47都道府県・汁物百科 　野崎 洋光∥著 　丸善出版 383.8　/ﾉ          

20 完本大江戸料理帖 　福田 浩∥著 　新潮社 383.8　/ﾌ            

21 故郷の暮らし暦(カレンダー) 　出井 邦子∥編 　小学館 383.8　/ﾌ              

22 雑穀の社会史 　増田 昭子∥著 　吉川弘文館 383.8　/ﾏ              

23 和食の基本がわかる本 　奥村 彪生∥監修 　日本実務能力検定協会 383.8　/ﾜ              

24 日本人のしきたり 　飯倉 晴武∥編著 　青春出版社 385　/ｲ               

展示期間：令和3年12月1日（水）－令和4年1月30日（日）

「年中行事と郷土食」

令和3年12月－令和4年1月　一般図書フロア展示コーナー



№ 資料名 　著者名 　出版者 　請求記号

25 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             

26
赤ちゃん・子どものお祝いごとと季
節のイベント

　岩下 宣子∥監修 　河出書房新社 385.2　/ｱ         

27 おうちで楽しむにほんのもてなし 　広田 千悦子∥著 　技術評論社 385.9　/ﾋ               

28 礼儀作法としきたり 　坂東 眞理子∥監修 　JTBパブリッシング 385.9　/ﾚ               

29
図解日本人なら知っておきたいしき
たり大全

　岩下 宣子∥著 　講談社 386.1　/ｲ              

30 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              

31 小笠原流日本のしきたり 　小笠原 清忠∥著 　ナツメ社 386.1　/ｵ             

32 ひらがな暦 　おーなり 由子∥絵と文 　新潮社 386.1　/ｵ             

33 大江戸年中行事の作法 　小和田 哲男∥監修 　G.B. 386.1　/ｵ             

34 365日絵こよみ 　大田垣 晴子∥著
　ソフトバンククリエイ
ティブ

386.1　/ｵ             

35 47都道府県・伝統行事百科 　神崎 宣武∥著 　丸善出版 386.1　/ｶ              

36 しばわんこの和のこころ 　川浦 良枝∥絵と文 　白泉社 386.1　/ｶ              

37 家庭画報のお正月しきたりと料理 　 　世界文化社 386.1　/ｶ              

38 しばわんこの今日は佳き日 　川浦 良枝∥絵と文 　白泉社 386.1　/ｶ              

39 しばわんこの和のこころ　2 　川浦 良枝∥絵と文 　白泉社 386.1　/ｶ　/2       

40 しばわんこの和のこころ　3 　川浦 良枝∥絵と文 　白泉社 386.1　/ｶ　/3       

41 京都12カ月年中行事を楽しむ 　若村 亮∥著
　ダイヤモンド・ビッグ
社

386.1　/ｷ             

42 鳩居堂の日本のしきたり豆知識 　鳩居堂∥監修 　マガジンハウス 386.1　/ｷ           

43
子どもといっしょが楽しいおうち歳
時記

　季節の遊びを楽しむ会
∥著

　メイツ出版 386.1　/ｺ         

44 歳時記のある暮らし 　坂東 眞理子∥監修 　JTBパブリッシング 386.1　/ｻ              

45 365日「今日は何の日か?」事典
　カルチャーブックス編
集部∥編

　講談社 386.1　/ｻ              

46 暮らしのならわし十二か月 　白井 明大∥文 　飛鳥新社 386.1　/ｼ            

47 しめ飾り造形とその技法 　鈴木 安一郎∥著 　誠文堂新光社 386.1　/ｽ              

48 江戸っ子歳事記 　鈴木 理生∥著 　三省堂 386.1　/ｽ              

49 おまつり万歳! 　たかぎ なおこ∥著 　文藝春秋 386.1　/ﾀ             

50 家族で楽しむ25の年中行事 　辰巳 渚∥文 　岩崎書店 386.1　/ﾀ             

51
「日本橋はいばら」がおくる四季の
暮らしの心得帖

　岩下 宣子∥監修 　自由国民社 386.1　/ﾆ              



№ 資料名 　著者名 　出版者 　請求記号

52 年中行事・記念日事典 　学研辞典編集部∥編 　学研 386.1　/ﾈ             

53 年中行事コツのコツ　1 　 　リブリオ出版 386.1  /ﾈ　/1       

54 年中行事コツのコツ　2 　 　リブリオ出版 386.1  /ﾈ　/2       

55 年中行事コツのコツ　3 　 　リブリオ出版 386.1  /ﾈ　/3       

56 年中行事コツのコツ　4 　 　リブリオ出版 386.1  /ﾈ　/4       

57 鯉のぼり図鑑 　林 直輝∥文 　小学館 386.1　/ﾊ              

58 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              

59 中学英語で日本の行事が紹介できる 　藤井 亮蔵∥著 　エール出版社 386.1  /ﾌ              

60 日本の365日を愛おしむ 　本間 美加子∥著 　東邦出版 386.1  /ﾎ               

61 宮本常一歳時習俗事典 　宮本 常一∥著 　八坂書房 386.1  /ﾐ              

62 日本の伝統行事 　村上 龍∥著 　講談社 386.1  /ﾑ              

63 しめかざり 　森 須磨子∥著 　工作舎 386.1  /ﾓ             

64 中学英語で日本の祭が紹介できる 　山田 弘∥著 　エール出版社 386.1  /ﾔ               

65 こころ歳時記 　吉元 由美∥[著]
　ディスカヴァー・トゥ
エンティワン

386.1  /ﾖ              

66 旧暦ライフ温故知新 　川口 澄子∥画　文 　ピエ・ブックス 449.3  /ｶ        

67 くらしのこよみ
　うつくしいくらしかた
研究所∥編集

　平凡社 449.3  /ｸ              

68 日本の七十二候を楽しむ 　白井 明大∥文 　東邦出版 449.3  /ｼ             

69 二十四節気と七十二候の季節手帖 　山下 景子∥著 　成美堂出版 449.3  /ﾔ               

70
中川政七商店が伝えたい、日本の暮
らしの豆知識

　中川政七商店∥編著 　PHP研究所 590    /ﾅ      

71 までぇな食づくり 　籏野  梨恵子 　籏野梨恵子 596    /ﾊ             

72 うかたま　vol.43(2016夏) 　 　農山漁村文化協会 596.0  /ｳ　/43      

73 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             

74 聞き書ふるさとの家庭料理 　農山漁村文化協会∥編 　農山漁村文化協会 596.2  /ｷ　/20      

75 聞き書ふるさとの家庭料理 　農山漁村文化協会∥編 　農山漁村文化協会 596.2  /ｷ　/21      

76 しょうゆが香る郷土料理
『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 596.2  /ｼ               

77 伝え継ぐ日本の家庭料理　[1] 　日本調理科学会∥企画  編集　農山漁村文化協会 596.2  /ﾂ　/1       

78 伝え継ぐ日本の家庭料理　[2] 　日本調理科学会∥企画  編集　農山漁村文化協会 596.2  /ﾂ　/2    
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79 伝え継ぐ日本の家庭料理　[3] 　日本調理科学会∥企画  編集　農山漁村文化協会 596.2  /ﾂ　/3     

80 伝え継ぐ日本の家庭料理　[4] 　日本調理科学会∥企画  編集　農山漁村文化協会 596.2  /ﾂ　/4       

81 伝え継ぐ日本の家庭料理　[5] 　日本調理科学会∥企画  編集　農山漁村文化協会 596.2  /ﾂ　/5       

82 伝え継ぐ日本の家庭料理　[6] 　日本調理科学会∥企画  編集　農山漁村文化協会 596.2  /ﾂ　/6      

83 伝え継ぐ日本の家庭料理　[7] 　日本調理科学会∥企画  編集　農山漁村文化協会 596.2  /ﾂ　/7      

84 伝え継ぐ日本の家庭料理　[8] 　日本調理科学会∥企画  編集　農山漁村文化協会 596.2  /ﾂ　/8       

85 伝え継ぐ日本の家庭料理　[9] 　日本調理科学会∥企画  編集　農山漁村文化協会 596.2  /ﾂ　/9       

86 伝え継ぐ日本の家庭料理　[10] 　日本調理科学会∥企画  編集　農山漁村文化協会 596.2  /ﾂ　/10      

87 伝え継ぐ日本の家庭料理　[11] 　日本調理科学会∥企画  編集　農山漁村文化協会 596.2  /ﾂ　/11      

88 伝え継ぐ日本の家庭料理　[12] 　日本調理科学会∥企画  編集　農山漁村文化協会 596.2  /ﾂ　/12       

89 伝え継ぐ日本の家庭料理　[13] 　日本調理科学会∥企画  編集　農山漁村文化協会 596.2  /ﾂ　/13       

90 伝え継ぐ日本の家庭料理　[14] 　日本調理科学会∥企画  編集　農山漁村文化協会 596.2  /ﾂ　/14       

91 伝え継ぐ日本の家庭料理　[15] 　日本調理科学会∥企画  編集　農山漁村文化協会 596.2  /ﾂ　/115      

92 伝え継ぐ日本の家庭料理  [16] 　日本調理科学会∥企画  編集　農山漁村文化協会 596.2  /ﾂ　/16       

93 日本料理店へのご招待 　
　全国料理生活衛生同業
組合連合会

596.2  /ﾆ               

94
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           

95 野崎洋光の縁起食 　野崎 洋光∥著 　中日映画社 596.2  /ﾉ              

96 飛田和緒の郷土汁 　飛田 和緒∥著 　世界文化社 596.2  /ﾋ              

97 図解漬け物お国めぐり　春夏編 　農山漁村文化協会∥編 　農山漁村文化協会 596.3  /ｽﾞ　/1       

98 図解漬け物お国めぐり　秋冬編 　農山漁村文化協会∥編 　農山漁村文化協会 596.3  /ｽﾞ　/2       

99 美しいおせちとおもてなし正月料理 　主婦の友社∥編 　主婦の友社 596.4  /ｳ           

100 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              

101 イラスト版行事食・歳事食 　坂本 廣子∥著 　合同出版 596.4  /ｻ              

102 消しゴムはんこ。歳時記も。 　津久井 智子∥著 　大和書房 736    /ﾂ               

103 江戸の人になってみる 　岸本 葉子∥著 　晶文社 915.6  /ｷ              


