
お菓子の歴史・紹介

万国お菓子物語 　吉田 菊次郎‖著 　晶文社      383.8         

名前が語るお菓子の歴史 　ニナ　バルビエほか‖著 　白水社      383.8         

図説和菓子の今昔 　青木 直己‖著 　淡交社      383.8         

江戸時代の和菓子デザイン 　中山 圭子‖著 　ポプラ社      383.8         

平成版・駄菓子大百科 　カタログハウス‖編 　カタログハウス      588.3         

郷土菓子 　 　平凡社      588.3         

1坪の奇跡 　稲垣 篤子‖著 　ダイヤモンド社      588.3         

パンケーキの歴史物語 　ケン　アルバーラ‖著 　原書房      383.8         

チョコレートの奇跡 　楠田 枝里子‖著 　中央公論新社      588.3         

チョコレート 　モート　ローゼンブラム‖著 　河出書房新社      588.3         

和菓子風土記 　鈴木 晋一‖監修 　平凡社      596.6         

あんこ読本 　和菓子好き委員会あんこ部‖著 　PHP研究所      596.6         

一日一菓 　木村 宗慎‖著 　新潮社      791.7         

100万人が選んだ大絶賛おやつ 　角川SSコミュニケーションズ      596.6         

東京のおいしいスイーツ 　成美堂出版編集部‖編集 　成美堂出版      596.6         

的場スイーツ　1・2 　的場 浩司‖著 　ワニブックス      596.6         

手作りお菓子のレシピ

季節をつくるわたしの和菓子帳 　金塚 晴子‖著 　東京書籍      596.6         

季節を楽しむ和菓子12か月 　おもたせ菓子研究室‖著 　家の光協会      596.6         

おうちで作る和菓子レシピ12か月 　鳥居 満智栄‖著 　淡交社      596.6         

電子レンジでつくる12か月の和菓子 　松井 ミチル‖著 　PHP研究所      596.6         

ほんのひと口、しあわせ和菓子 　松井 ミチル‖著 　文化出版局      596.6         

やさしく作れる本格和菓子 　清 真知子‖著 　世界文化社      596.6         

雑穀とお米でつくるナチュラル和菓子 　金塚 晴子‖著 　講談社      596.6         

お茶にあう和風のおかし 　長尾 智子‖著 　柴田書店      596.6         

ちょっと和風の焼き菓子レシピ 　稲田 多佳子‖著 　集英社      596.6         

お菓子の教科書ビギナーズ 　矢崎 美月代‖著 　新星出版社      596.6         

ずっと作りつづけたい3時のおやつ 　川上 文代‖著 　講談社      596.6         

スイーツマジック 　若山 曜子‖著 　文化学園文化出版局      596.6         

ホーローバットで作るうちのお菓子 　 　主婦と生活社      596.6         

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      596.6         

おいしい豆腐スイーツ 　鈴木 理恵子‖著 　誠文堂新光社      596.6         

作りおきスイーツ 　主婦の友社‖編 　主婦の友社      596.6         

はじめてのナチュラルスイーツ 　石橋 かおり‖著 　講談社      596.6         

みうたさんのお芋の菓子箱 　江島 雅歌‖著 　農山漁村文化協会      596.6         

黒糖のお菓子 　江島 雅歌‖著 　家の光協会      596.6         

ベジフルおやつ 　庄司 いずみ‖著 　保健同人社      596.6         

りんごのかんたんおうち菓子 　内田 真美‖著 　主婦と生活社      596.6         

バナナのお菓子 　坂田 阿希子‖著 　家の光協会      596.6         

フルーツ缶でおやつマジック! 　舘野 鏡子‖著 　世界文化社      596.6         

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 　主婦の友社      596.6         

ほんとうにおいしい生地でつくるチョコレートレシピ 　佐藤 ひろ子‖著 　アップルミンツ      596.6         

テオブロマ土屋公二の板チョコで作るかんたんチョコレートお菓子 　 　角川SSコミュニケーションズ      596.6         

roofのやさしい焼き菓子教室 　今井 洋子‖著 　河出書房新社      596.6         

かもめ図書館　企画リスト　平成27年2月号

小田原市立かもめ図書館　　平成２7年2月号

 　　　　　　　　　携帯： https://ilisod001.apsel.jp/odawara-lib/wopc/pc/mSrv?dsp=TP                            

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名

＊＊ インターネットから本の予約ができます！ ＊＊

出　版　社 請 求 記 号

ＰＣ ： https://ilisod001.apsel.jp/odawara-lib/wopc/pc/pages/TopPage.jsp 

お菓子の日（毎月15日）の中でも、2/15は特別な日。

あま～いお菓子で、ゆったりとした時間をどうぞ！
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はかりいらずの混ぜて焼くだけおやつ 　飯塚 有紀子‖著 　KADOKAWA      596.6         

かわいいクッキー 　本橋 雅人‖著 　日東書院本社      596.6         

おいしい!かわいい!楽しい!「デコクッキー」 　下迫 綾美‖著 　講談社      596.6         

絵柄入りでつくるアイスボックスクッキー 　イトウ ユカ‖著 　河出書房新社      596.6         

トースターでつくる世界で愛されているケーキレシピ100 　仁科 文之‖著 　シンコーＭ・エンタテイメント      596.6         

スクエア型ひとつでざっくり作るケーキ 　福岡 直子‖著 　河出書房新社      596.6         

お絵かきロール 　Sachi‖著 　辰巳出版      596.6         

子どもがよろこぶ!かわいいデコロール・ケーキ 　熊谷 真由美‖著 　PHP研究所      596.6         

カップケーキパーフェクトブック 　加藤 千恵‖著 　講談社      596.6         

カップケーキの本 　まちやま ちほ‖著 　主婦の友社      596.6         

まいにち食べたい“ごはんのような”シフォンケーキの本 　なかしま しほ‖著 　主婦と生活社      596.6         

チーズケーキ30 　柳瀬 久美子‖著 　永岡書店      596.6         

あっさりチーズケーキ クッキー スコーンの本 　藤澤 由紀‖著 　主婦と生活社      596.6         

ケーキポップスの本 　下迫 綾美‖著 　講談社      596.6         

パンケーキ 　高橋 教子‖著 　アップルミンツ      596.6         

熟成ケーキ 　磯貝 由恵‖著 　河出書房新社      596.6         

焼きドーナツとワッフルのおうちカフェレシピ 　みなくち なほこ‖著 　実業之日本社      596.6         

毎日食べたいみんなのプリン 　大越 郷子‖著 　辰巳出版      596.6         

自分で作れるグミの本 　荻田 尚子‖著 　文化出版局      596.6         

薬膳お菓子 　辰巳 洋ほか‖著 　緑書房      596.6         

バター、オイルなしでもこんなにおいしいふとらないお菓子　1・2 　茨木 くみ子‖著 　文化出版局      596.6         

プレゼントしたいナッツとドライフルーツのお菓子 　小山 律子‖著 　家の光協会      596.6         

藤野真紀子とっておきのプレゼントお菓子 　藤野真紀子とＦステュディオ‖著 　主婦と生活社      596.6         

プレゼント・チョコスイーツ 　飯塚 有紀子‖著 　小学館      596.6         

あの人に贈りたいかわいいプレゼントケーキ 　田辺 由布子‖著 　文化出版局      596.6         

ラブリー!ハッピー!贈るお菓子 　加藤 千恵‖著 　講談社      596.6         

お菓子が登場する小説

ラ・パティスリー 　上田 早夕里‖著 　角川春樹事務所 　　　　　 913.6ウエダ   

ショコラティエの勲章 　上田 早夕里‖著 　東京創元社 　　　　　 913.6ウエダ   

食堂かたつむり 　小川 糸‖著 　ポプラ社 　　　　　 913.6オガワ   

銃とチョコレート 　乙一‖著 　講談社 　　　  YA913.6オツイ  

チロル、プリーズ 　片川 優子‖著 　講談社 　　　 YA913.6カタカ  

坂木司リクエスト!和菓子のアンソロジー 　小川 一水ほか‖著 　光文社 　　　　　 913.6サカキ   

和菓子のアン 　坂木 司‖著 　光文社 　　　　　 913.6サカキ   

家元探偵マスノくん 　笹生 陽子‖著 　ポプラ社 　　　 YA913.6サソウ  

うさぎパン 　瀧羽 麻子‖著 　メディアファクトリー 　　　 YA913.6タキワ  

甘いもんでもおひとつ 　田牧 大和‖著 　文藝春秋 　　　　　 913.6タマキ   

日乃出が走る 　中島 久枝‖著 　ポプラ社 　　　B913.6ナカシ 

レモンタルト 　長野 まゆみ‖著 　講談社 　　　　　 913.6ナガノ   

お菓子手帖 　長野 まゆみ‖著 　河出書房新社 　　　　　 913.6ナガノ   

走れ!ビスコ 　中場 利一‖著 　幻冬舎 　　　　　 913.6ナカバ   

アイスクリン強し 　畠中 恵‖著 　講談社 　　　　　 913.6ハタケ   

秘密のスイーツ 　林 真理子‖著 　ポプラ社 　　　　　 913.6ハヤシ   

五年前の忘れ物 　益田 ミリ‖著 　講談社 　　　　　 913.6マスダ   

ハートブレイク・レストラン 　松尾 由美‖著 　光文社 　　　　　 913.6マツオ   

花の鎖 　湊 かなえ‖著 　文藝春秋 　　　　　 913.6ミナト   

アーモンド入りチョコレートのワルツ 　森 絵都‖著 　角川書店 　　　B913.6モリ 

秋期限定栗きんとん事件　上・下 　米澤 穂信‖著 　東京創元社 　　　B913.6ヨネザ 

御子柴くんの甘味と捜査 　若竹 七海‖著 　中央公論新社 　　　B913.6ワカタ 

チョコレート・マウンテンに沈む夕日 　スーザン　エルダーキン‖著 　中央公論新社 　　　　　 933エルダ   

チョコレート・アンダーグラウンド 　アレックス　シアラー‖著 　求竜堂 　　　YA 933シアラ   

魔法の庭 　イタロ・カルヴィーノ‖著 　晶文社 　　　　　 973カルビ   

その他

うれしいお菓子、せつないお菓子 　三浦 裕子‖著 　東京書籍      596.6         

お茶と和菓子のテーブルセッティング 　浜 裕子‖著 　誠文堂新光社      596.8         

RUKOのフェルトのスイーツ 　南木 裕子‖著 　主婦の友社      594         

Disneyスイーツデコ 　熊谷 ゆかり ほか‖作 　学研パブリッシング      751.4         

粘土で作るスイーツデコ 　 　パッチワーク通信社      751.4         

買ってはいけないお菓子買ってもいいお菓子 　渡辺 雄二‖著 　大和書房 　　　B498.5ワタナ 

　　　　　　　　　　　　　　　　　YA…ヤングアダルト　　Ｂ…文庫　


