Sweets!!Sweets!!Sweets!!

書名等
パンケーキの歴史物語 / ケン・アルバーラ著 ; 関根光宏訳. -- 原書房, 2013.9. --

配架場所

請求記号

4F開架新体系

383.8//A41//2247

4F開架新体系

383.8//C76//2153

4F開架新体系

383.8//E25//9910

4F開架新体系

383.8//H98//6623

4F開架新体系

383.8//MO81//2154

4F開架新体系

383.8//Y18//3330

3F文庫版

383.81//A53//2671

47都道府県・和菓子/郷土菓子百科 / 亀井千歩子著. -- 丸善出版, 2016.1.

4F開架新体系

383.81//KA34//9033

事典和菓子の世界 / 中山圭子著. -- 増補改訂版. -- 岩波書店, 2018.3.

4F開架新体系

383.81//N45//7260

菓子と果物 / 関沢まゆみ編. -- 吉川弘文館, 2019.11. -- (日本の食文化 ; 6).

4F開架新体系

383.81//N71//7410

4F開架新体系

383.81//O55//0925

4F開架新体系

383.81//TO66//9770

7F新体系

383.81//Y18//0291

砂糖の通った道 : 菓子から見た社会史 / 八百啓介著. -- 弦書房, 2011.12.

4F開架新体系

383.81//Y59//8675

西洋菓子彷徨始末 : 洋菓子の日本史 / 吉田菊次郎著. -- 朝文社, 1994.7.

4F開架新体系

383.81//Y86//7697

4F開架新体系

383.83//B21//3591

4F開架新体系

383.835//B31//7156

4F新書版

383.835//I33//3966

イスができる? / 尾嶋好美著. -- SBクリエイティブ, 2017.7. -- (サイエンス・アイ 4F新書版

498.55//O35//0682

(お菓子の図書館).
パイの歴史物語 / ジャネット・クラークソン著 ; 竹田円訳. -- 原書房, 2013.1. -(お菓子の図書館).
ビスケットとクッキーの歴史物語 / アナスタシア・エドワーズ著 ; 片桐恵理子訳.
-- 原書房, 2019.12. -- (お菓子の図書館).
ドーナツの歴史物語 / ヘザー・デランシー・ハンウィック著 ; 伊藤綺訳. -- 原書
房, 2015.10. -- (お菓子の図書館).
チョコレートの歴史物語 / サラ・モス, アレクサンダー・バデノック著 ; 堤理華
訳. -- 原書房, 2013.1. -- (お菓子の図書館).
甘みの文化 / 山辺規子編. -- ドメス出版, 2017.10. -- (食の文化フォーラム ; 35).
図説和菓子の歴史 / 青木直己著. -- 筑摩書房, 2017.8. -- (ちくま学芸文庫 ; [ア40-1]).

ウキウキ甘辛おやつ / 奥村彪生文 ; 野村俊夫絵. -- 農山漁村文化協会, 2006.8. -(おくむらあやおふるさとの伝承料理 / 奥村彪生文 ; 9).
和菓子を愛した人たち / 虎屋文庫編著. -- 山川出版社, 2017.5.
甘葛煎 (あまづらせん) 再現プロジェクト : よみがえる古代の甘味料 / 山辺規子編
著. -- かもがわ出版, 2018.3. -- (奈良女子大学文学部「まほろば」叢書).

名前が語るお菓子の歴史 / ニナ・バルビエ,エマニュエル・ペレ [著] ; 北代美和子
訳. -- 白水社, 1999.12.
マリー・アントワネットは何を食べていたのか : ヴェルサイユの食卓と生活 / ピ
エール=イヴ・ボルペール著 ; ダコスタ吉村花子訳. -- 原書房, 2019.6.
お菓子でたどるフランス史 / 池上俊一著. -- 岩波書店, 2013.11. -- (岩波ジュニア
新書 ; 757).
「食べられる」科学実験セレクション : 身近な料理の色が変わる?たった1分でア
新書 ; SIS-383).
チョコレートはなぜ美味しいのか / 上野聡著. -- 集英社, 2016.12. -- (集英社新書

4F新書版

576.16//U45//6383

砂糖の歴史 / エリザベス・アボット著 ; 樋口幸子訳. -- 河出書房新社, 2011.5.

3F開架新体系

588.1//A11//2947

欲望の砂糖史 : 近代南島アルケオロジー / 原井一郎著. -- 森話社, 2014.6.

3F開架新体系

588.1//H32//2510

砂糖の事典 / 日高秀昌, 岸原士郎, 斎藤祥治編. -- 東京堂出版, 2009.8.

3F開架新体系

588.1//H54//5276

砂糖の帝国 : 日本植民地とアジア市場 / 平井健介著. -- 東京大学出版会, 2017.9.

3F開架新体系

588.1//H64//2548

砂糖の世界史 / 川北稔著. -- 岩波書店, 1996.7. -- (岩波ジュニア新書 ; 276).

4F新書版

588.1//KA94//5704

近代製糖業の経営史的研究 / 久保文克著. -- 文眞堂, 2016.5.

3F開架新体系

588.1//KU11//2284

; 0860G).

書名等
砂糖の文化誌 : 日本人と砂糖 / 伊藤汎監修. -- 八坂書房, 2008.12.
砂糖の歴史 / アンドルー・F・スミス著 ; 手嶋由美子訳. -- 原書房, 2016.1. -(「食」の図書館).
「ポッキー」はなぜフランス人に愛されるのか? : 海外で成功するローカライ
ズ・マーケティングの秘訣 / 三田村蕗子著. -- 日本実業出版社, 2015.4.
森永製菓100年史 : はばたくエンゼル, 一世紀 / 森永製菓編集. -- 森永製菓,
2000.8.
チョコレートの帝国 / ジョエル・G・ブレナー [著] ; 笙玲子訳. -- みすず書房,
2012.5.
チョコレート・ココアの科学と機能 / 福場博保[ほか]編. -- 限定版. -- アイ・ケイ
コーポレーション, 2004.11.
チョコレートの科学 / 大澤俊彦 [ほか] 著. -- 朝倉書店, 2015.5. -- (食物と健康の
科学シリーズ).
チョコレートの世界史 : 近代ヨーロッパが磨き上げた褐色の宝石 / 武田尚子著. - 中央公論新社, 2010.12. -- (中公新書 ; 2088).
パティシエになるには / 辻製菓専門学校編著. -- 2刷. -- ぺりかん社, 2011.12. -(なるにはBooks ; 134).
虎屋和菓子と歩んだ五百年 / 黒川光博著. -- 新潮社, 2005.8. -- (新潮新書 ; 132).
和菓子伝統と創造 : 何に価値の真正性を見出すのか / 森崎美穂子著. -- 水曜社,
2018.4. -- (文化とまちづくり叢書).
和菓子企業の原料調達と地域回帰 / 佐藤奨平編著. -- 筑波書房, 2019.2.
近江商人の哲学 : 「たねや」に学ぶ商いの基本 / 山本昌仁著. -- 講談社, 2018.8. - (講談社現代新書 ; 2489).
食の達人たち : フードストーリー / 野地秩嘉著. -- 小学館, 2010.12. -- (小学館文
庫 ; の4-1).
米のおやつともち / 日本調理科学会企画・編集. -- 農山漁村文化協会, 2019.6. -(別冊うかたま . 伝え継ぐ日本の家庭料理 ; 12).
小麦・いも・豆のおやつ / 日本調理科学会企画・編集. -- 農山漁村文化協会,
2018.6. -- (別冊うかたま . 伝え継ぐ日本の家庭料理 ; 13).
名画の中の料理 / メアリー・アン・カウズ著 ; 富原まさ江訳. -- エクスナレッジ,
2018.3.
古今名物御前菓子秘伝抄 : 日本で最初のお菓子の文献 / 鈴木晋一訳. -- 教育社,
1988.6. -- (教育社新書 ; 原本現代訳 132).
アントルメ / 遠藤直彦[ほか]製作・監修 ; 榊満文・編集 ; '94. -- モーリス・カン
パニー. -- (ホテルとレストランの洋菓子研究 ; 3).
Objets en gateaux : 造形は無限のメッセージ / 細谷亮輔著, 鴨下宜訓編. -- フジ
サニープラザ, 1988.1.
古くて新しいフランス菓子 / 河田勝彦著. -- 日本放送出版協会, 2010.9.
アイスクリーム図鑑 / 日本アイスクリーム協会[編]. -- 2刷. -- 日本アイスクリー
ム協会, 2002.9.
カカオとチョコレートのサイエンス・ロマン : 神の食べ物の不思議 / 佐藤清隆,
古谷野哲夫著. -- 幸書房, 2011.10.
ドイツお菓子物語 / 曽我尚美文 ; 鈴木奈月絵. -- 東京書籍, 1994.7.

配架場所

請求記号

3F開架新体系

588.1//SA85//3480

3F開架新体系

588.1//SM5//8706

3F開架新体系

588.3//MI58//3133

7F新体系L

L588.3//MO57//5847

3F開架新体系

588.34//B72//3555

3F開架新体系

588.34//F74//2339

3F開架新体系

588.34//O74//4879

4F新書版

588.34//TA59//8731

2F就職応援

588.35//TS47//3087

4F新書版

588.36//KU74//0772

3F開架新体系

588.36//MO63//6455

3F開架新体系

588.36//SA85//3132

4F新書版

588.36//Y31//0259

3F文庫版

596.04//N93//7894

3F開架新体系

596.21//TS92//4372

3F開架新体系

596.21//TS92//6924

3F開架新体系

596.23//C27//7250

7F新体系

596.6//SU96//5658

3F開架新体系

L596.65//E59//9329

7F新体系L

L596.65//H95//5716

2F学生選書

596.65//KA98//3932

7F新体系L

L596.65//N71//8636

2F学生選書

596.65//SA85//7940

7F新体系

596.65//SO25//9836

7F新体系

596.65//TS47//7523

7F新体系L

L596.65//W14//5717

洋菓子 : フランス菓子・ドイツ菓子・ウィ-ン菓子 / 大阪あべの辻製菓専門学校,
エコ-ル・キュリネ-ル東京国立辻製菓専門カレッジ編. -- 同朋舎出版, 1993.7. -(プロ調理の基本 : 完全イラスト ; 7).
和菓子創造 / 皆川一監修. -- 伊那食品工業, 1995.12.

書名等
シェフ特製クリームデザート / 渡辺義雄製作・監修 ; 榊満文・編集. -- 新版. --

配架場所

請求記号

3F開架新体系

596.65//W46//0145

2F学生選書

596.65//Y84//7939

洋菓子はじめて物語 / 吉田菊次郎著. -- 平凡社, 2001.12. -- (平凡社新書 ; 121).

4F新書版

596.65//Y86//1047

珈琲の事典 / 伊藤博監修. -- 成美堂出版, [1995].

7F新体系

596.7//KO27//5832

コーヒーのすべて. -- [ネッスル日本], [19--].

7F新体系

596.7//N66//5690

3F開架新体系

596//F15//2487

3F開架新体系

596//N97//8202

3F開架新体系

596//O24//3269

3F開架新体系

596//P85//7935

4F開架新体系

617.3//O19//6198

4F開架新体系

625.038//Z8//5722

4F新書版

625//TA84//0562

モーリス・カンパニー. -- (Morris cake shop series ; 5).
職人力! : トシ・ヨロイヅカのパティシエ哲学 / 鎧塚俊彦著. -- 朝日新聞出版,
2011.11.

料理の科学大図鑑 / スチュアート・ファリモンド著 ; 熊谷玲美, 渥美興子翻訳 ;
ぷれす日本語版編集. -- 河出書房新社, 2018.10.
地域食材大百科 / 農文協編 ; 第1巻 - 第15巻. -- 農山漁村文化協会, 2010.3-.
女子栄養大学料理のなるほど実験室 : 研究室で検証しました! : 料理をおいしく作
るコツ / 小川久惠 [ほか] 著. -- 女子栄養大学出版部, 2019.2.
Cooking for Geeks : 料理の科学と実践レシピ / Jeff Potter著 ; 水原文訳. -- 第2
版. -- オライリー・ジャパン. -- (Make: Japan books).
チョコレートの真実 / キャロル・オフ著 ; 北村陽子訳. -- 英治出版, 2007.9.
図説果物の大図鑑 / 日本果樹種苗協会, 農業・食品産業技術総合研究機構, 国際農
林水産業研究センター監修. -- マイナビ出版, 2016.10.
フルーツひとつばなし : おいしい果実たちの「秘密」 / 田中修著. -- 講談社,
2013.8. -- (講談社現代新書 ; 2222).
パッケージ&ショッピングバッグのデザイン = Package & shopping bag. -ビー・エヌ・エヌ新社, 2008.3. -- (ショップアイデンティティシリーズ = Shop

2F学生選書大型本L674.3//B59//7042

identity series / 三富仁編集 ; Vol.4).
味覚のイコノグラフィア : 蜂蜜・授乳・チョコレート= Iconografia gustus : mel,
nutricatio, chocolata / 出佳奈子 [ほか] 著. -- ありな書房, 2012.9. -- (感覚のラ

3F開架新体系

702.37//I19//1927

4F新書版

910.26//O63//4688

4F新書版

910.26//O63//6547

ビュリントゥス = Labyrinthus sensus ; 2).
作家のごちそう帖 : 悪食・鯨飲・甘食・粗食 / 大本泉著. -- 平凡社, 2014.9. -- (平
凡社新書 ; 749).
作家のまんぷく帖 / 大本泉著. -- 平凡社, 2018.4. -- (平凡社新書 ; 876).

