
資料番号 タイトル 人名 出版社 元保管場所

0110407376 味で勝負や 美味い昔の京料理 西　音松／著 東京：鎌倉書房 書庫

0116184367 おいしい知恵をいただきます!作ってみたい・地方ごはん 東京：講談社 書庫

0116115387 おうちで作る郷土ごはん 小野　藤子／[著] 東京：枻出版社 書庫

0117293704 大阪料理 大阪料理会／監修 東京：旭屋出版 民俗習慣

0114821473 沖縄家庭料理入門 渡慶次　富子／料理 東京：農山漁村文化協会 書庫

0116049818 沖縄の離島45 伊藤　麻由子／写真・文 東京：オレンジページ 民俗習慣

0114987233 沖縄料理のチカラ 岸　朝子／著 東京：PHP研究所 書庫

0114852106 聞き書ふるさとの家庭料理　1 農山漁村文化協会／編 東京：農山漁村文化協会 別置書庫

0114865553 聞き書ふるさとの家庭料理　2 農山漁村文化協会／編 東京：農山漁村文化協会 別置書庫

0114865561 聞き書ふるさとの家庭料理　3 農山漁村文化協会／編 東京：農山漁村文化協会 別置書庫

0114865579 聞き書ふるさとの家庭料理　4 農山漁村文化協会／編 東京：農山漁村文化協会 別置書庫

0114852114 聞き書ふるさとの家庭料理　5 農山漁村文化協会／編 東京：農山漁村文化協会 別置書庫

0114890106 聞き書ふるさとの家庭料理　6 農山漁村文化協会／編 東京：農山漁村文化協会 別置書庫

0114890114 聞き書ふるさとの家庭料理　7 農山漁村文化協会／編 東京：農山漁村文化協会 別置書庫

0114900509 聞き書ふるさとの家庭料理　8 農山漁村文化協会／編 東京：農山漁村文化協会 別置書庫

0114900517 聞き書ふるさとの家庭料理　9 農山漁村文化協会／編 東京：農山漁村文化協会 別置書庫

0114852122 聞き書ふるさとの家庭料理　10 農山漁村文化協会／編 東京：農山漁村文化協会 別置書庫

0115180184 岸朝子と楽しむ極上!お取り寄せこだわり調味料 東京：小学館 書庫

0115576134 九州宝御膳物語 豊田　謙二／監修 福岡：西日本新聞社 民俗習慣

0117658344 京のおばんざい四季の味 小宮　理実／著 東京：家の光協会 生活科学  

0116411836 京都の食景 菊池　昌治／著 京都：淡交社 書庫

0115518342 郷土の恵みの和のおやつ 河津　由美子／著 東京：コモンズ 書庫

0117526418 県別対抗!東海・北陸・信州ご当地&B級グルメ 東京：昭文社 生活科学  

0115923658 ごはんの旅人 向笠　千恵子／著 [東京]：JTBパブリッシング 書庫

0115481855 米ぢから八十八話 向笠　千恵子／著 東京：家の光協会 書庫

0116510538 再創造する郷土料理 秋山　能久／著 東京：旭屋出版 書庫

特集名：長野９～１０月高齢者向けテーマ本「全国の郷土料理」
特集期間：２０２０／８／２７～２０２０／１０／２９



0115521205 佐賀のがばいばあちゃんのレシピ 島田　洋七／著 東京：ソニー・マガジンズ 書庫

0117544056 魚のおかず 日本調理科学会／企画・編集 東京：農山漁村文化協会 生活科学  

0118366640 魚のおかず 日本調理科学会／企画・編集 東京：農山漁村文化協会 生活科学  

0116041708 地魚大全 野村　祐三／著 東京：東京書籍 産業      

0117179713 地元スーパーのおいしいもの、旅をしながら見つけてきました。47都道府県! 森井　ユカ／著 東京：ダイヤモンド・ビッグ社 生活科学  

0115355745 旬の地魚料理づくし 野村　祐三／著 東京：講談社 書庫

0118362532 汁もの 日本調理科学会／企画・編集 東京：農山漁村文化協会 生活科学  

0117542092 すし 日本調理科学会／企画・編集 東京：農山漁村文化協会 生活科学  

0116613555 大人気!ご当地料理大図鑑　関東甲信越編 全国地方料理研究会／編著 東京：平凡社 生活科学  

0117393272 地理女子が教えるご当地グルメの地理学 尾形　希莉子／著 東京：ベレ出版 民俗習慣

0117558411 漬物・佃煮・なめ味噌 日本調理科学会／企画・編集 東京：農山漁村文化協会 生活科学  

0110691938 伝えてゆきたい家庭の郷土料理　第1集 全国友の会／編 東京：婦人之友社 書庫

0110699808 伝えてゆきたい家庭の郷土料理　第2集 全国友の会／編 東京：婦人之友社 書庫

0111608840 亭主の好きな全国おふくろの味 日本栄養士会公衆栄養推進栄養士協議会／編 東京：文園社 書庫

0116740127 伝承写真館日本の食文化　1 農文協／編集 東京：農山漁村文化協会 民俗習慣

0116740135 伝承写真館日本の食文化　2 農文協／編集 東京：農山漁村文化協会 民俗習慣

0116740143 伝承写真館日本の食文化　3 農文協／編集 東京：農山漁村文化協会 民俗習慣

0116740150 伝承写真館日本の食文化　4 農文協／編集 東京：農山漁村文化協会 民俗習慣

0116740168 伝承写真館日本の食文化　5 農文協／編集 東京：農山漁村文化協会 民俗習慣

0116740176 伝承写真館日本の食文化　6 農文協／編集 東京：農山漁村文化協会 民俗習慣

0116740184 伝承写真館日本の食文化　7 農文協／編集 東京：農山漁村文化協会 民俗習慣

0116740192 伝承写真館日本の食文化　8 農文協／編集 東京：農山漁村文化協会 民俗習慣

0116740200 伝承写真館日本の食文化　9 農文協／編集 東京：農山漁村文化協会 民俗習慣

0116740218 伝承写真館日本の食文化　10 農文協／編集 東京：農山漁村文化協会 民俗習慣

0116740226 伝承写真館日本の食文化　11 農文協／編集 東京：農山漁村文化協会 民俗習慣

0116740234 伝承写真館日本の食文化　12 農文協／編集 東京：農山漁村文化協会 民俗習慣

0116532573 東北おやつ紀行 市川　慎子／著 東京：中央公論新社 民俗習慣

0113122725 東北・北海道の郷土料理 乙坂　ひで／編著 京都：ナカニシヤ出版 書庫

0114805427 長崎さかな料理 NHK長崎放送局／監修 長崎：長崎新聞社 書庫

0115353294 長谷家の土鍋。365日 東京：主婦と生活社 書庫

0117542100 肉・豆腐・麩のおかず 日本調理科学会／企画・編集 東京：農山漁村文化協会 生活科学  

0117356998 ニシンの歴史 キャシー・ハント／著 東京：原書房 産業      



0116302506 ニッポン全国ブランド食材図鑑　2011 東京：プレジデント社 書庫

0117366914 日本の味郷土料理めぐり 日本食生活協会／監修 東京：日本食生活協会 民俗習慣

0116877374 日本のごちそう すき焼き 向笠　千恵子／著 東京：平凡社 生活科学  

0114949001 日本の食材おいしい旅 向笠　千恵子／著 東京：集英社 書庫

0111039111 日本の名品郷土料理 福島　普徳／編 東京：学研 別置書庫

0111039103 日本の名品郷土料理 福島　普徳／編 東京：学研 別置書庫

0111039095 日本の名品郷土料理 福島　普徳／編 東京：学研 別置書庫

0111039137 日本の名品郷土料理 福島　普徳／編 東京：学研 別置書庫

0111039129 日本の名品郷土料理 福島　普徳／編 東京：学研 別置書庫

0117614859 熱狂のお好み焼 シャオヘイ／著 広島：ザメディアジョン 民俗習慣

0115391781 美味巡礼の旅 小泉　武夫／著 東京：毎日新聞社 書庫

0110776283 ふるさとに母の味あり 寺沢　正／著 東京：日本テレビ 書庫

0114348147 ふるさとの食卓 中山　美鈴／著 福岡：葦書房 民俗習慣

0117053843 北陸の漬けもの 北村　綾子／監修 金沢：北國新聞社 生活科学  

0116964917 毎日食べたい沖縄ごはん リトル沖縄／著 東京：TOブックス 生活科学  

0117327627 よしもと芸人×dグルメ みんなで作る!ご当地とっておき料理 「ご当地とっておき料理」編集部／著 東京：ヨシモトブックス 生活科学  

0116385311 47都道府県・魚食文化百科 成瀬　宇平／著 東京：丸善出版 民俗習慣

0116528068 47都道府県・こなもの食文化百科 成瀬　宇平／著 東京：丸善出版 民俗習慣

0116953415 47都道府県・汁物百科 野崎　洋光／著 東京：丸善出版 民俗習慣

0116677113 47都道府県・伝統調味料百科 成瀬　宇平／著 東京：丸善出版 民俗習慣

0116896259 47都道府県・肉食文化百科 成瀬　宇平／著 東京：丸善出版 民俗習慣

0117033860 47都道府県・和菓子/郷土菓子百科 亀井　千歩子／著 東京：丸善出版 民俗習慣

0110358959 私の琉球料理 新島　正子／著 東京：柴田書店 書庫


