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東北大学日本食プロジェクト研究室
の簡単いきいきレシピ

都築 毅／監修 世界文化社 4985/T91/2

家庭科の基本 流田 直／監修 学研教育みらい 5900/T18/

１３歳からの料理のきほん３４ アントラム栢木利美／著 海竜社 5960/A42/

作って撮るごはんと写真 福岡 拓／著 日本カメラ社 5960/F31/

また作って!と言われるきほんの料理 岩崎 啓子／著 ナツメ社 5960/I15/18

コンロ1つで自炊Lesson 金丸 絵里加／料理 主婦の友社 5960/K127/7

基本がきちんと身につく！お料理の
教科書

久保香菜子／著 西東社 5960/K57/4

これが正解!ひとり暮らしごはんス
タートブック

検見崎 聡美／[著] 主婦の友社 5960/K79/11

スグうま自炊生活 まき あやこ／著 ナツメ社 5960/M111/

森野熊八のかんたんお料理教室 １
（ごはん・めん・パン）

森野熊八／著 鈴木出版 5960/M64/1-1

森野熊八のかんたんお料理教室 ２
（魚料理）

森野熊八／著 鈴木出版 5960/M64/1-2

森野熊八のかんたんお料理教室 ３
（肉料理）

森野熊八／著 鈴木出版 5960/M64/1-3

包丁の使い方がわかる本 包編集室／編 自由国民社 5960/P3/1-2

とにかくかんたんゆる～っとはじめる
10分自炊

島本 美由紀／[著] 東京書店 5960/S96/3

いちばんやさしい料理の教科書 田中京子／著 成美堂出版 5960/T80/

ハツ江おばあちゃんのフライパン1つ
で100レシピ

高木 ハツ江／著，河野
雅子／監修

NHK出版　 5960/Ｔ113

ゆる自炊BOOK オレンジページ 5960/Y49/

料理のきほんはおにぎりから 野崎洋光／著 生活情報センター 5963/N23/3

パパッと激うまっ☆キングレシピ ポンポコ団キング／著 KADOKAWA P79/596/

プラス３分ですてきな朝食アイデア帳 小山浩子／〔料理監修〕 東京書店 5960/K139/

ごきげん朝ごはん 若山曜子／著 講談社 5960/W24/

もりもりホットサンドと野菜ごろごろ
スープ 元気が出るよ

Tesshi／著 KADOKAWA 5966/Ｔ54

スープジャーさえあればお弁当はラ
クチン！

金丸絵里加／著 主婦の友社 5964/K30/2

日本一美味しいのり弁の作り方 杵島 直美／著 日東書院本社 5964/K44/

お弁当教本 坂田 阿希子／著 東京書籍 5964/S15/4

きほんの手作りパン 藤田千秋／著 学研プラス 5966/F8/3

何度も作りたくなるお菓子の基本 荻田 尚子／著 講談社 5966/O20/10

はじめてのお菓子教室 荻田 尚子／著 主婦の友社 5966/O20/11

①まずはここから！料理の基本

②つくってみよう、朝ごはん

③つくってみよう、お弁当

④つくってみよう、お菓子とパン
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世界一かんたんな手作りお菓子 主婦の友社／編 主婦の友社 5966/S23/2

笑顔こぼれるデコ和菓子 鳥居 満智栄／著 淡交社 5966/T13/2

イチバン親切なパンの教科書 坂本 りか／著 新星出版社 5966/S48/2

最高のおにぎりの作り方 樋口 直哉／著 KADOKAWA 5960/H84/

餃子の創り方 パラダイス山元／著 光文社 5962/P17/

クセになる!パクチーレシピブック エダジュン／著 パルコエンタテインメント事業部5960/E16/

L.M.モンゴメリの「赤毛のアン」クック
ブック

ケイト・マクドナルド／
著，L.M.モンゴメリ／著，
岡本 千晶／訳

原書房 59601/M19/2

ルイーザ・メイ・オールコットの「若草
物語」クックブック

ウィニ・モランヴィル／著 原書房 5960/M118/

バインミー 足立由美子／著 文化出版局 5962/A29/

予約の取れない人気店が教えるは
じめてのメキシコ料理

アシエンダデルシエロ－モ
ダンメキシカーノ－／著

ＰＨＰ研究所 5962/A38/

アヒージョ！
ホセ・バラオナ・ビニェス／
著

柴田書店 5962/B25/

とっておき！トッポギ料理１００ 趙善玉，韓パラム／著 ＨＡＮＡ 5962/C19/2

イェンセン家のホームディナー イェンス・イェンセン／著 文藝春秋 5962/J7/

今日から作れるおウチでタイごはん ケームティー・ニン／著 学研プラス 5962/K98/

家庭で作れるアイルランド料理 松井ゆみ子／著 河出書房新社 5962/Ｍ26/3

ロシアのスープ 荻野恭子／著 ＷＡＶＥ出版 5962/O23/6

メキシコ料理Tepitoレシピブック 滝沢 久美／著 パルコエンタテインメント事業部5962/Ｔ77

中華のきほん、完全レシピ 脇屋 友詞／著 世界文化社 5962/W7/4

家庭で作れる北欧料理 矢口岳，早川るりこ／著 河出書房新社 5962/Ｙ30

おうちで作るイタリアンジェラート 齋藤 由里／著 世界文化社　 5966/S69

なるほどなっとく！おいしい料理には
科学（ワケ）がある大事典

別冊宝島編集部／編 宝島社 5960/B13/

チューブ生姜適量ではなくて１ｃｍが
いい人の理系の料理

五藤隆介／著 秀和システム 5960/G15/

料理と栄養の科学 渋川祥子／監修 新星出版社 5960/S30/3

女子栄養大学料理のなるほど実験室 吉田 企世子／監修 女子栄養大学出版部5960/Y32/2

僕はこんなものを食べてきた 三國清三／著 ポプラ社 2891/M233/2

レストランで働く人たち 戸田恭子／著 ぺりかん社 36620/S10/1-10

ケーキ屋さん・カフェで働く人たち 籏智優子／著 ぺりかん社 36620/S10/1-21

大人になったらしたい仕事 [1]
朝日中高生新聞編集部／
[編]

朝日学生新聞社 36629/A11/

⑦科学×料理

⑧仕事×料理

⑤極める

⑥外国×料理

2



料理にチャレンジ！ ♦Young Generationコーナーミニ展示リスト♦
　 2021.5.25-7.4

署名 著者名 出版者 請求記号

大人になったらしたい仕事 3
朝日中高生新聞編集部／
[編]

朝日学生新聞社 36629/A11/1-3

もっとやりたい仕事がある! 池上 彰／著・監修 小学館 36629/I11/1-3

栄養学部 佐藤 成美／著 ぺりかん社 37680/N14/1-12

石川進之介の旅するシェフ 石川 進之介／著 メトロポリタンプレス5960/I64/

人生で大切なことは、すべて厨房で
学んだ

上神田 梅雄／著 現代書林 5960/K112/2

調理師・専門調理師・調理技能士に
なるための完全ガイド

新宿調理師専門学校／
監修

主婦の友社 5960/S98/

シェフズテーブル 「ヒトサラ」編集部／編 カンゼン 5960/U23/

スポーツをがんばる子どもの勝てる
カラダを作る献立

石川 三知／著 学研プラス 7801/I24/2-2

スポーツする人のためのリカバリー
ごはん

河谷 彰子／監修 女子栄養大学出版部7801/K54/2

パフォーマンスを高めるためのアス
リートの栄養学

清野 隼／著 ナツメ社 7801/S58/

女子アスリートの「食事と栄養」 佐藤 郁子／監修 メイツユニバーサルコンテンツ7801/S63/

アスリートのための朝食術 田口 素子／監修 女子栄養大学出版部7801/T31/2

女子栄養大学のスポーツ栄養教室 上西 一弘／監修 女子栄養大学出版部7801/U9/

ひと目でわかる食べ物のしくみとは
たらき図鑑

北村 真理／日本語版監
修

創元社 4985/H80/

栄養素キャラクター図鑑 いとうみつる／イラスト 日本図書センター 4985/I81/

教えて!栄養素男子
女子栄養大学栄養クリニッ
ク／監修

日本図書センター 4985/J1/9

なにをどれだけ食べたらいいの? 香川 明夫／監修 女子栄養大学出版部4985/K105/3-3

毎日使える!野菜の教科書 川端 理香／監修 宝島社 4985/K169/2

栄養の基本がわかる図解事典 [2020] 中村 丁次／監修 成美堂出版 4985/N27/6-2

食育クイズ王
月刊「食育フォーラム」編
集部／編著

健学社 4985/S144/

毎日の食事のカロリーガイド 香川 明夫／監修 女子栄養大学出版部4985/T80/1-2

⑨スポーツ×料理

⑩栄養
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