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書名 巻次 著者名 出版者

散歩のとき何か食べたくなって 池波　正太郎∥著 新潮社

食の王様 開高 健∥著 角川春樹事務所

今日もごちそうさまでした 角田　光代∥著 アスペクト

食べ物語る
ＢＵＮＤＡＮ  ＣＯＦ

ＦＥＥ＆ＢＥＥＲ∥著
主婦の友社

我、食に本気なり ねじめ　正一∥著 小学館

旅行者の朝食 米原／万里∥著 文芸春秋

味を訪ねて 吉村　昭∥著 河出書房新社

５０代のロッカーが毎朝せっせとお弁当作って

るってかっこ悪いことかもしれないけれど
辻  仁成∥著 主婦の友社

東京いつもの喫茶店 泉　麻人∥著 平凡社

文士の舌 嵐山　光三郎∥著 新潮社

文学はおいしい。 小山 鉄郎∥著 作品社

作家のおやつ
コロナ　ブックス編集

部∥編
平凡社

作家の食卓
コロナ・ブックス編集

部∥編
平凡社

茨木のり子の献立帖 茨木  のり子∥著 平凡社

放課後の厨房男子 秋川  滝美∥著 幻冬舎

メシマズ狂想曲 秋川  滝美∥著 小学館

幸腹な百貨店 秋川  滝美∥著 講談社

リストランテアモーレ 井上  荒野∥〔著〕 角川春樹事務所

厨房ガール！ 井上　尚登∥著 角川書店

キャベツ炒めに捧ぐ 井上　荒野∥〔著〕 角川春樹事務所

四十九日のレシピ 伊吹　有喜∥著 ポプラ社

夜鳴きめし屋 宇江佐　真理∥著 光文社

ショコラティエの勲章 上田　早夕里∥著 東京創元社

菜飯屋春秋 魚住  陽子∥著 駒草出版

キッチン・ブルー 遠藤  彩見∥著 新潮社

あつあつを召し上がれ 小川　糸∥著 新潮社

牛丼愛 小野寺  史宜∥著 実業之日本社

鴨川食堂 柏井 壽∥著 小学館

その桃は、桃の味しかしない 加藤　千恵∥著 幻冬舎

うなぎ女子 加藤 元∥著 光文社

朝ごはん 川上　健一∥著 山梨日日新聞社

どぜう屋助七 河治  和香∥著 実業之日本社

プルコギ 具　光然∥著 小学館

うなぎばか 倉田 タカシ∥著 早川書房
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骨まで愛して 小泉 武夫∥著 新潮社

恋する女のお料理教室 ゴマブッ子∥著 朝日新聞出版

タルト・タタンの夢 近藤　史恵∥著 東京創元社

鶏小説集 坂木 司∥著 KADOKAWA

坂木司リクエスト！和菓子のアンソロジー 小川　一水∥著 光文社

肉小説集 坂木  司∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

銀河食堂の夜 さだ まさし∥著 幻冬舎

風のベーコンサンド 柴田  よしき∥著 文芸春秋

満月ケチャップライス 朱川　湊人∥著 講談社

うさぎパン 瀧羽 麻子∥著 メディアファクト

蜜蜂のデザート 拓未　司∥著 宝島社

カレーライフ 竹内／真∥著 集英社

甘いもんでもおひとつ 田牧  大和∥著 文芸春秋

西洋菓子店プティ・フール 千早  茜∥著 文芸春秋

今日のごちそう 橋本　紡∥著 講談社

ランチ酒 原田 ひ香∥著 祥伝社

佳代のキッチン 原　宏一∥著 祥伝社

ヤッさん 原　宏一∥著 双葉社

すしそばてんぷら 藤野  千夜∥〔著〕 角川春樹事務所

パンとスープとネコ日和 群　ようこ∥〔著〕 角川春樹事務所

出張料理・おりおり堂 神無月～弥生 安田  依央∥著 中央公論新社

出張料理・おりおり堂 卯月～長月 安田  依央∥著 中央公論新社

ひなた弁当 山本　甲士∥著 中央公論新社

うどんの時間 山下  貴光∥著 文芸社

恋するハンバーグ 山口  恵以子∥〔著〕 角川春樹事務所

バージンパンケーキ国分寺 雪舟　えま∥著 早川書房

ランチのアッコちゃん 柚木　麻子∥著 双葉社

それからはスープのことばかり考えて暮らした 吉田　篤弘∥著 暮しの手帖社

おやつ
阿川  佐和子∥〔ほ

か〕著

パルコエンタテイン

メント事業部

そば
池波  正太郎∥〔ほ

か〕著

パルコエンタテイン

メント事業部

お弁当。
阿川  佐和子∥〔ほ

か〕著

パルコエンタテイン

メント事業部

カレーライス！！
阿川　佐和子∥〔ほ

か〕著

パルコエンタテイン

メント事業部

餃子
池田  満寿夫∥〔ほ

か〕著

パルコエンタテイン

メント事業部



口福な話 中央館　2020年5月展示リスト

‐3‐

ビール
赤塚  不二夫∥〔ほ

か〕著

パルコエンタテイン

メント事業部

こぽこぽ、珈琲 阿川 佐和子∥[ほか]著 河出書房新社

つやつや、ごはん 赤瀬川 原平∥[ほか]著 河出書房新社

まるまる、フルーツ 青木 玉∥[ほか]著 河出書房新社

ずっしり、あんこ 青木 玉∥[ほか]著 河出書房新社

ひんやりと、甘味 阿川 佐和子∥[ほか]著 河出書房新社

ぐつぐつ、お鍋 阿川 佐和子∥[ほか]著 河出書房新社

こんがり、パン 赤瀬川 原平∥[ほか]著 河出書房新社

ぷくぷく、お肉 赤瀬川 原平∥[ほか]著 河出書房新社

うっとり、チョコレート 青木 奈緒∥[ほか]著 河出書房新社

ずるずる、ラーメン 荒木 経惟∥[ほか]著 河出書房新社

はればれ、お寿司 嵐山 光三郎∥[ほか]著 河出書房新社

イギリスのお菓子とごちそう 北野 佐久子∥著 二見書房

菜の花食堂のささやかな事件簿 碧野  圭∥著 大和書房

給食のおにいさん 遠藤  彩見∥〔著〕 幻冬舎

名古屋駅西喫茶ユトリロ 太田  忠司∥著 角川春樹事務所

真夜中のパン屋さん 大沼　紀子∥〔著〕 ポプラ社

隠密味見方同心 1 風野  真知雄∥〔著〕 講談社

海山の幸 倉阪  鬼一郎∥〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

ビストロ三軒亭の美味なる秘密 斎藤 千輪∥[著] KADOKAWA

ふんわり穴子天 坂井  希久子∥著 角川春樹事務所

お勝手のあん 1 柴田 よしき∥著 角川春樹事務所

八朔の雪 高田　郁∥著 角川春樹事務所

はなの味ごよみ 高田 在子∥[著] KADOKAWA

一膳めし屋丸九 中島 久枝∥著 角川春樹事務所

ハレのヒ食堂の朝ごはん 成田  名璃子∥著 角川春樹事務所

ゆげ福 西村　健∥〔著〕 講談社

俠(おとこ)飯 [1] 福澤 徹三∥著 文藝春秋

最後の晩ごはん 椹野  道流∥〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

愛は味噌汁 山口 恵以子∥著 角川春樹事務所

キッチン・ミクリヤの魔法の料理 吉田  安寿∥著 双葉社

星空病院キッチン花 渡辺 淳子∥著 角川春樹事務所

雛の鮨 和田  はつ子∥著 角川春樹事務所

絵本の中のおいしいスープ 東条　真千子∥著 インフォレスト

池波正太郎の江戸料理を食べる 野崎　洋光∥著 朝日新聞出版

だいすき！絵本からうまれたおいしいレシピ きむら  かよ∥著 宝島社
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