
書名 著者名 出版年 出版者 請求記号

1 丑歳生まれは、太陽みたいな人 友常 貴仁∥著 2006.8 三五館  148.8   /ﾄ

2 ふくもの 上大岡 トメ∥著 2005.12 小学館  387     /ﾌ

3 どうぶつ友情辞典 あべ 弘士∥[著] 2005.9 クレヨンハウス  480.4   /ｱ

4 十二支(えと)の動物たちの生き方事典 加藤 迪男∥編 2012.11 日本地域社会研究所  480.4   /ｴ

5 からだにおいしい発酵生活 栗生 隆子∥著 2017.7 宝島社  498.5   /ｸ

6 毎日食べたい乾物ヨーグルトレシピ サカイ 優佳子∥著 2016.10 世界文化社  498.5   /ｻ

7 現代乳酸菌科学 杉山 政則∥著 2015.12 共立出版  498.5   /ｽ

8 はじめての玄米豆乳ヨーグルト あかざ えり∥監修 2016.1 主婦の友社  498.5   /ﾊ

9 発酵の技法 Sandor Ellix Katz∥著 2016.4 オライリー・ジャパン  588.5   /ｷ

10 乳酸菌 小崎 道雄∥著 2002.10 八坂書房  588.5   /ｺ

11 あなたの知らない乳酸菌力(パワー) 後藤 利夫∥著 2011.11 小学館  588.5   /ｺﾞ 

12 「発酵」のことが一冊でまるごとわかる 齋藤 勝裕∥著 2019.1 ベレ出版  588.5   /ｻ

13 すべてがわかる!「発酵食品」事典 小泉 武夫∥監修 2013.6 世界文化社  588.5   /ｽ

14 乳酸菌の疑問50 日本乳酸菌学会∥編 2020.6 成山堂書店  588.5   /ﾆ

15 農家が教える発酵食の知恵 続 農文協∥編 2012.12 農山漁村文化協会  588.5   /ﾉ  /2

16 発酵はおいしい! ferment books∥著 2019.12 パイインターナショナル  588.5   /ﾊ

17 からだが整う発酵おつまみ 真藤 舞衣子∥著 2020.5 立東舎  596     /ｼ

18 発酵食のおかず 浜内 千波∥著 2012.3 主婦と生活社  596     /ﾊ

19 からだがよろこぶ!菌活レシピ 柚木 さとみ∥著 2013.8 幻冬舎ルネッサンス  596     /ﾕ 

20 ステーキを下町で 平松 洋子∥著 2013.2 文藝春秋  596.0   /ﾋ

21 肉料理がもっと美味しくなる魔法の手帳 小田 真規子∥著 2012.5 ナツメ社  596.3   /ｵ

22 ヨーグルトマジック 荻野 恭子∥著 2012.12 文化学園文化出版局  596.3   /ｵ

23 やっぱり肉が好き 小林 ケンタロウ∥著 2011.9 文化学園文化出版局  596.3   /ｺ

24 ごちそうグラタンとあつあつチーズレシピ 主婦の友社∥編 2012.10 主婦の友社  596.3   /ｺﾞ

25 極上ハンバーグと絶品オムライス 絶品レシピ研究会∥編 2014.8 日東書院本社  596.3   /ｺﾞ

26 塩ヨーグルトをはじめよう 佐藤 わか子∥著 2012.7 文藝春秋  596.3   /ｻ

27 ピラフとドリア 坂田 阿希子∥著 2019.11 立東舎  596.3   /ｻ

28 坂田阿希子の肉料理 坂田 阿希子∥著 2016.6 文化学園文化出版局  596.3   /ｻ

29 ビバ!ホルモン J.ノリツグ∥著 2009.10 講談社  596.3   /ｼﾞ

30 キッチンで始める本格チーズ造り TIM SMITH∥著 2010.10 アールアイシー出版  596.3   /ｽ

31 使える牛肉レシピ 吉岡 英尋∥著 2013.10 柴田書店  596.3   /ﾂ   

32 徹底!マスター豚肉・牛肉・鶏肉 2007.7 日本放送出版協会  596.3   /ﾃ

33 とことん!ひき肉活用レシピ 2013.9 ブティック社  596.3   /ﾄ

34 人気シェフが教えるおいしく健康!ヨーグルトRecipe 2007.8 旭屋出版  596.3   /ﾆ 

35 「分とく山」野崎洋光が教える和風肉料理 野崎 洋光∥[著] 2009.7 世界文化社  596.3   /ﾉ

36 おうちリゾット 橋本 学∥著 2010.10 河出書房新社  596.3   /ﾊ

37 魔法のひき肉ストック 本田 明子∥著 2016.12 家の光協会  596.3   /ﾎ

38 HOMEMADEヨーグルト 宮口 泰三∥著 2006.5 雄鷄社  596.3   /ﾎ

39 水切りヨーグルトレシピ 牧野 直子∥著 2012.6 講談社  596.3   /ﾏ

40 安いお肉をもっとおいしく 2013.3 NHK出版  596.3   /ﾔ     

41 5行で作れる!バーベキューレシピ100選! 2018.4 ネコ・パブリッシング  596.4   /ｺﾞ  

42 豪快バーベキューレシピ たけだバーベキュー∥監修 2013.4 池田書店  596.4   /ｺﾞ

43 アイスクリーム基本とバリエーション 柴田書店∥編 2012.6 柴田書店  596.6   /ｱ

44 たかこ@caramel milk teaさんの“ほんとうにおいしく作れる”チーズケーキとロールケーキのレシピ 稲田 多佳子∥著 2012.10 主婦と生活社  596.6   /ｲ     

45 ノンシュガー&ノンオイルで作るアイスクリーム、シャーベット 今井 洋子∥著 2016.5 主婦の友インフォス情報社  596.6   /ｲ

46 ベストオブチーズケーキ! 石橋 かおり∥著 2015.11 講談社  596.6   /ｲ

47 ホームメイドアイスバー 荻田 尚子∥著 2015.7 主婦の友社  596.6   /ｵ

48 なめらかチーズケーキ 大森 いく子∥著 2009.5 世界文化社  596.6   /ｵ

49 ほんとうにおいしいから、作ってほしい。50のアイスクリームレシピ 小田川 さなえ∥[著] 2016.6 アップルミンツ  596.6   /ｵ

50 バターケーキパーフェクトブック 加藤 千恵∥著 2011.10 講談社  596.6   /ｶ

牛にまつわる本



51 ゴーゴー!バーガー 岸田 夕子∥著 2018.7 イカロス出版  596.6   /ｷ

52 チーズケーキとチーズのお菓子 桑原 奈津子∥著 2009.12 扶桑社  596.6   /ｸ 

53 バターで作る/オイルで作るビスケットとショートブレッドの本 桑原 奈津子∥著 2015.10 主婦と生活社  596.6   /ｸ

54 ヨーグルト&牛乳のお菓子 信太 康代∥著 2011.6 大泉書店  596.6   /ｼ

55 牛乳で作るアイスクリーム 島本 薫∥著 2010.4 文化学園文化出版局  596.6   /ｼ     

56 チーズのケーキ 高橋 教子∥[著] 2011.11 アップルミンツ  596.6   /ﾀ

57 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 2014.3 主婦と生活社  596.6   /ﾌ

58 ヨーグルトのお菓子 本間 節子∥著 2010.5 池田書店  596.6   /ﾎ

59 溶かしバターと水で作れる魔法のパイレシピ 若山 曜子∥著 2013.10 河出書房新社  596.6   /ﾜ

60 ヨーグルトの冷たいお菓子と焼き菓子 若山 曜子∥著 2017.7 世界文化社  596.6   /ﾜ

61 バターで作る/オイルで作るクッキーと型なしタルトの本 若山 曜子∥著 2017.2 主婦と生活社  596.6   /ﾜ

62 バターで作る/オイルで作るスコーンとビスケットの本 若山 曜子∥著 2014.11 主婦と生活社  596.6   /ﾜ  

63 バターで作る/オイルで作るマフィンとカップケーキの本 若山 曜子∥著 2016.2 主婦と生活社  596.6   /ﾜ

64 小さい畜産で稼ぐコツ 上垣 康成∥著 2017.12 農山漁村文化協会  641.7   /ｳ

65 図解知識ゼロからの畜産入門 八木 宏典∥監修 2015.8 家の光協会  642.1   /ｽﾞ

66 ザ・松阪牛 中日新聞三重総局∥編 1998.7 中日新聞本社  645.3   /ｻﾞ

67 牛と土 眞並 恭介∥著 2015.3 集英社  645.3   /ｼ

68 名人が教える和牛の飼い方コツと裏ワザ 農山漁村文化協会∥編 2017.8 農山漁村文化協会  645.3   /ﾒ

69 私の牛がハンバーガーになるまで ピーター　ローベンハイム∥著 2004.5 日本教文社  645.3   /ﾛ

70 おいしいチーズの本 旭屋出版書籍編集部∥編集制作 1998.2 旭屋出版  648.1   /ｵ

71 ツウになる!チーズの教本 佐野 嘉彦∥著 2018.12 秀和システム  648.1   /ｻ

72 チーズのちから 吉田 全作∥著 2010.12 ワニ・プラス  648.1   /ﾁ

73 チーズ事典 村山 重信∥監修 2005.2 日本文芸社  648.1   /ﾁ

74 バターの本 グラフィック社編集部∥編 2019.9 グラフィック社  648.1   /ﾊﾞ

75 ミルクの歴史 ハンナ　ヴェルテン∥著 2014.5 原書房  648.1   /ﾍﾞ 

76 ヨーグルトの科学 細野 明義∥著 2004.8 八坂書房  648.1   /ﾎ

77 旬をおいしく楽しむチーズの事典 本間 るみ子∥著 2010.1 ナツメ社  648.1   /ﾎ

78 知っておいしい肉事典 実業之日本社∥編 2011.9 実業之日本社  648.2   /ｼ

79 ゼロから理解する食肉の基本 西村 敏英∥監修 2013.5 誠文堂新光社  648.2   /ｾﾞ

80 あぶない肉 西沢 江美子∥著 2006.2 めこん  648.2   /ﾆ

81 ニッポンの和牛 2014.9 枻出版社  648.2   /ﾆ

82 牛肉の歴史 ローナ　ピアッティ=ファーネル∥著 2014.12 原書房  648.2   /ﾋﾟ

83 牛肉が消える! 横田 哲治∥著 2004.4 日経BP社  648.2   /ﾖ  

84 編む・組む・結ぶが学べるレザークラフトの教科書 2019.2 ブティック社  755.5   /ｱ

85 革で作るステーショナリー [1] 2009.9 スタジオタッククリエイティブ  755.5   /ｶ

86 革のメッシュワークバッグと小もの 2014.5 日本ヴォーグ社  755.5   /ｶ

87 手作りの毎日使える革小物 2015.10 スタジオタッククリエイティブ  755.5   /ﾃ

88 いちばんよくわかるはじめての革手縫い 野谷 久仁子∥著 2013.11 日本ヴォーグ社  755.5   /ﾉ

89 縫わずにできる革テープのバッグと小物 箕輪 直子∥著 2014.9 河出書房新社  755.5   /ﾐ

90 レザークラフト実践技法40 勝村 岳∥監修 2020.6 スタジオタッククリエイティブ  755.5   /ﾚ

91 放課後の厨房男子 [2] 秋川 滝美∥著 2016.10 幻冬舎  913.6   /ｱ  /2

92 牛丼愛 小野寺 史宜∥著 2014.1 実業之日本社  913.6   /ｵ

93 鴨川食堂 柏井 壽∥著 2013.11 小学館  913.6   /ｶ

94 鴨川食堂おかわり 柏井 壽∥著 2014.8 小学館  913.6   /ｶ

95 春情蛸の足 田辺 聖子∥著 1987.7 講談社  913.6   /ﾀ

96 ランチ酒 原田 ひ香∥著 2017.11 祥伝社  913.6   /ﾊ

97 ジ、エクストリーム、スキヤキ 前田 司郎∥著 2013.10 集英社  913.6   /ﾏ

98 すき・やき 楊 逸∥著 2009.11 新潮社  913.6   /ﾔ

99 牛天神 山本 一力∥著 2018.1 文藝春秋  913.6   /ﾔ

100 ぷくぷく、お肉 赤瀬川 原平∥[ほか]著 2014.2 河出書房新社  914.6   /ﾌﾟ


