
     全国の味
タイトル 著者 出版者 出版年月 請求記号

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 GD51-L123
お雑煮100選 : 全国から集めた伝統の味 文化庁文化財部伝統文化課 2005.3 EF27-H459
47都道府県・伝統調味料百科 成瀬宇平 著 丸善出版 2013.7 GD51-L25
すし・なれずし（ふるさとの家庭料理 : 聞き書 ;
1）

農山漁村文化協会
2002.12 EF27-H46

混ぜごはん・かてめし（ふるさとの家庭料理 : 聞
き書 ; 2）

農山漁村文化協会
2003.1 EF27-H54

雑炊・おこわ・変わりごはん（ふるさとの家庭料
理 : 聞き書 ; 3）

農山漁村文化協会
2003.1 EF27-H55

そば・うどん（ふるさとの家庭料理 : 聞き書 ; 4） 農山漁村文化協会
2003.1 EF27-H56

もち・雑煮（ふるさとの家庭料理 : 聞き書 ; 5） 農山漁村文化協会
2002.12 EF27-H44

だんご・ちまき（ふるさとの家庭料理 : 聞き書 ;
6）

農山漁村文化協会
2003.2 EF27-H65

まんじゅう・おやき・おはぎ（ふるさとの家庭料
理 : 聞き書 ; 7）

農山漁村文化協会
2003.2 EF27-H66

漬けもの（ふるさとの家庭料理 : 聞き書 ; 8） 農山漁村文化協会 2003.3 EF27-H69
あえもの（ふるさとの家庭料理 : 聞き書 ; 9） 農山漁村文化協会 2003.3 EF27-H70
鍋もの・汁もの（ふるさとの家庭料理 : 聞き書 ;
10）

農山漁村文化協会
2002.12 EF27-H45

春のおかず（ふるさとの家庭料理 : 聞き書 ; 11） 農山漁村文化協会
2003.3 EF27-H71

夏のおかず（ふるさとの家庭料理 : 聞き書 ; 12） 農山漁村文化協会
2003.5 EF27-H99

秋のおかず（ふるさとの家庭料理 : 聞き書 ; 13） 農山漁村文化協会
2003.8 EF27-H156

冬のおかず（ふるさとの家庭料理 : 聞き書 ; 14） 農山漁村文化協会
2003.10 EF27-H178

乾物のおかず（ふるさとの家庭料理 : 聞き書 ;
15）

農山漁村文化協会
2003.4 EF27-H88

味噌・豆腐・納豆（ふるさとの家庭料理 : 聞き書
; 16）

農山漁村文化協会
2003.6 EF27-H129

魚の漬込み干もの佃煮塩辛（ふるさとの家庭料理 :
聞き書 ; 17）

農山漁村文化協会
2003.7 EF27-H128

日本の朝ごはん（ふるさとの家庭料理 : 聞き書 ;
18）

農山漁村文化協会
2003.9 EF27-H169

日本のお弁当（ふるさとの家庭料理 : 聞き書 ;
19）

農山漁村文化協会
2003.8 EF27-H157

日本の名品郷土料理 西村元三朗 [ほか]編 学習研究社 1985.3 EF27-E327
ふるさとおにぎり百選 食糧庁 編 創造書房 1987.10 EF27-E117
だしが決め手の関西風味の本 ティビーエス・ブリタニカ 1999.1 EF27-G2512
日本一の漁師達が教えるさかな料理レシピ 大分県漁業協同組合臼杵支店

共同出荷組合
[2003] Y121-H1054

マロンのお肉de郷土料理 : ローカルディッシュレ
シピ v.3

マロン [料理監修] 日本食肉消費総合センター
[2006] Y73-H2754

マロンのお肉de郷土料理 : ローカルディッシュレ
シピ v.2

マロン [料理監修] 日本食肉消費総合センター
[2006] Y73-H2753

マロンのお肉de郷土料理 : ローカルディッシュレ
シピ v.1

マロン [料理監修] 日本食肉消費総合センター
[2006] Y73-H2752
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     各地の味
タイトル 著者 出版者 出版年月 請求記号

ごちぐる北海道 : ご当地グルメ簡単レシピ集! ごちぐる制作委員会 レシピ監
修

辰巳出版
2011.11 Y94-J22446

ふるさと発北の味 : お料理のほん v.2 道北ふるさとの味自慢実行委
員会 編

道北ふるさとの味自慢実行委
員会

1999.3 EF27-G1640

ふるさと発北の味 : お料理のほん 道北ふるさとの味自慢実行委
員会 編

道北ふるさとの味自慢実行委
員会

1998.3 EF27-G1640

伝統料理けの汁 木村守克 著 路上社 1996.1 GD51-G28
津軽の惣菜 高橋みちよ 著 津軽書房 1983.2 EF27-863
津軽の惣菜 続 高橋みちよ 著 津軽書房 1991.12 EF27-863
津軽の惣菜 完 高橋みちよ 著 津軽書房 1997.12 EF27-G1621
いわいずみ短角牛と地場産品を使ったヘルシー家
庭料理集 : 地域にねざした健康づくりのために

岩手県岩泉保健所
1993.8 EF27-E2335

じっぱり、け : 能代市地産地消レシピ集 能代市環境産業部農業振興課
編

無明舎出版
2016.2 Y73-L2980

西川の郷土食 : 月山の自然と出羽三山信仰の歴史
が育んだ郷土料理レシピ集

山形県西川町
2015.3 Y73-L2548

飛島に伝わる郷土料理 : 四季の料理 : 保存版 : う
まいものレシピ集 2

飛島地区漁業集落
2009.8 Y73-J1901

食の記憶あずだす : むらやま郷土料理百選 : 山形
の食文化遺産 2

「郷土料理」を楽しむ会,
「あずだす」編集委員会 編

シティむらやま出版会
2020.5 Y73-M937

食の記憶あずだす : むらやま郷土料理百選 : 山形
の食文化遺産 1 改訂増補版

シティむらやま出版会
2020.5 Y73-M936

山形の郷土料理 : 次世代に伝えようやまがたの味 山形市食生活改善推進協議会
郷土料理集編集委員会, 山形
市保健センター健康栄養係 編

山形市健康福祉部健康課

2009.2 Y73-J949

おわえなえ : 米沢郷土料理レシピ集 米沢商工会議所女性会 編 米沢商工会議所女性会 2012.9 Y73-L132
Yamagataどんぶり大集合 山形県農林水産部 [1991] EF27-E1360
ふくしまのうまいひと皿オリジナルレシピ集 : 30
レシピ

福島県
[2017] Y121-L17716

会津の郷土料理 平出美穂子 著 歴史春秋出版 2008.12 Y73-J1349
浜通りの年中行事と食べ物 平出美穂子 著 歴史春秋出版 2001.12 GD28-G118
会津の年中行事と食べ物 平出美穂子 著 歴史春秋出版 1999.10 GD28-G78
いわき市伝統郷土食調査報告書 いわき地域学会 編 いわき市 1995.3 GD51-G18
やまといも料理100選 栃木県小山農業改良普及所,

小山市絹農業協同組合 編
栃木県小山農業改良普及所

1988.3 EF27-E563

粉もの上州風土(フード)記 : ヒルバテイから焼き
まんじゅうまで : 第88回企画展

群馬県立歴史博物館
2010.4 EF27-J488

上野村の郷土料理 上野村 2013.3 Y73-L1182
彩の国ふるさとの味101選 : ふるさとの味伝承士
の技術を活かして

埼玉県農林部農業経営課
[2003] EF27-H104

千葉県ふるさとに残したい食材10選 改訂 ちば食育を考える会 2007.2 Y93-J3150
伝えていきたい千葉の味 ちば食育を考える会 2010.5 Y73-J2237
再現江戸惣菜事典 川口はるみ 編 東京堂出版 1995.12 EF27-G197
せやを食べる : 瀬谷産・旬の食材を使ったエン
ジョイ!クッキング

横浜市瀬谷区保健課 編 [横浜市瀬谷区保健課]
2000.3 EF27-G3279

からだを思い、味わうヨコハマレシピ 横浜市立市民病院 著 神奈川新聞社 2019.2 EF27-M150
米と料理 : にいがたの味 新潟県農業改良協会 1988.10 EF27-E1451
大門素麺 経沢信弘, Casa郷土料理研究

会 著
桂書房

2019.4 EF27-M99
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タイトル 著者 出版者 出版年月 請求記号
砺波ライフスタイルブック : 風土とともに生き
る、古くて新しい暮らし方 郷土料理編

砺波市教育委員会
2012.3 Y121-J7241

母が伝えるヘルシーいしかわの食 : 郷土料理献立
集

石川県食生活改善推進協議会
編集・協力

石川県厚生部健康推進課
1997.9 EF27-G1489

ほっとするねふるさとの味 : アレンジレシピ110
選 : 福井県の伝承料理再発見!

福井県食生活改善推進員連絡
協議会 編

福井県福祉環境部健康増進課
2003.3 Y73-H364

ほうとう : 郷土食今昔 : 保存版 増澤とし子, 上野晴朗 著 山梨栄養学園cookプロカレッ
ジ

2004.7 EF27-J456

伝えたい北信濃ふるさとの味 : 21世紀によみがえ
る郷土食祖母から母へ母から娘へ : 「週刊⾧野」
連載からレシピ全76点

週刊⾧野新聞社 編 柏企画
2009.2 EF27-J214

信州ふるさとの食材 : 豊かな自然が育んだ温もり
の素材

武田徹 監修 , ⾧野県商工会女
性部連合会 編著

ほおずき書籍
2005.5 EF27-H474

信州・四季の郷土料理720品 郷土出版社 1996.1 EF27-G545
おやき名人 : 信濃の十余人のおやき作りと体験 石坂里子 監修 柏企画 2001.8 EF27-G4928
千菜 : ふるさとの食ごよみ 馬瀬村食の歳時記作成委員会

編
馬瀬村

2004.2 EF27-H296

ふじのくにを召し上がれ : 「和」の食の宝庫 : 静
岡のとっておき料理100

静岡県経済産業部振興局マー
ケティング推進課

[2013] Y73-L1935

あいちの郷土料理 : レシピ50選 愛知県農林水産部食育推進課
2017.2 Y73-M180

あいちの風土が生みだす「食」 愛知県農業水産部農業技術課
生活指導担当 編

愛知県農業水産部農業技術課
1988.10 EF27-E493

湖北の古今食文化 : 手づくりの味 湖北地域農業改良普及セン
ター

1999.2 EF27-G2603

滋賀の郷土料理 : 伝えたい近江の農産物と味 滋賀県農業技術振興センター
[2008] Y73-J394

高島の味ごよみ : 美しい水、恵まれた土、人情豊
かなふるさと

滋賀県高島地区農業改良普及
所

1991.3 EF27-E1600

ふるさと大津志賀百彩手づくりの味 : 農山漁村高
齢者ビジョン推進実践事業

大津滋賀地域農業改良普及セ
ンター

1998.3 EF27-G2263

つくってみよう滋賀の味 : 山の幸野の幸湖の幸 滋賀の食事文化研究会 著 サンライズ出版 2001.10 EF27-G4543
ふる郷今昔味だより 滋賀県蒲生神崎東部地区農業

改良普及所
[1994] EF27-E3027

京都たべもの風土記 京都新聞社 編 京都新聞社 1988.7 EF27-E403
京のおばんざい四季の味 : 忙しい人でもおいしく
作れる

小宮理実 著 家の光協会
2019.11 Y73-M473

奥滝に伝わるふるさとの料理 : ふるさとの味と心
を

奥滝ふるさと研究会
1994.3 EF27-E2898

ふるさとの味 2 (くらしのしおり) 五日市すみれ会 1994.2 EF27-E2513
京都の郷土料理 飯塚久子 [ほか]著 同文書院 1988.8 EF27-E553
上方が育んだ大阪の正月料理 吉村昌一 著 [吉村昌一] 2004.10 Y73-H2605
大阪府の郷土料理 上島幸子 他著 同文書院 1988.7 EF27-E557
兵庫県の郷土料理 浅野晶子 他著 同文書院 1988.7 EF27-E558
大和の味 改訂版 田中敏子 著 奈良新聞社 2001.10 EF27-G4464
わかやまジビエレシピノート : 和歌山をおいしく
食べよう

[和歌山県農林水産部農業生産
局畜産課]

[2013] Y121-L3948

新・鳥取の家庭料理 : この1冊でもう安心素材がい
いから、シンプルでおいしい

鳥取市経済観光部経済戦略課
2012.3 Y73-J3778

新・鳥取の家庭料理 2 (食材を生かす味つけの素で
ラクラクおいしく!)

鳥取市経済観光部経済・雇用
戦略課

2012.12 Y73-L1231

日本の食生活全集 32（聞き書 島根の食事） 農山漁村文化協会 1991.7 GD51-115
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タイトル 著者 出版者 出版年月 請求記号
すこやか料理と鹿野の味 : 親から子、子から孫へ
伝えたい料理

鹿野町
[2001] Y75-L110

岡山さわら本 : さわら料理32レシピ集 窪田悟 著 窪田悟 2019.1 Y73-M58
上齋原の味 「上齋原の味」編集委員 編 上齋原村 1993.3 EF27-J727
岡山の旬のおかず 政木信昭 著 岡山の旬のおかず編纂委員会

1987.1 EF27-E82

日本の食生活全集 34（聞き書 広島の食事） 農山漁村文化協会 1987.10 GD51-115
萩の郷土料理・家庭料理 中澤さかな 著 萩ものがたり 2011.10 EF27-J689
ひまわりがつづる味の玉手箱 大島町健康生活推進協議会 編 大島町健康生活推進協議会

1989.3 EF27-E1342

阿波の郷土料理 : 美徳島 アワード 2011.3 Y73-J3048
小豆島のオリーブ料理 小豆島オリーブ協会 1998.8 EF27-G2536
佐田岬半島むかしのおやつ調査報告書 町見郷土館 編 町見郷土館 2010.3 GD51-J89
心ふるえる土佐の味 小島喜和 著 高知新聞社 2019.8 Y73-M426
英語で楽しむ福岡の郷土料理 = Recipes of
Fukuoka 増補版

津田晶子, 松隈紀生, 松隈美
紀, ケリー・マクドナルド,
トーマス・ケイトン 著

海鳥社
2015.3 Y73-L2102

日本の食生活全集 41（聞き書 佐賀の食事） 農山漁村文化協会 1991.11 GD51-115
卓袱料理のすすめ : ⾧崎食文化の奥義 古場久代 著 ⾧崎文献社 2007.6 EF27-H933
Nagasakiくじら料理ガイドブック : 鯨料理のレシ
ピ本

⾧崎市
[201-] Y121-L8869

くまもとのふるさとの食レシピ集 下巻 (阿蘇・県
南・球磨・天草編)

熊本県
[2014] Y73-L2287

くまもとのふるさとの食レシピ集 上巻 (熊本近郊
県北編)

熊本県
[2014] Y73-L2286

くまもとふるさと食の名人レシピ集 熊本県 [2004] Y73-H1245
県南の野菜料理 佐伯農業改良普及センター [1998] EF27-G1963
県南の米料理 佐伯農業改良普及センター [1997] EF27-G1364
宮崎の暑い夏が生んだ冷や汁 : 宮崎市ソウルフー
ド紹介ガイド

宮崎市地域雇用創造協議会
[2012] Y121-L2664

郷土料理 : 春夏秋冬 門川町教育委員会 1990.3 EF27-E1176
黒潮の恵み : 杉の子味ごよみ 森松平 編著 鉱脈社 1995.10 EF27-G294
浜の味 : 鹿児島の漁村に伝わる魚料理 鹿児島県林務水産部水産振興

課
1996.9 EF27-G2254

シマヌジュウリ : 奄美の食べものと料理法 新版 藤井つゆ 著 南方新社 1999.8 EF27-G2569
鹿児島の料理 今村知子 著 春苑堂出版 1999.2 EF27-G2241
ごちぐる沖縄 : ご当地グルメ簡単レシピ集! 沖縄倉庫 レシピ監修 辰巳出版 2011.11 Y94-J22445
沖縄豆腐料理80選 : 健康食・豆腐のすべて 喜屋武マサ 著 那覇出版社 1988.4 EF27-E951
琉球菓子 安次富順子 著 沖縄タイムス社 2017.7 GD51-L189

各地のことをもっと知りたくなったら、

棚22b～23bをのぞいてみてください。

各都道府県に関する資料が、並んでいます。
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