東京外国語⼤学附属図書館企画展
平成 28 年 11 ⽉ 1 ⽇〜25 ⽇

Tokyo University of Foreign Studies Library presents

東京外国語⼤学で読めるおいしい本
展⽰資料⼀覧

No. 請求記号

通常配架場所 タイトル / 責任表⽰
地球の⾷卓 : 世界24か国の家族

1 A/383/603305

3F閲覧室

2 A/383/653800

3F閲覧室

錦絵が語る江⼾の⾷/松下幸⼦著

3 A/383/726999

3F閲覧室

世界を⾷べよう! : 東京外国語⼤学の世界料理/沼野恭⼦編

4 A/383/728362

3F閲覧室

⾷べる世界地図/ミーナ・ホランド著 ; 清⽔由貴⼦訳

5 A/588/728193

3F閲覧室

京菓⼦と琳派 : ⾷べるアートの世界/勝冶真美編集

6 A/596/654449

3F閲覧室

7 A/596/695338

3F閲覧室

8 A/596/709436

3F閲覧室

世界のパン図鑑224 : 決定版/⼤和⽥聡⼦監

9 A/596/712434

3F閲覧室

アメリカ郷⼟菓⼦ : 時代を超えて愛される、各地に伝わる普段着の味/原亜樹⼦著

10 A/596/714842

3F閲覧室

11 A/596/717103

3F閲覧室

12 A/596/723960

3F閲覧室

13 A/596/728057

3F閲覧室

家庭で作れる南インドのカレーとスパイス料理 /⾹取薫著

14 A/596/729474

3F閲覧室

メキシコ料理⼤全 = Viaje por la Gastronom a Mexicana /森⼭光司著

15 A/596/730900

3F閲覧室

16 A/596/732251

3F閲覧室

/ピーター・メンツェル, フェイス・ダルージオ著 ; みつじまちこ訳

家庭で楽しむペルシャ料理 : フルーツ、ハーブ、野菜たっぷり
/レザ ラハバ, ⻑⾕川朝⼦著
はじめてのベトナム料理 : ふだんのごはんとおつまみ、デザート
/⾜⽴由美⼦, 伊藤忍, 鈴⽊珠美著

家庭で作れるロシア料理 : ダーチャの菜園の恵みがいっぱい!
/ 荻野恭⼦, 沼野恭⼦著
カタルーニャ地⽅の家庭料理 : おいしくて作りやすい、スペイン北部の伝統的な郷
⼟⾷ /丸⼭久美著
イギリス菓⼦図鑑 : お菓⼦の由来と作り⽅ : 伝統からモダンまで、知っておきたい
英国菓⼦104選/⽻根則⼦著

世界のじゃがいも料理 : 南⽶ペルーからヨーロッパ、アジアへ。
郷⼟⾊あふれる100のレシピ/誠⽂堂新光社
ドイツ菓⼦・ウィーン菓⼦ : 基本の技法と伝統のスタイル = Das Konditoreibuch
/⻑森昭雄, ⼤(パティシエ選書)
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17 A/596/732259

3F閲覧室

イギリスの家庭料理/砂古⽟緒著

18 A/596/736144

3F閲覧室

とっておきのインド・ベンガル料理 / 佐々⽊裕⼦⽂・構成 ; 桐⽥和雄撮影

19 B/596/585109/1 書庫1層

简易家常菜 : everyday dishes/林淑莲著(中华美⾷系列/1)

20 E1/596/635010

書庫1層

Food and travel ลาว / สุทธิพงษ์ สุร ิย ะ, วันดารา อําไพพอน

21 F13/596/1

書庫1層

22 H1/596/1

書庫1層

23 K/596/424176

書庫2層

24 K/596/554309

書庫2層

25 K/596/628718

書庫2層

26 K/596/637421

書庫2層

27 N/596/4

書庫1層

Masasarap na lutuing Pilipino : katutubo at makabago
: may kasamang lutuin ng iba't ibang bansa / ni Aling Charing
 بااللون الغربية الطبخات افضل من ونخبة العربي الطبخ روائع/ صالح نھدة

A proper tea/devised and illustrated by Joanna Isles
Thailand : kitchen of the world / [editor, Sasinand Jamornman ; assistant
editor, Kanittha Chitprakorb ; editorial staff, Chatrada Pinichka ... et al.]
The food and cooking of Vietna/Ghillie Basan ; with photography by Martin
Brigdale
Contemporary Turkish cooking = Bizim evde pi enler
/ Filiz Zorlu ; translater, Nancy  zt rk (Çitlembik publi)
Cuisine m di vale pour tables d'aujourd'hui
/ Jeanne Bourin ; avec la collaboration de Jeannine thomassin(Bibliothè
que cu)
La cocina de la Casa Real / Eva Celada ; asesoramiento hist rico, Mar a

28 P/596/572966

書庫1層

29 R/596/591892

書庫1層

Ricettario della cucina regionale italiana(Guida touring)

30 S/596/657482

書庫1層

Русская кухня / Елена Молоховец

31 S61/596/527007 書庫1層
32 HUB/K/666097

1F閲覧室

Teresa P rez, asesoramiento enol gico, Mar a Isabel Mijares

 wi ta  ydowskie : obyczaje i potrawy
/ Alena Krekulov i Jana Dole  alov ; [przek ad Eliza Czekajowa]
Street food of India : the 50 greatest Indian snacks complete with recipes
/Sephi Berger
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