
資料紹介コーナー

　 和食 －再発見！日本の伝統食とその素材－

　　　　期間 ： 平成26年２月13日（木曜日）～５月13日（火曜日）

　　　　　　　　　※３月12日（水曜日）、３月21日（祝日）、４月９日（水曜日）、４月29日（祝日）
　　　　　　　　　　 ５月３日（祝日）、５月５～６日（祝日）は休館

　　　　場所 ： 総合資料館３階　図書閲覧室

 関係文献一覧

 料理

書名 編著者名 出版者名 出版年 請求記号

京料理の世界 高橋英一／監修 淡交社 2008 K1/596.21/Ta33
京の料理　1～2 二村春臣／写真 光村推古書院 1998 K1/596.21/N75/1～2
京料理と茶懐石 佐治政子／著 毎日新聞社 1988 K1E/596.21/SA26
京料理七十二候 飯田知史／著 里文出版 2008 K1/596.21/I26
京料理から 村田吉弘／著 柴田書店 1989 K1/596.21/Mu59
京料理四季の弁当と仕出し 高橋英一／監修 淡交社 2007 K1/596.21/Ta33

京料理「仕出し」教本
京都魚菜鮓商協同組
合／著

旭屋出版 2012 K1/596.21/Ky6

京料理　名亭のおまかせ料
理

淡交社編集局／編 淡交社 1994 K1/596.21/TA88

菊乃井 村田吉弘／著
講談社インターナ
ショナル

2006 K1/596.21/Mu59

京都吉兆 徳岡邦夫／著
講談社インターナ
ショナル

2011 K1E/596.21/To42

数寄の名料亭　2　瓢亭 毎日新聞社 1990 K12/596.21/Y58
京都・瓢亭懐石と器のこころ 高橋英一／著 世界文化社 2003 K12/596.21/Ta33
花宴　京料理たん熊本家 栗栖熊三郎／著 柴田書店 1994 K151/596.21/KU67
祇園川上の料理 松井新七／著 柴田書店 1985 K141/596.21/MA77
銀沙灘　京料理まる多 丸田明彦／著 柴田書店 1988 K1/596.21/MA58
祇園さゝ木　佐々木浩の舞台 永末書店 2010 K1/596.21/G47

料理曼荼羅　献立集弐阡余
種

安井閑人／著 閑人 1994 K1/596.21/H68

料理曼荼羅　写真集壱百八
撰

安井閑人／著 閑人 1994 K1/596.21/H68

感謝の精進料理 杉本節子／著 本願寺出版社 2013 K1/596.21/Su38
萬福寺の普茶料理 黄檗山萬福寺／監修 学研 2004 K25-1/596.22/Ma46
禅寺のおばんざい四季の膳 西川玄房／著 女子栄養大学出版部 2003 K161/596.21/N83
禅寺のおばんざい和座季楽 西川玄房／著 女子栄養大学出版部 2005 K161/596.21/N83
禅寺のおばんざい 西川玄房／著 女子栄養大学出版部 2002 K161/596.21/N83

ああうまかったうしまけた　首
藤夏世の京のおばんざい

首藤夏世／著 京都新聞社 1996 K1/596.21/Sh99

京町家・杉本家の献立帖 杉本節子／著 小学館 2008 K1/596.21/Su38

「和食：日本人の伝統的な食文化」がユネスコの無形文化遺産に登録されたことを記念して、日本

の伝統的な料理と素材となる京野菜等についての文献をとりあげました。日本が世界に誇る和食の

魅力を、当館所蔵の文献を通じて知り、関心を寄せていただければと思います。 



 江戸時代の料理

書名 編著者名 出版者名 出版年 請求記号

江戸時代料理本集成　[27]
魚類精進早見献立帳

臨川書店 1978 ﾄ/596.11/E24/40

江戸時代料理本集成　[28]
料理献立集

臨川書店 1978 ﾄ/596.11/E24/76

江戸時代料理本集成　[32]
豆腐百珍

臨川書店 1978 ﾄ/596.11/E24/45

萬寳料理秘密箱 [器土堂／著] 中川藤四良 1800 ﾜ/324/7/2
四季漬物塩嘉言 小田原屋主人／著 和泉屋市兵衞 1837 ﾜ/324/3

日本名所風俗図会　16　山
海名産図会, 五畿内産物図
会

角川書店 1982 291.02/N71/16

＊ 高橋大隅兩家祕傳供御式目
江戸時
代中期

ｷ/335

＊印はパネル展示

 素材

書名 編著者名 出版者名 出版年 請求記号

京の伝統野菜と旬野菜 高嶋四郎／編著 トンボ出版 2003 K0/626/Ta54
老舗の京野菜歳時記 佐治八重子／著 ウェッジ 2011 K1/626/Sa26

京のブランド産品ガイドブック
京野菜検定公式テキスト

京のふるさと産品協
会／[編]

京のふるさと産品協
会

2012 K0/626/Ky5

現代にいきづく京の伝統野菜 菊池昌治／著 誠文堂新光社 2006 K1/626/Ki24
京野菜を楽しむ 上田耕司／文 淡交社 2003 K1/626/U32
まるごと京野菜 田中大三／監修 青幻舎 2009 K0/626/Ma54

鰹節　（ものと人間の文化
史 97）

宮下章／著 法政大学出版局 2000 380.8/Mo35/97

＊
生洲　（都名所図会　巻
一）

秋里湘夕／選　春朝
齋竹原信繁／畫

吉野屋爲八 1786 K1ﾜ/291.62/A38/1

＊
大堰川の魚釣り　（拾遺都
名所図会　巻四）

秋里舜福湘夕／[著]
春朝齋竹原信繁／畫

吉野屋爲八 1787 K1ﾜ/291.62/A38/4

＊
鳥羽の真桑瓜畑　（拾遺都
名所図会　巻五）

秋里舜福湘夕／[著]
春朝齋竹原信繁／畫

吉野屋爲八 1787 K1ﾜ/291.62/A38/5

＊
聖護院大根　（東山名勝図
会　巻四）

晴翁木村明啓／ほか
編　半山松川安信／
ほか圖畫

林芳兵衞 1864 K1ﾜ/291.62/A38/5

＊印はパネル展示

 食文化

書名 編著者名 出版者名 出版年 請求記号

京の食文化展
京都文化博物館学芸
課／編集

京都文化博物館 2006 K0/383.81/Ky6

日本料理行事・仕来り大事典
実用編

小倉久米雄／監修 プロスター 2003 386.1/N71/1

食通の絵画史 大阪市立博物館 [1989] 721.02/O73
類聚雑要抄指図巻 川本重雄／ほか編 中央公論美術出版 1998 210.09/Ka95

京料理　樂に盛る・永樂に
盛る

飯田知史／著 里文出版 2009 K1/596.21/I26

御所の器 池修／編著 光村推古書院 2012 K1/751.1/I31

2


