
番号 書名 著者名 出版社 出版年 請求記号 所蔵館 

1 世界無形文化遺産データ・ブック 古田 陽久著
シンクタンクせと
うち総合研究機

2013.3 3868/6/13 中央

2 世界無形文化遺産ガイド 古田 陽久監修
シンクタンクせと
うち総合研究機

2004.5 3868/5/1 中央

3 世界無形文化遺産ガイド 古田 陽久監修
シンクタンクせと
うち総合研究機

2004.6 3868/5/2 中央

4 無形文化遺産とは何か 七海 ゆみ子著 彩流社 2012.2 Jul-68 中央

5 ユネスコ文化統計年鑑 ユネスコ編 原書房 2000.4 3509/5/99 中央

6 無形民俗文化財の保護 大島 暁雄著 岩田書院 2007.1 38681/34 東部

7 ユネスコ「無形文化遺産」 国末 憲人著 平凡社 2012.9 Oct-68 東部

8 世界遺産学を学ぶ人のために
奈良大学文学部
世界遺産を
考える会編

世界思想社 2000.1 709/8/ 東部 

9
無形文化財の伝承に関する資
料集

国立文化財機構
東京文化財研究
所無形文化遺産
部編

国立文化財機構
東京文化財研究
所無形文化遺産
部

2011.3 7091/68 中央

10 無形文化遺産の保護

国立文化財機構
東京文化財研究
所無形文化遺産
部

2008.1 709/33 中央

1
世界にはばたく日本力 日本の
食

こどもくらぶ編さ
ん

ほるぷ出版 2009.1 J596/ｾｶ 中央

2
未来へ伝えたい日本の伝統料
理

後藤 真樹著 小峰書店 2010.4 J383/ｺﾏ/6 中央

3 江戸風懐石 神通 梅子著 主婦の友社 1989.6 5962/36 西部

4 和食と日本文化 原田 信男著 小学館 2005.1 38381/87 東部

5 和食のすすめ 永山 久夫著 春秋社 1999.1 38381/25 東部

6 船の料理人が選ぶ和食の定番
商船三井船舶部
著

成山堂書店 1998.1 59621/10 東部

7 穀菜和食 松本 光司著 柴田書店 2005.6 59637/1 西部

8 野崎洋光の和食をたのしむ 野崎 洋光著 同朋舎 1999.1 59621/44 東部

　　祝　無形文化遺産登録　！
～和食でおもてなしの心を世界へ～

千葉県立中央図書館

ユネスコ（国連教育科学文化機関）は2013年12月4日、第8回政府間委員会で、「和食」の食文化が自然
を尊重する日本人の精神を表現したものであり、伝統的な社会慣習として世代を越えて受け継がれてい
ると評価し、無形文化遺産に登録しました。 「和食」が無形文化遺産に認定されたことを契機に、日本食
文化を次世代に向けて守り伝えていく機会となれればと思い、今回館内展示をいたしました。展示してあ
る資料は館内で自由にご覧いただき、貸出しできる資料もございますので、カウンター職員に気軽にお声
かけください。

1．無形文化遺産について

２．和食について



9 巨大都市江戸が和食をつくった 渡辺 善次郎著
農山漁村文化協
会

1988.1 3838/W46 中央

10 和食革命 永山 久夫著 春秋社 1983.1 59611/N25 中央

11 和食の履歴書 平野 雅章著 淡交社 1997.4 38381/1 東部

12 和食の知られざる世界 辻 芳樹著 新潮社 2013.1 59621/94 東部

13 和食の力 小泉 和子著 平凡社 2003.3 38381/70 東部

14 和食検定
日本ホテル教育
センター編

日本ホテル教育
センター

2011.9 67397/14/2 中央

15 和食検定
日本ホテル教育
センター編

日本ホテル教育
センター

2011.9 67397/14/1 中央

16 日本の食の近未来 熊倉 功夫編 思文閣出版 2013.3 38381/78 中央

17 家庭で作れる郷土料理 清水 桂一著 白揚社 1973 59621/SH49 西部

18 郷土料理 多田 鉄之助著 東京書房社 1978 59621/30 西部

19 郷土料理 辻 勲著 婦人画報社 1974 59621/TS41 西部

20 すしの絵本
ひびの てるとし
編

農山漁村文化協
会

2007.3 J596/ﾂｸ 中央

21 そばの絵本
はっとり たかし
編

農山漁村文化協
会

2004.3 J596/ｿﾊ 中央

1 新ジュニアクッキング全集 学研 1998.2 J596/ｼﾝ/8 中央

2 ジュニアダイエット 渡辺 満利子著 岩波書店 2006.5 J498/ﾜﾏ 中央

3 心をこめて春夏秋冬
スギヤマ カナヨ
作

あすなろ書房 2010.4 J385/ｽｶ 中央

4 おばあちゃんの和の知恵 秋山 滋 　作 汐文社 2007.4 J590/ｱｼ/2 中央

5 ばんごはんつくろう! 坂本 広子著 偕成社 1993.2 J596/ｻﾋ 中央

6 特別の日のごはんつくろう! 坂本 広子著 偕成社 1993.3 J596/ｻﾋ/1 中央

7
小林カツ代のいただきますごち
そうさま

小林 カツ代著 合同出版 2006.1 J596/ｺｶ 中央

8
土井勝のおいしい和食ダイエッ
ト

土井 勝著 主婦の友社 1986.9 49312/D83 東部

9 天皇家の食卓 秋場 竜一著 DHC 1997.6 38381/1 西部

10 手作り和食工房 鈴木 登紀子著 グラフ社 1999.4 59621/30 東部

11 和食薬膳、中国をゆく 大島 政文著 新潮社 1994.9 596/O77 中央

12 おばあさんの台所 佐橋 慶女著 文化出版局 1990.9 596/SA16 中央

13 和風のおもてなし料理 小田切 道子著 文化出版局 1977 59621/O17 西部

３．和食料理に挑戦してみよう



14 英語でつくる和食 藤田 裕子編著 ナツメ社 2003.7 59621/12 中央

1 行儀作法の教科書 横山 験也著 岩波書店 2010.8 J385/ﾖｹ 中央

2
イラストでみる食料自給率がわ
かる事典

深光 富士男著 PHP研究所 2009.7 J611/ﾌﾌ 中央

3 はじめてのテーブルマナー 松本 繁美指導 主婦の友社 2006.9 J596/ﾏｼ 中央

4 茶道・華道・書道の絵事典 PHP研究所編 PHP研究所 2006.6 J791/ｻﾄ 中央

5
おもてなしの心とおもてなしをう
ける心

盛田 良子著 文化出版局 1974 38593/MO66 西部

6 テーブルマナーの絵本 高野 紀子作 あすなろ書房 2011.1 J596/ﾀﾉ 中央

7 おもてなし学入門

全国料理業生活
衛生同業組合連
合会和宴文化研
究会編著

ダイヤモンド社 2007.6 67397/43 東部

8 江戸学入門
東洋大学井上円
了記念学術
センター編

すずさわ書店 1997.9 2105/48 中央

9 全集日本の食文化 芳賀 登監修 雄山閣出版 1997.7 38381/1/9 中央

10 美しい箸づかいと和食のマナー 主婦の友社 1992.7 5968/I14 中央

11 美しい和食器の世界 講談社 1989.1 5965/U96 中央

12 和食器 千 澄子著 国際情報社 1989 5965/SE56 中央

13 日本料理 四季のおもてなし 鈴木 登紀子著 雄鶏社 1985.1 59611/SU96 中央

14 講座食の文化 石毛 直道監修
味の素食の文化
センター

1999.7 3838/42/4 東部

15 塩月弥栄子の和食の作法 塩月 弥栄子著 講談社 1991.9 5968/SH77 西部

16 おもてなしのテーブル 宇野 克子著
共立速記印刷株
式会社「優しい食
卓」出版部

2002.1 Feb-68 中央

1 給食ではじめる食育 宮島 則子監修 あかね書房 2009.1 J374/ｷﾕ/3 中央

2
坂本廣子の食育自立応援シリー
ズ

坂本 廣子著 少年写真新聞社 2011.2 J596/ｻﾋ/3 中央

3
坂本廣子の食育自立応援シリー
ズ

坂本 廣子著 少年写真新聞社 2011.2 J596/ｻﾋ/2 中央

4
坂本廣子の食育自立応援シリー
ズ

少年写真新聞社 2011.2 J596/ｻﾋ/1 中央

5 和食にかかわる仕事 ほるぷ出版 2005.3 J596/ﾜｼ 中央

４．「おもてなし」について

５．食の歴史・文化・食育について



6 Q&A1週間の食育 服部 津貴子著 岩崎書店 2007.8 J498/ﾊﾂ 中央

7 食べるって何? 原田 信男著 筑摩書房 2008.8 J383/ﾊﾉ 中央

8 食育基本シリーズ
服部栄養料理研
究会監修

フレーベル館 2009.3 J498/ｼﾖ/4 中央

9 やきものの知識百科 主婦と生活社 1991.1 7511/Y16 西部

10
益子・笠間・会津本郷・およびそ
の周辺

清水 元彦編 リブロポート 1996.1 7511/MA64 西部

11 京都滋賀窯元めぐり 京都新聞社編 京都新聞社 1998.8 7511/40 東部

12
LCA手法による飽食経済のエネ
ルギー分析

久守 藤男著
農山漁村文化協
会

2000.3 6113/31 東部

13 昭和食道楽 矢野 誠一著 白水社 2011.7 59604/47 東部

14 日本伝統織物集成 後藤 捷一監修
日本図書セン
ター

2011.6 58672/8 西部

15 明治・大正・昭和 食生活世相史 加藤 秀俊[著] 柴田書店 1977 3838/KA86 中央

16 事例で学ぶ食育と健康 木村 友子編著 建帛社 2008.6 4985/40 中央


