
書           名 著         者 出版者 出版年 請求記号 場所区分

1 賢者の食欲 里見 真三 著 文藝春秋 2000 59604/22 一般書庫

2 文豪の食卓 宮本 徳蔵 著 白水社 2010 59604/45 一般開架

3 京都の食景  作家が描いた京都の風味 菊池 昌治 著 淡交社 2011 59604/48 一般書庫

4 ラフカディオ・ハーンのクレオール料理読本 ラフカディオ・ハーン 著 TBSブリタニカ 1998 59623/21 一般書庫

5
グリム家の食卓  手作りのオリジナルレシピ
210

ドロテーア・グリム 著 白水社 2000 59623/41 一般書庫

6 食通小説の記号学 真銅 正宏 著 双文社出版 2007 91026/1019 一般書庫

7 作家のおやつ コロナ・ブックス編集部 編 平凡社 2009 91026/1109 一般書庫

8 作家の食と酒と 重金 敦之 著 左右社 2010 91026/1223 一般書庫

9 文士の舌 嵐山 光三郎 著 新潮社 2010 91026/1241 一般書庫

10 宮沢賢治のお菓子な国 中野 由貴 文 平凡社 1998 91026/ﾐｹ71 一般書庫

11 羊のレストラン  村上春樹の食卓 高橋 丁未子 編著 CBS・ソニー出版 1986 91026/MU43 書庫ＣＬ

12 夏目家の糠みそ 半藤 末利子 著 PHP研究所 2000 9146/ﾊﾏ7 一般書庫

13 ヘミングウェイ美食の冒険 クレイグ・ボレス 著 アスキー 1999 93027/ﾍｱ5 一般書庫

14
ロスト・ジェネレーションの食卓  偉大な作家・
芸術家たちは何を食べたのか

スザンヌ・ロドリゲス=
ハンター 著 早川書房 2000 93029/58 一般書庫

　　　千葉県立東部図書館　資料紹介コーナー

美味しい本を召し上がれ
展示期間:令和２年１１月２１日～令和３年１月31日　

所蔵は全て東部図書館

　　文豪の食卓

美味しそうな料理が登場する小説や、グルメな文豪が愛した料理や

お店、歴史上の人物の食事が紹介されている本など、「食」にまつわる

資料を集めました。

日ごとに寒さが増す季節ですが、「美味しい本」を読んで心もお腹も

温めましょう。
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書           名 著         者 出版者 出版年 請求記号 場所区分

15
池波正太郎が通った味  完全イラストマップ付
東京・横浜・松本編

馬場 啓一 文 夏目書房 1996 596/5 一般書庫

16
池波正太郎が通った味  完全イラストマップ付
京都／大阪／名古屋・中部編

馬場 啓一 文 夏目書房 1998 596/5/2 一般書庫

17 むかしの味 池波 正太郎 著 新潮社 1984 596/I34 書庫ＣＬ

18 江戸前食物誌 池波 正太郎 著 角川春樹事務所 1997 59604/4 一般書庫

19 食卓のつぶやき 池波 正太郎 著 朝日新聞社 1984 59604/I34 書庫ＣＬ

20 鬼平・梅安食物(くいもの)帳 池波 正太郎 著 角川春樹事務所 1998 59621/25 一般書庫

21 池波正太郎・鬼平料理帳 池波 正太郎 著 文藝春秋 1982 59621/I34 書庫ＣＬ

22 池波正太郎の食卓 佐藤 隆介 文 新潮社 2001 91026/ｲｼ10 一般書庫

23
あの日、鬼平先生は何を食べたか  池波正太
郎フランス旅日記

佐藤 隆介 著 日本放送出版協会 2008 91026/ｲｼ26 一般書庫

24 食べ物日記  鬼平誕生のころ 池波 正太郎 著 文藝春秋 2009 9156/ｲｼ1 一般開架

25
魯山人　美味の真髄  魯山人が究めた食の
心とかたち

平野 雅章 著 リヨン社 1997 59604/3 一般書庫

26 魯山人料理の極意 平野 雅章 著 五月書房 1998 59604/8 一般書庫

27 魯山人の食卓 北大路 魯山人 著 角川春樹事務所 1998 59604/12 一般書庫

28 イギリスはおいしい 林 望　著 平凡社 1991 59604/H48 書庫ＣＬ

29 リンボウ先生の「是はうまい!」 林 望　著 平凡社 2000 59635/9 一般書庫

書           名 著         者 出版者 出版年 請求記号 場所区分

30
父は明治のコックさん  苫小牧第一洋食店物
語

山下 正 著 近代映画社 2007 2891/ﾔﾀ8 一般書庫

31 面白南極料理人 西村 淳 著 春風社 2001 2979/7 一般開架

32 ハプスブルク家の食卓 関田 淳子 著 集英社 2002 38383/9 一般書庫

33 昭和天皇のお食事 板垣 信久 著 旭屋出版 1998 596/35 一般書庫

34
福沢諭吉の「何にしようか」  一〇〇年目の晩
ごはん。

ワニマガジン社 2001 596/60 一般書庫

35
ロイヤル・ディナー  殿下のおもてなしをもう一
度

渡辺 誠 著 主婦と生活社 1999 59604/18 一般書庫

36 タイタニックの最後の晩餐 リック・アーチボルト 著 国書刊行会 1999 59623/24 一般書庫

37
偉人が愛したスイーツ  吉田菊次郎先生のお
菓子レシピ

吉田 菊次郎 編・著 時事通信出版局 2008 59665/36 一般開架

　　＜池波正太郎＞

　　＜北大路魯山人＞

　　＜林望＞

　　歴史上の人物の食卓
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書           名 著         者 出版者 出版年 請求記号 場所区分

38 宮部みゆきの江戸レシピ 福田 浩 料理・解説 ぴあ 2006 59621/67 一般開架

39 ジェイン・オースティン料理読本 マギー・ブラック 著 晶文社 1998 59623/14 一般書庫

40 パトリシア・コーンウェルの食卓 パトリシア・コーンウェル 著 講談社 2003 59623/49 一般書庫

41
シャーロック・ホームズとお食事を  ベイカー
街クックブック

ジュリア・カールスン・
ローゼンブラット 共著 東京堂出版 2006 59623/61 一般開架

42 読むハーブは美味しい  香草の手帳 金城 盛紀 著 同朋舎 2000 6176/31 一般書庫

43
田村隆一ミステリーの料理事典  探偵小説を
楽しむガイドブック

田村 隆一 著 三省堂 1984 9013/TA82 書庫ＣＬ

44 きのこ文学大全 飯沢 耕太郎 著 平凡社 2008 90209/86 一般開架

45 世界文学「食」紀行 篠田 一士 著 講談社 2009 90209/87 一般開架

46 書物の王国　14　美食
『書物の王国』編纂
委員会 編

国書刊行会 1998 908/14/14 一般書庫

47 名作の食卓  文学に見る食文化 大本 泉 著 角川学芸出版 2005 91026/847 一般書庫

48
鷗外のマカロン  近代文学喫茶洋菓子御馳走
帖

奥野 響子 著 丸善プラネット 2006 91026/894 一般書庫

49 食彩の文学事典 重金 敦之 著 講談社 2014 91026/1421 一般開架

50 アガサ・クリスティーの食卓 北野 佐久子 著 婦人画報社 1998 93027/ｸｱ2 一般書庫

51 アガサ・クリスティーとコーヒー 井谷 善惠 著 いなほ書房 2018 93027/ｸｱ15 一般開架

52 名作から創るフランス料理 小倉 和夫 著 かまくら春秋社 2010 9502/19 一般開架

53 ベルギー風メグレ警視の料理 西尾 忠久 著 東京書籍 1992 9502/SH56 書庫ＣＬ

54 ロシア文学の食卓 沼野 恭子 著 日本放送出版協会 2009 9804/9 一般開架

書           名 著         者 出版者 出版年 請求記号 場所区分

55 英国紅茶の話 出口 保夫 著 東京書籍 1982 38388/19 一般書庫

56
アフタヌーン・ティの楽しみ  英国紅茶の文化
誌

出口 保夫 著 丸善 2000 38388/22 一般書庫

57 イギリス紅茶事典  文学にみる食文化 三谷 康之 著 日外アソシエーツ 2002 38388/28 一般書庫

58 珈琲記 黒井 千次 著 紀伊国屋書店 1997 9146/ｸｾ2 一般書庫

59 酒場正統派宣言 馬場 啓一 著 晶文社 1994 5967/1 一般書庫

60 酔っぱらい読本 吉行 淳之介 編 講談社 2012 5967/49 一般開架

61 酔っぱらい読本    続 吉行 淳之介 編 講談社 2013 5967/49/2 一般開架

62 最後の酔っぱらい読本 吉行 淳之介 編 講談社 2014 5967/51 一般開架

63 ほろ酔い文学事典  作家が描いた酒の情景 重金 敦之 著 朝日新聞出版 2014 91026/1430 一般開架

　　文学の中の料理やお菓子

　　喫茶とお酒
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書           名 著         者 出版者 出版年 請求記号 場所区分

64 レオナルド・ダ・ヴィンチの食卓 渡辺 怜子　著 岩波書店 2009 38383/22 一般開架

65 名画の食卓を読み解く 大原 千晴　著 大修館書店 2012 38383/25 一般開架

66 アリス・B.トクラスの料理読本 アリス・B.トクラス 著 集英社 1998 59604/16 一般書庫

67
ターシャ・テューダーのクックブック  コーギー・
コテージの料理と思い出

ターシャ・テューダー
本文およびイラスト 文藝春秋 1998 59623/23 一般書庫

68 浮世絵に見る　江戸の食卓 林 綾野　著 美術出版社 2014 7218/163 一般開架

69 クレーの食卓 林 綾野　編著 講談社 2009 72334/74 一般書庫

70 ロートレックの食卓 林 綾野　編著 講談社 2009 72335/288 一般書庫

71 モネ　庭とレシピ 林 綾野　著 講談社 2011 72335/296 一般開架

72 ゴッホ　旅とレシピ 林 綾野　著 講談社 2010 72335/297 一般開架

73 フェルメールの食卓  暮らしとレシピ 林 綾野　著 講談社 2011 72335/301 一般開架

74 モーツァルトの食卓 関田 淳子　著 朝日新聞出版 2010 76234/197 一般書庫

75 小津安二郎の食卓 貴田 庄　著 芳賀書店 2000 77821/200 一般書庫

76 落語にみる江戸の食文化 旅の文化研究所　編 河出書房新社 2000 38381/29 一般書庫

77 落語を食べる    おかわり 相羽 秋夫　著 東方出版 1998 59604/11/2 一般書庫

78 落語で味わう江戸の食文化 林 秀年　著 三樹書房 2013 77913/119 一般開架

　　芸術をめぐるレシピ

　　＜落語＞
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書           名 著         者 出版者 出版年 請求記号 場所区分

79 新御馳走帖 嵐山 光三郎　著 河出書房新社 2005 596/86 一般書庫

80 美味しんぼの食卓 雁屋 哲 著 角川書店 1987 596/KA67 書庫ＣＬ

81 食物漫遊記 種村 季弘　著 筑摩書房 1981 596/TA86 書庫ＣＬ

82 食道楽の献立(レシピ) 村井 弦斎　著 角川春樹事務所 1997 59604/13 一般書庫

83 東京の空の下オムレツのにおいは流れる 石井 好子　著 暮しの手帖社 1990 59604/14 一般書庫

84 旅行者の朝食 米原 万里　著 文藝春秋 2002 59604/33 一般書庫

85 俳諧蕎麦ばなし  そばの俳句でそばを読む 浪川 寛治　著 グラフ社 2002 59638/15 一般書庫

86 三博四食五眠 阿佐田 哲也　著 幻戯書房 2017 9146/ｱﾃ2 一般開架

87 美味しいか恋しいか    付録つき 安西 水丸　著 光文社 2002 9146/ｱﾐ6 一般書庫

88 悪酒の時代|猫のことなど  梅崎春生随筆集 梅崎 春生　著 講談社 2015 9146/ｳﾊ2 一般開架

89 伊都子の食卓 岡部 伊都子　著 藤原書店 2006 9146/ｵｲ18 一般開架

90 おいしい中国  「酸甜苦辣」の大陸 楊 逸　著 文藝春秋 2010 9146/ﾔｲ3 一般開架

91 贋食物誌 吉行 淳之介　著 新潮社 1978 9146/ﾖｼ5 一般書庫

93 食通知ったかぶり 丸谷 才一　著 文藝春秋 1975 9146/MA59 書庫ＣＬ

92 日本全国ローカル線おいしい旅 嵐山 光三郎　著 講談社 2004 9156/ｱｺ3 一般書庫

94 餃子ロード 甲斐 大策　著 石風社 1998 9156/ｶﾀ1 一般書庫

95
ベーカリーオペラ座の風車譜  パンの歴史・パ
ンをめぐる随想

春木 吉彦　編著 竹林館 2010 9186/58 一般書庫

書           名 著         者 出版者 出版年 請求記号 場所区分

96 大幸運食堂 明川 哲也　著 PHP研究所 2011 9136/ｱﾃ25 一般開架

97 ベーコン 井上 荒野　著 集英社 2007 9136/ｲｱ26 一般書庫

98 厨房ガール! 井上 尚登　著 角川書店 2007 9136/ｲﾅ20 一般書庫

99 四十九日のレシピ 伊吹 有喜　著 ポプラ社 2010 9136/ｲﾕ15 一般開架

100 珈琲屋の人々 池永 陽　著 双葉社 2009 9136/ｲﾖ28 一般開架

101
卵のふわふわ  八丁堀喰い物草紙・江戸前で
もなし

宇江佐 真理　著 講談社 2004 9136/ｳﾏ24 一般書庫

102 抱擁、あるいはライスには塩を 江國 香織　著 集英社 2010 9136/ｴｶ20 一般開架

103 食魔  岡本かの子食文学傑作選 岡本 かの子　著 講談社 2009 9136/ｵｶ26 一般開架

104 森のはずれで 小野 正嗣　著 文藝春秋 2006 9136/ｵﾏ23 一般書庫

　　美味しい小説

　　美味しいエッセイ

↑　村井弦斎 著　「定本 食道楽 上・下」「定本 食道楽 続編 上・下」「酒道楽」　小説の項目にございます
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書           名 著         者 出版者 出版年 請求記号 場所区分

105 パスタマシーンの幽霊 川上 弘美　著 マガジンハウス 2010 9136/ｶﾋ57 一般書庫

106 飲食男女  おいしい女たち 久世 光彦　著 文藝春秋 2003 9136/ｸﾃ11 一般書庫

107 珈琲牛乳 白坂 愛　作 金の星社 2008 9136/ｼｱ6 一般開架

108 峠うどん物語    上 重松 清　著 講談社 2011 9136/ｼｷ44/1 一般開架

109 峠うどん物語    下 重松 清　著 講談社 2011 9136/ｼｷ44/2 一般開架

110 12皿の特別料理 清水 義範　著 角川書店 1997 9136/ｼﾖ10 一般書庫

111 ししゃも  長編小説 仙川 環　著 祥伝社 2007 9136/ｾﾀ2 一般書庫

112 逆転ペスカトーレ  長編ミステリー 仙川 環　著 祥伝社 2008 9136/ｾﾀ6 一般開架

113 幸福な食卓 瀬尾 まいこ　著 講談社 2004 9136/ｾﾏ6 一般書庫

114 カレーライフ 竹内 真　著 集英社 2001 9136/ﾀﾏ8 一般書庫

115 ヤッさん 原 宏一　著 双葉社 2009 9136/ﾊｺ11 一般開架

116 東京デザート物語 林 真理子　著 集英社 1996 9136/ﾊﾏ11/ 一般書庫

117 アイスクリン強し 畠中 恵　著 講談社 2008 9136/ﾊﾒ15 一般開架

118 ネバーランド 藤野 千夜　著 新潮社 2010 9136/ﾌﾁ12 一般開架

119 料理人 松永 尚三　著 文芸社 2004 9136/ﾏﾅ1 一般書庫

120 瑠奈子のキッチン 松尾 由美　著 講談社 1998 9136/ﾏﾕ1 一般書庫

121 にぎやかな天地    上 宮本 輝　著 中央公論新社 2005 9136/ﾐﾃ18/1 一般書庫

122 にぎやかな天地    下 宮本 輝　著 中央公論新社 2005 9136/ﾐﾃ18/2 一般書庫

123 酒道楽 村井 弦斎　著 岩波書店 2006 9136/ﾑｹ3 一般開架

124 定本 食道楽    上 村井 弦斎　著 新人物往来社 1978 9136/MU41/1 書庫ＣＬ

125 定本 食道楽    下 村井 弦斎　著 新人物往来社 1978 9136/MU41/2 書庫ＣＬ

126 定本食道楽    続編 上 村井 弦斎　著 新人物往来社 1978 9136/MU41/2(1) 書庫ＣＬ

127 定本食道楽    続編 下 村井 弦斎　著 新人物往来社 1978 9136/MU41/2(2) 書庫ＣＬ

128 ワイン一杯だけの真実 村上 龍　著 幻冬舎 1998 9136/ﾑﾘ10 一般書庫

129 津軽百年食堂 森沢 明夫　著 小学館 2009 9136/ﾓｱ8 一般開架

130 虹の岬の喫茶店 森沢 明夫　著 幻冬舎 2011 9136/ﾓｱ11 一般開架

131 思い出コロッケ 諸田 玲子　著 新潮社 2010 9136/ﾓﾚ34 一般開架

132 すき・やき 楊 逸　著 新潮社 2009 9136/ﾔｲ45 一般開架

133 風味絶佳 山田 詠美　著 文藝春秋 2005 9136/ﾔｴ9 一般開架

134 ゴチソウ山 山田 健　著 角川春樹事務所 2009 9136/ﾔﾀ14 一般開架

↑　村井弦斎 著　「食道楽の献立(レシピ) 」　エッセイの項目にございます。
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書           名 著         者 出版者 出版年 請求記号 場所区分

135 フィンガーボウルの話のつづき 吉田 篤弘　著 新潮社 2001 9136/ﾖｱ15 一般書庫

136 つむじ風食堂の夜 吉田 篤弘　著 筑摩書房 2002 9136/ﾖｱ17 一般書庫

137 それからはスープのことばかり考えて暮らした 吉田 篤弘　著 暮しの手帖社 2006 9136/ﾖｱ27 一般開架

138 ジュージュー よしもと ばなな　著 文藝春秋 2011 9136/ﾖﾊ25 一般開架

139 イート&ラヴ 横森 理香　著 イースト・プレス 2000 9136/ﾖﾘ7 一般書庫

140 洋食セーヌ軒 神吉 拓郎　著 新潮社 1987 9136/KA56 書庫ＣＬ

141 デザートはあなた 森 瑤子　著 朝日新聞社 1991 9136/MO45 書庫ＣＬ

142 村上龍料理小説集 村上 龍　著 集英社 1988 9136/MU43 書庫ＣＬ

143 天皇の料理番 杉森 久英　著 読売新聞社 1979 9136/SU38 書庫ＣＬ

144 食楽 吉田 和明　編 凱風社 2008 91368/169 一般開架

145 鰻 石川 博　編 皓星社 2017 918/61 一般開架

146 たんときれいに召し上がれ  美食文学精選 青木 正児　ほか著 芸術新聞社 2015 9186/69 一般開架

147 美食家 陸 文夫　著 松籟社 1987 9237/R81 書庫ＣＬ

148
珈琲の哲学  ディー・レスタリ短編集1995-
2005

ディー・レスタリ　著
Sophia University
Press上智大学出版 2019 92942/ﾚﾃ1 一般開架

149 飲食男女 アン・リー　著 新潮社 1995 933/R32 書庫ＣＬ

150 西瓜王 ダニエル・ウォレス　著 河出書房新社 2004 9337/ｳﾀ2 一般書庫

151 月のケーキ ジョーン・エイキン　著 東京創元社 2020 9337/ｴｼ9 一般開架

152 ドルチェには恋を添えて アンソニー・カペラ　著 ヴィレッジブックス 2006 9337/ｶｱ13 一般書庫

153 ティファニーで朝食を トルーマン・カポーティ　著 新潮社 1960 9337/ｶﾄ1 一般書庫

154 天来の美酒／消えちゃった コッパード　著 光文社 2009 9337/ｺｱ9 一般開架

155 チョコレート・アンダーグラウンド アレックス・シアラー　著 求竜堂 2004 9337/ｼｱ13 一般書庫

156 ホビットの冒険    上 J.R.R.トールキン　著 岩波書店 1999 9337/ﾄｼ5/1 一般書庫

157 ホビットの冒険    下 J.R.R.トールキン　著 岩波書店 1999 9337/ﾄｼ5/2 一般書庫

158 幸せな結婚はパンケーキの匂いがする モラグ・プランティ　著 徳間書店 2007 9337/ﾌﾓ1 一般開架

159 レモンケーキの独特なさびしさ エイミー・ベンダー　著 KADOKAWA 2016 9337/ﾍｴ5 一般開架

160 みんなワッフルにのせて ポリー・ホーヴァート　著 白水社 2003 9337/ﾎﾎ1 一般開架

161 柘榴のスープ マーシャ・メヘラーン　著 白水社 2006 9337/ﾒﾏ1 一般書庫

162 初版以前グリム・メルヘン集 ヤコブ・グリム　採話 東洋書林 2001 9436/ｸﾔ6 一般開架

163
お皿監視人  あるいはお天気を本当にきめて
いるのはだれか

ハンス・ツィッパート　作 三修社 2009 9437/ﾂﾊ1 一般開架

7 ページ



書           名 著         者 出版者 出版年 請求記号 場所区分

164
本当にあった?グリム童話「お菓子の家」発掘
メルヒェン考古学「ヘンゼルとグレーテルの真
相」

ハンス・トラクスラー　著 現代書館 2012 9437/ﾄﾊ1 一般開架

165 105歳の料理人ローズの愛と笑いと復讐
フランツ=オリヴィエ・
ジズベール　著 河出書房新社 2015 9537/ｼﾌ3 一般開架

166 キムチ ウーク・チャング　著 青土社 2007 9537/ﾁｳ1 一般開架

167 孤独のワイン イレーヌ・ネミロフスキー　著 未知谷 2018 9537/ﾈｲ9 一般開架

168 至福の味 ミュリエル・バルベリ　著 早川書房 2001 9537/ﾊﾐ1 一般書庫

169 無慈悲な昼食 エベリオ・ロセーロ　著 作品社 2012 963/ﾛｴ2 一般開架

170 珈琲店・恋人たち ゴルドーニ　作 岩波書店 2013 972/ｺｶ2 一般開架

171 パパの電話を待ちながら ジャンニ・ロダーリ　著 講談社 2009 973/ﾛｼ3 一般開架

書           名 著         者 出版者 出版年 請求記号 場所区分

172 ショコラティエの勲章 上田 早夕里　著 東京創元社 2008 9136/ｳｻ4 一般書庫

173 桜宵 北森 鴻　著 講談社 2003 9136/ｷｺ12 一般書庫

174 蛍坂 北森 鴻　著 講談社 2004 9136/ｷｺ13 一般書庫

175 香菜里屋を知っていますか 北森 鴻　著 講談社 2007 9136/ｷｺ23 一般書庫

176 最後のディナー 島田 荘司　著 原書房 1999 9136/ｼｿ6 一般書庫

177 禁断のパンダ 拓未 司　著 宝島社 2008 9136/ﾀﾂ1 一般開架

178 蜜蜂のデザート 拓未 司　著 宝島社 2008 9136/ﾀﾂ2 一般開架

179 蘆屋家の崩壊 津原 泰水　著 集英社 1999 9136/ﾂﾔ5 一般書庫

180 給食ファクトリー 野崎 六助　著 日本放送出版協会 1998 9136/ﾉﾛ2 一般書庫

181 謎解きはディナーのあとで    １ 東川 篤哉　著 小学館 2010 9136/ﾋﾄ6 一般開架

182 謎解きはディナーのあとで    2 東川 篤哉　著 小学館 2011 9136/ﾋﾄ6/2 一般開架

183 謎解きはディナーのあとで    3 東川 篤哉　著 小学館 2012 9136/ﾋﾄ6/3 一般開架

184 珈琲館木曜社 三枝 和子　著 集英社 1973 9136/SA14 書庫ＣＬ

185 特別料理 スタンリイ・エリン　著 早川書房 1974 9337/ｴｽ2 一般書庫

186 パンプルムース氏のおすすめ料理 マイケル・ボンド　著 東京創元社 1998 9337/ﾎﾏ2 一般書庫

187 パンプルムース氏の秘密任務 マイケル・ボンド　著 東京創元社 1999 9337/ﾎﾏ3 一般書庫

188 デザートは殺しの味 G.A.マクケベット　著 DHC 1998 9337/ﾏ2 一般書庫

189 料理長(シェフ)殿、ご用心 ナン・ライアンズ　著 角川書店 1979 9337/R12 書庫ＣＬ

190 料理上手は殺しの名人 バージニア・リッチ　著 講談社 1988 9337/R33 書庫ＣＬ

191 特選 刑事コロンボ    8 W・リンク　著 二見書房 1983 9337/R45/8 書庫ＣＬ

　　グルメミステリー
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