Ｈ２８年１月・２月

ＹＡ展示 【バレンタイン 贈るお菓子】
展示期間：１月２２日（金）～２月１４日（日）

No 請求記号 タイトル

著者表示

出版者

資料ＩＤ

女の子と男の子のための料理と手芸 ２ 毎
1 596 ｵ 2 日のおやつ－ホットケーキ★フレンチトース
ト★ピザもちほか－

ポプラ社

2500094889

かわいくておいしい！手づくりレシピ－クッキ
2 596 ｵ 4 ングタイムのめやすがわかるよ－４ 誕生
大森いく子著
会・クリスマス・バレンタインデーのイベン

ポプラ社

2500259169

3 596 ｶ

ぼくのおかしレシピ－はじめてつくるひとりで 加藤千恵著 加藤 ベネッセコーポ
できるおかしの本－（ベネッセ・ムック）
裕著
レーション

2500166570

4 596 ｼ 3

新ジュニアクッキング全集 ３ 焼き菓子＆
チョコ－ここいちばん！のプレゼントに－

学研

2500120031

5 596 ﾃ

おいしい！スイーツ☆マジック

汐文社

2500277005

6 596 ﾑ

小学生の電子レンジのおやつマジック－実
村上祥子料理製
験しながら、おやつが作れる！－（おやつマ
作・監修
ジックＣｏｏｋｉｎｇ）

学研教育出版

2500264805

7 596.65 ｲ

スイートハートケーキ－ハートのお菓子が作
石橋かおり著
りたい！－

主婦と生活社

1500101603

世界文化社

1500599830

世界文化社

1500715352

日本テレビ放
送網

1500594609

寺西恵里子作

一流シェフのとっておきカップデザート－ひ
8 596.65 ｲ んやり、とろぷる系のスペシャルレシピ集－
（別冊家庭画報 おいしいものだけセレクト
かわいい！おいしい！手作りどうぶつクッ
9 596.65 ｳ キー－はじめてでも、かわいく作れる。おい
しくて、からだにやさしい。－

10

596.65 ｳ
裏ワザＣｏｏｋｉｎｇカンタンレシピブック ３
3

臼田亜也子著

11 596.65 ｵ

おいしいチョコレートブック－世界のチョコ
レートと一流シェフの味が楽しめる－

ナツメ社

1500294978

12 596.65 ｵ

お祝いの日のケーキ＆簡単おやつ－ハカリ
なんか使わない！－（別冊すてきな奥さん）

主婦と生活社

1500077373

No 請求記号 タイトル

著者表示

出版者

資料ＩＤ

13 596.65 ｵ

小川友里著 小川
お菓子はじめまして。－初めてでも失敗なし
智美著 小川優佳 講談社
の親切レシピ－
著

1500621279

14 596.65 ｵ

思わずつくりたくなる極上のチョコレートレシ
ピ（生活実用シリーズ）

ＮＨＫ出版

1500704810

15 596.65 ｶ

はじめての手作りお菓子（レディブティックシ
葛西麗子著
リーズ １１９９）

ブティック社

1500430358

ＫＡＤＯＫＡＷＡ

1500718828

ＰＨＰ研究所

1500676281

森永製菓

1500074230

16 596.65 ｸ クックパッドの大絶賛レシピ〈決定版〉お菓子

17 596.65 ｸ

子どもがよろこぶ！かわいいデコロール・
ケーキ

18 596.65 ｺ

ココアの本－お菓子から飲みもの・お料理ま
で、ココアでこんなに楽しくクッキング！！－

熊谷真由美著

大人のバレンタイン－甘くない大人の男性に
重野佐和子菓子作 女子栄養大学
19 596.65 ｼ は、ビターでクールに迫る－（別冊栄養と料
製
出版部
理 Ｖｏｌ．１）

1500605736

Ｊｕｎｋｏさんのデコ〓蒸しケーキ－電子レン
20 596.65 ｼﾞ ジでも蒸し器でもできる！－（ＬＡＤＹＢＩＲＤ
ＳＨＯＧＡＫＵＫＡＮ ＪＩＴＳＵ

小学館

1500682206

Ｊｕｎｋｏ著

21

596.65
ｾﾞ

ぜ～んぶホットケーキミックスのおやつ－Ｈｏ
ｔ ｃａｋｅ ｍｉｘ ｒｅｃｉｐｅ １５４－（Ｇａｋｋｅｎ ｈ
ｉｔ ｍｏｏｋ）

学研

1500542111

22

596.65
ｾﾞ 3

ぜ～んぶホットケーキミックスのおやつ－Ｈｏ
ｔ ｃａｋｅ ｍｉｘ ｒｅｃｉｐｅ １７１－Ｖｏｌ．３（Ｇａｋ
ｋｅｎ ｈｉｔ

学研

1500603624

あの人に贈りたいかわいいプレゼントケーキ
田辺由布子著
－紙やアルミの型を使って－

文化出版局

1500603871

23 596.65 ﾀ

24 596.65 ﾅ チョコおやつ（オーガニックなレシピノート）

なかしましほ著

文化出版局

1500635808

25 596.65 ﾊ おくるおかし

はな著

集英社

1500597123

ひかりのくに

1500075666

かわいく贈るチョコハート－チョコレートの基
26 596.65 ﾌ 礎テンパリングをやさしくレッスン－改訂（Ｃｏ 藤原信子著
ｏｋｉｎｇ ｂｏｏｋ Ｎｏ．６）

No 請求記号 タイトル

著者表示

出版者

資料ＩＤ

27 596.65 ﾏ

チョコレート菓子－シェフ・オリジナル Ｌａ ｎ 松浦惇製作監修
ｏｔｅ ｓａｖｏｕｒｅｕｓｅ ｄｅｓ ｃｈｏｃｏｌａｔｓ－
榊満編・著

モーリス・カン
パニー

1500604382

28 596.65 ﾐ

みんなにあげたいおしゃれチョコ（プチブ
ティックシリーズ ｎｏ．６２０）

ブティック社

1500717879

29 596.65 ﾓ

彼に贈るバレンタインチョコレート（Ｃｏｏｋｉｎｇ
森山サチ子著
Ｎｏ．８）

ひかりのくに

1500393127

30 596.65 ﾓ

彼に贈るバレンタインチョコレート 改訂（Ｃｏ
森山サチ子著
ｏｋｉｎｇ ｂｏｏｋ Ｎｏ．７）

ひかりのくに

1500077381

主婦の友社

1500696107

わっ、うれしい。世界一かんたんでおいしい１
31 596.65 ﾜ ００円おやつ１５０品（主婦の友生活シリーズ
超簡単レシピＢＯＯＫ）

32 754.9 ｳ

北欧のかわいい切り紙－モビール，ガーラン
上原かなえ著
ド，壁飾り－

河出書房新社

1500717473

33 754.9 ｸ

かわいい花の立体切り紙－飾って、贈って、
くまだまり著
暮らしを彩る－

ＰＨＰ研究所

1500713712

34 754.9 ｸ

かわいいポップアップカード－モチーフがと
び出す、手作り立体カード６２－（セレクトＢＯ くまだまり著
ＯＫＳ）

主婦の友社

1500634819

35 754.9 ｼ

ちまっとかわいいメモ折り紙－気持ちを伝え
しまだひろみ著
るアイデアがいっぱい！－

ＰＨＰ研究所

1500684848

36 754.9 ﾀ

花のポップアップ・クラフト－飛び出すカード 高橋洋一著 高橋
誠文堂新光社
と飾りもの－
としえ著

1500700081

37 754.9 ﾅ

立体切り紙カード（レディブティックシリーズ
３３３１ クラフト）

ブティック社

1500670797

38 754.9 ﾖ

「おめでとう」「ありがとう」のポップアップカー
吉田ちかこ著
ド－心のこもった手作りカード－

誠文堂新光社

1500643828

中沢圭子〔著〕

