
統一書名 統一書名よみ

青もの色々仕法 あおものいろいろしほう

安愚楽鍋 あぐらなべ

生間献方 いかまけんぽう

生間流切方口伝書 いかまりゅうきりかたくでんしょ

生間流直伝魚切方伝書 いかまりゅうじきでんさかなきりかたでんしょ

生間流式法秘書抜萃 いかまりゅうしきほうひしょばっすい

生間流行幸式膳部古実書 いかまりゅうみゆきしきぜんぶこじつしょ

衣食訓 いしょくくん

磯ぜせりの癖 いそぜせりのくせ

甘藷百珍 いもひゃくちん

色分模様菓子図絵 いろわけもようかしずえ

飲食狂歌合 いんしょくきょうかあわせ

飲食諸礼躾方 いんしょくしょれいしつけかた

飲食要論 いんしょくようろん

飲膳摘要 いんぜんてきよう

魚鑑 うおかがみ

魚鳥／干物／青物／御定直段 うおとり／ひもの／あおもの／おさだめねだん

虚南留別志 うそなるべし

永代節用無尽蔵／真草両点 えいたいせつようむじんぞう／しんそうりょうてん

永代重宝記宝蔵 えいたいちょうほうきたからぐら

江戸往来 えどおうらい

江戸買物独案内 えどかいものひとりあんない

江戸買物独案内 えどかいものひとりあんない

江戸買物独案内 えどかいものひとりあんない

江戸買物独案内 えどかいものひとりあんない

江戸時代唐料理 えどじだいからりょうり

江戸名所図会 えどめいしょずえ

江戸名物詩／初編 えどめいぶつし／しょへん

絵本吾妻抉 えほんあずまからげ

画本早満奈飛 えほんはやまなび

延喜式 えんぎしき

延喜式考異 えんぎしきこうい

延喜式考異 えんぎしきこうい

延寿撮要 えんじゅさつよう

御家元庖丁道御縁起 おいえもとほうちょうどうごえんぎ

大坂商工銘家集 おおさかしょうこうめいかしゅう

小笠原諸礼大全 おがさわらしょれいたいぜん

小笠原諸礼調法記 おがさわらしょれいちょうほうき

小笠原百箇条 おがさわらひゃっかじょう

小笠原百箇条 おがさわらひゃっかじょう

小笠原流／故実敬和堂武藤蔵／折形目録 おがさわらりゅう／こじつけいわどうたけとうぞう／おりかたも
くろく
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小笠原流諸礼 おがさわらりゅうしょれい

女有職莩文庫 おんなゆうそくみばえぶんこ

会席しつほく趣向帳 かいせきしっぽくしゅこうちょう

会席しつほく趣向帳 かいせきしっぽくしゅこうちょう

会席しつほく趣向帳 かいせきしっぽくしゅこうちょう

会席しつほく趣向帳 かいせきしっぽくしゅこうちょう

会席料理献立集 かいせきりょうりこんだてしゅう

会席料理細工庖丁 かいせきりょうりさいくぼうちょう

会席料理帳 かいせきりょうりちょう

会席料理秘囊抄 かいせきりょうりひのうしょう

下学集 かがくしゅう

柿集説四種 かきしゅうせつししゅ

家財繁栄抄 かざいはんえいしょう

菓子買入帳／菓子売渡簿 かしかいいれちょう／かしうりわたしぼ

菓子図譜 かしずふ

菓子話船橋 かしわふなばし

菓子話船橋 かしわふなばし

歌仙料理 かせんりょうり

鎌倉山料理献立 かまくらやまりょうりのこんだて

嘉礼抜要拾宝抄 かれいばつようしゅうほうしょう

瓦礫雑考 がれきざっこう

巻懐食鏡 かんかいしょっきょう

勧善飯 かんぜんめし

救餓録 きゅうがろく

饗応献立覚 きょうおうこんだておぼえ

魚貝譜 ぎょかいふ

魚類精進／早見献立帳 ぎょるいしょうじん／はやみこんだてちょう

切揃 きりそろえ

くりやのこゝろえ くりやのこころえ

くりやのこゝろえ くりやのこころえ

群書類従 ぐんしょるいじゅう

秇苑日渉 げいえんにっしょう

敬食微言 けいしょくびげん

慶長二年大山喜見坊饗応帖 けいちょうにねんおおやまきみぼうきょうおうじょう

啓蒙養生訓 けいもうようじょうくん

解毒奇効方 げどくきこうほう

献上料理集 けんじょうりょうりしゅう

江家次第 ごうけしだい

口嗜小史 こうししょうし

鼇頭評註／無門関 ごうとうひょうちゅう／むもんかん

合類日用料理抄 ごうるいにちようりょうりしょう

統一書名 統一書名よみ
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古今智恵枕 ここんちえまくら

故事礼式天地之書 こじれいしきてんちのしょ

御前菓子秘伝抄 ごぜんかしひでんしょう

御当流配膳之巻 ごとうりゅうはいぜんのまき

御当流配膳之巻 ごとうりゅうはいぜんのまき

献立口伝書 こんだてくでんしょ

献立指南 こんだてしなん

献立筌 こんだてせん

献立部類集 こんだてぶるいしゅう

献達料理組私記 こんだてりょうりくみしき

婚礼簡法口伝書 こんれいかんぽうくでんしょ

婚礼仕用罌粟袋 こんれいしようけしぶくろ

婚礼仕用罌粟袋 こんれいしようけしぶくろ

婚礼仕用罌粟袋 こんれいしようけしぶくろ

さかなつくし さかなづくし

酒直秘伝鈔 さけなおしひでんしょう

酒直秘伝鈔 さけなおしひでんしょう

薩摩芋功能並弘法芋之事 さつまいもこうのうならびにこうぼういものこと

五月雨渋茶噺／四季結礼 さみだれしぶちゃばなし／しきけつれい

三礼口訣 さんれいくけつ

三礼口訣 さんれいくけつ

四季献立集 しきこんだてしゅう

四季献立集 しきこんだてしゅう

四季献立控帳 しきこんだてひかえちょう

式三献之次第并七献立之事 しきさんこんのしだいならびにしちこんだてのこと

四季漬物塩嘉言 しきつけものしおかげん

四季漬物塩嘉言 しきつけものしおかげん

四季漬物塩嘉言 しきつけものしおかげん

式庖丁切形秘伝 しきほうちょうきりかたひでん

式料理 しきりょうり

四条家喰物次第 しじょうけくいものしだい

四条家園部流膳部之巻 しじょうけそのべりゅうぜんぶのまき

四条家流草献立部類集 しじょうけりゅうそうこんだてぶるいしゅう

四条四家一流／庖丁之書 しじょうしけいちりゅう／ほうちょうのしょ

四条流／料理調整聞取全書 しじょうりゅう／りょうりちょうせいききとりぜんしょ

四条流膳部注解 しじょうりゅうぜんぶちゅうかい

四条流伝書 しじょうりゅうでんしょ

四条流庖丁書 しじょうりゅうほうちょうしょ

四条流料理秘伝書 しじょうりゅうりょうりひでんしょ

時代加々見 じだいかがみ

卓子式 しっぽくしき

統一書名 統一書名よみ

味の素食の文化センター 　江戸の書籍　  /  3 7



島台婚礼に用る由来 しまだいこんれいにもちいるゆらい

下鴨神社神饌之図 しもがもじんじゃしんせんのず

酌の次第口伝書 しゃくのしだいくでんしょ

酒史新編 しゅししんぺん

酒茶問答 しゅちゃもんどう

酒餅論 しゅべいろん

聚楽行幸記 じゅらくぎょうこうき

精進献立集 しょうじんこんだてしゅう

精進献立集 しょうじんこんだてしゅう

精進料理かやくの事他 しょうじんりょうりかやくのことほか

醤油集説 しょうゆしゅうせつ

食事・婬事養生解 しょくじいんじようじょうかい

食篇 しょくへん

食物摘要 しょくもつてきよう

食物和歌本草増補 しょくもつわかほんぞうぞうほ

食物和解大成 しょくもつわげたいせい

食療正要 しょくりょうせいよう

食療正要 しょくりょうせいよう

除蝗録 じょこうろく

諸国名産大根料理秘伝抄 しょこくめいさんだいこんりょうりひでんしょう

諸国名産大根料理秘伝抄 しょこくめいさんだいこんりょうりひでんしょう

書札薀新集 しょさつうんしんしゅう

諸式飾附伝書 しょしきかざりつけでんしょ

諸用鏡 しょようかがみ

諸礼集 しょれいしゅう

素人庖丁 しろうとほうちょう

素人庖丁 しろうとほうちょう

新撰女礼式 しんせんじょれいしき

新撰煎茶一覧 しんせんせんちゃいちらん

神饌備進之指図 しんせんびしんのさしず

新撰庖丁梯 しんせんほうちょうかけはし

新撰庖丁梯 しんせんほうちょうかけはし

清俗紀聞 しんぞくきぶん

新編異国料理 しんぺんいこくりょうり

水産小学 すいさんしょうがく

成形図説 せいけいずせつ

西洋／料理新書 せいよう／りょうりしんしょ

西洋衣食住 せいよういしょくじゅう

西洋衣食住 せいよういしょくじゅう

西洋料理通 せいようりょうりつう

西洋料理通 せいようりょうりつう

統一書名 統一書名よみ
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生理小学 せいりしょうがく

節用料理大全 せつようりょうりたいぜん

草木育種 そうもくそだてぐさ

草木六部耕種法 そうもくろくぶこうしゅほう

草露伝 そうろでん

草露伝 そうろでん

即席庖丁 そくせきぼうちょう

蕎麦志 そばし

大魁節用悉皆不求人 たいかいせつようしっかいふきゅうじん

大根一式料理秘密箱 だいこんいっしきりょうりひみつばこ

大遷泒居成出世開堂并前板転位省略帳 だいせんこきょせいしゅっせかいどうならびにぜんはんてんいし
ょうりゃくちょう

鯛百珍料理秘密箱 たいひゃくちんりょうりひみつばこ

宝船桂帆柱 たからぶねかつらのほばしら

茶湯献立指南 ちゃのゆこんだてしなん

仲栄法師様八十八御賀御祝献立 ちゅうえいほうしさまはちじゅうはちのおんがおいわいこんだて

昼夜重宝記 ちゅうやちょうほうき

朝鮮信使御用諸色取調書 ちょうせんしんしごようしょしきとりしらべしょ

儲糗話 ちょきゅうわ

通付七五三膳之寸法 つうつけたりしちごさんぜんのすんぽう

庭訓往来絵詳解 ていきんおうらいえしょうかい

庭訓往来証注大成 ていきんおうらいしょうちゅうたいせい

鼎左秘録 ていさひろく

貞丈雑記 ていじょうざっき

手品伝授 てじなでんじゅ

手造酒法 てづくりしゅほう

伝演味玄集 でんえんみげんしゅう

天室和尚入寺作法并諸役者 てんしつおしょうにゅうじさほうならびにしょやくしゃ

天正十六年聚楽行幸献立 てんしょうじゅうろくねんじゅらくみゆきこんだて

東京買物独案内 とうきょうかいものひとりあんない

当世料理 とうせいりょうり

当世料理 とうせいりょうり

当世料理 とうせいりょうり

当世料理 とうせいりょうり

東都名産魚尽名寄 とうとめいさんさかなづくしなよせ

豆腐 とうふ

豆腐百珍 とうふひゃくちん

豆腐百珍 とうふひゃくちん

徳用食鑑 とくようしょくかがみ

日養食鑑 にちようしょくかがみ

日用食性（目録） にちようしょくしょうもくろく

日用惣菜俎不時珍客即席庖丁 にちようそうざいそふじのちんきゃくそくせきほうちょう
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日用秘密蔵 にちようひみつぐら

日光御用魚青物請取帳 にっこうごよううおあおものうけとりちょう

日本山海名産図会 にっぽんさんかいめいさんずえ

日本山海名物図会 にっぽんさんかいめいぶつずえ

烹雑の記／前集 にまぜのき／ぜんしゅう

人参譜 にんじんふ

年中番菜録 ねんじゅうばんさいろく

年中番菜録 ねんじゅうばんさいろく

農業全書 のうぎょうぜんしょ

能毒養生辨 のうどくようじょうべん

稗官必携戯文軌範 はいかんひっけいげぶんきはん

初鰹鯉の達引 はつがつおこいのたてひき

万金産業袋 ばんきんすぎわいぶくろ

万国極秘伝 ばんこくごくひでん

万宝智恵海 ばんぽうちえのうみ

秘事指南車 ひじしなんぐるま

秘伝世宝袋 ひでんせほうぶくろ

百姓往来 ひゃくしょうおうらい

品物名彙 ひんぶつめいい

普救類方 ふきゅうるいほう

河豚に関する家条書 ふぐにかんするかじょうしょ

普茶料理抄 ふちゃりょうりしょう

庖厨備用倭名本草 ほうちゅうびようわみょうほんぞう

庖厨備用倭名本草 ほうちゅうびようわみょうほんぞう

庖丁次第 ほうちょうしだい

庖丁註解 ほうちょうちゅうかい

本草綱目 ほんぞうこうもく

本朝食鑑 ほんちょうしょくかがみ

松葉屋雑話 まつばやざつわ

万宝料理秘密箱 まんぼうりょうりひみつばこ

行幸御成之御膳部 みゆきおなりのごぜんぶ

民間備荒録 みんかんびこうろく

無水岡田開闢法 むすいおかだかいびゃくほう

無水岡田開闢法 むすいおかだかいびゃくほう

飯百珍伝 めしひゃくちんでん

餅菓子即席／手製集 もちがしそくせき／てせいしゅう

餅菓子即席／手製集 もちがしそくせき／てせいしゅう

大和本草 やまとほんぞう

柚珍秘密箱 ゆうちんひみつばこ

瘍科源論 ようかげんろん

謡菓百種 ようがひゃくしゅ
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用捨箱 ようしゃばこ

養生訓 ようじょうくん

養生一言草／初編 ようじょうひとことぐさ／しょへん

養小録 ようしょうろく

嫁娶婿入之次第 よめとりむこいりのしだい

万聞書秘伝 よろずききがきひでん

万聞書秘伝 よろずききがきひでん

万躾方抜要抄修解再撰 よろずしつけかたばつようしょうしゅうかいさいせん

よろず手帳 よろずてちょう

良薬躾方 りょうやくしつけかた

料理一色集 りょうりいっしきしゅう

料理沿革大概 りょうりえんかくたいがい

料理聞書 りょうりききがき

料理綱目調味抄 りょうりこうもくちょうみしょう

料理献立集 りょうりこんだてしゅう

料理献立早仕組 りょうりこんだてはやしくみ

料理山海郷 りょうりさんかいきょう

料理指南 りょうりしなん

料理真行草之板之図 りょうりしんぎょうそうのいたのず

料理節用 りょうりせつよう

料理選 りょうりせん

料理珍味集 りょうりちんみしゅう

料理通 りょうりつう

料理通 りょうりつう

料理通 りょうりつう

料理通 りょうりつう

料理早指南 りょうりはやしなん

料理早指南 りょうりはやしなん

料理秘事記 りょうりひじき

料理秘伝抄 りょうりひでんしょう

料理物語 りょうりものがたり

臨時客応接 りんじきゃくあいしらい

臨時客応接 りんじきゃくあいしらい

和歌食物本草 わかしょくもつほんぞう

和漢三才図会 わかんさんさいずえ
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