
◆香りの歴史・科学

資料ID 請求記号 資料情報

67114041 576.6/W46 香りと歴史7つの物語 / 渡辺昌宏著. -- 岩波書店, 2018. -- (岩波ジュニア新書 ; 885).

67055951 491.376/To63 ニオイをかげば病気がわかる / 外崎肇一/〔著〕. -- 講談社, 2009. -- (講談社+α新書 ;466-1B).

67094790 576.6/H69
「香り」の科学 : 匂いの正体からその効能まで / 平山令明著. -- 講談社, 2017. -- (ブルーバックス ; B-

2020).

67053447 491.376/Mo45 脳のなかの匂い地図 / 森憲作/著. -- PHP研究所, 2010. -- (PHPサイエンス・ワールド新書 ;015).

69013306 576.6/O54 香りと文明 / 奥田治著 ; 講談社サイエンティフィック編集. -- 講談社, 1986.

61452168 576.6/Sh75
香りを創る、香りを売る : 創業二〇〇年、香料創りの現場から香料というビジネスを語る / 塩野秀作著. -

- ダイヤモンド・ビジネス企画, 2012.



◆「和」の香り

資料ID 請求記号_ 資料情報

67092490 472.1/Y96 日本人なら知っておきたい四季の植物 / 湯浅浩史著. -- 筑摩書房, 2017. -- (ちくま新書 ; 1243).

67062007 911.307/H36 花の歳時記 / 長谷川櫂著. -- 筑摩書房, 2012. -- (ちくま新書 ; 952 . カラー新書).

61588442 383.889/H38 日本茶の歴史 / 橋本素子著

61480485 596.7/N71//A17 日本茶の図鑑 / 日本茶業中央会, 日本茶インストラクター協会監修

69014537 576.6/Y19 香料 : 日本のにおい / 山田憲太郎著. -- 法政大学出版局, 1978. -- (ものと人間の文化史 ; 27).

61285883 629.21/Mi96
花の庭・京都 = Flowering gardens of Kyoto / 水野克比古著. -- 光村推古書院, 2009. -- (Suiko books ;

150).

61508058 791.5/Ta88 茶道具の名工・作家名鑑 / 淡交社編集局編. -- 淡交社, 2018.

67136998 791/O41 茶の本 : 岡倉天心 / 大久保喬樹著. -- NHK出版, 2016. -- (NHK「100分de名著」ブックス).

61553198 791.7/C35 茶趣をひろげる歳時記百科 / 筒井紘一監修. -- 淡交社, 2020.

61168359 792/H51 日本の香り / コロナ・ブックス編集部編. -- 平凡社, 2005. -- (コロナ・ブックス ; 120).



◆芳しきグルメ

資料ID 請求記号 資料情報

61405060 383.889/C36 図説英国紅茶の歴史 / Cha Tea紅茶教室著

61514556 499.87/Te21 スパイス百科 : 起源から効能、利用法まで / 丁宗鐡編著. -- 丸善出版, 2018.

61208445 625.85/Ts57 ドリアン : 果物の王 : カラー版 / 塚谷裕一著. -- 中央公論新社, 2006. -- (中公新書 ; 1870).

67056289 588.34/O26 高級ショコラのすべて / 小椋三嘉/著. -- PHP研究所, 2010. -- (PHP新書 ;649).

61573824 596.7/C11 うちカフェ : 自宅で楽しむ本格コーヒーとカフェインテリア / cafenoma著. -- マイナビ出版, 2015.

61506250 596/Mo48 ワインと料理ペアリングの楽しみ方 : 手ごろなワインでおいしい料理を! / 森上久生著. -- 旭屋出版, 2018.

61494542 596.22/A38 パクチーとアジア飯 / 阿古真理著. -- 中央公論新社, 2018.

61495595 596.22/A27 かんたん絶品!タイごはん90レシピ / 味澤ペンシー著. -- 主婦の友社, 2017.

61480645 596.7/N38 珈琲飲み : 「コーヒー文化」私論 / 中根光敏著. -- 洛北出版, 2014.

61481830 596.65/Ta91 タルトの発想と組み立て : 6人のパティシエのアイデアと技法 / 石井英美, 江森宏之, 河田薫[ほか]著

61517057 648.18/Se22
世界のチーズ図鑑 : 世界のチーズ209種とチーズをおいしく味わう基礎知識 / チーズプロフェッショナル

協会監修. -- マイナビ, 2015.



◆花、木々、薫る

資料ID 請求記号 資料情報

61570009 499.87/Se22
世界薬用植物図鑑 : イギリス王立植物園キューガーデン版 / モニク・シモンズ, メラニー=ジェイン・ハ

ウズ, ジェイソン・アーヴィング著 ; 柴田譲治訳. -- 原書房, 2020.

67065090 492.5/Ta84 森を歩く : 森林セラピーへのいざない / 田中淳夫/著. -- 角川SSコミュニケーションズ, 2009.

67092580 652.136/F84 カラー版東京の森を歩く / 福嶋司著. -- 講談社, 2017. -- (講談社現代新書 ; 2420).

67063917 471.75/N95
世界の四大花園を行く : 砂漠が生み出す奇跡 : カラー版 / 野村哲也著. -- 中央公論新社, 2012. -- (中公新

書 ; 2182).

61467723 293.3/O67
図説英国ナショナル・トラスト : 美しいイギリスを遺した人々 / 小野まり著. -- 河出書房新社, 2016. --

(ふくろうの本).

13333364 629.23/E22 パリジャンたちの庭と花 / エディシォン・ドゥ・パリ/編. -- エディシォン・ドゥ・パリ, 2006.

61299299 629.75/Ts87 丘のてっぺんの庭花暦 / 鶴田静/文 ; エドワード・レビンソン/写真. -- 淡交社, 2009.



◆香る文学

資料ID 請求記号 資料情報

61334100 913.6/A71 植物図鑑 / 有川浩/著

61527886 913.6/Su49 しゃんぷう屋 / 杉山明久実著. -- ヒカルランド, 2019.

61442519 913.6/F72 戦場のコックたち / 深緑野分著. -- 東京創元社, 2015.


61527788 913.6/F94 二十三時の夜食カフェ / 古内一絵著. -- 中央公論新社, 2015. -- (マカン・マラン).

61580687 913.6/F94 女王さまの夜食カフェ / 古内一絵著. -- 中央公論新社, 2016. -- (マカン・マラン ; ふたたび).

61580696 913.6/F94 きまぐれな夜食カフェ / 古内一絵著. -- 中央公論新社, 2017. -- (マカン・マラン ; みたび).

61580702 913.6/F94 さよならの夜食カフェ / 古内一絵著. -- 中央公論新社, 2018. -- (マカン・マラン ; おしまい).

61346129 913.68/C37 チーズと塩と豆と / 角田光代/著 ; 井上荒野/著 ; 森絵都/著 ; 江國香織/著. -- ホーム社, 2010.

61473570 914.6/To99 ワインに染まる : パリから始まる美酒の旅 / 戸塚真弓著. -- 中央公論新社, 2017.


