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テーマ展示のリストです。

資料探しにご活用ください。

請求記号 タイトル 出版者 出版年

N080=29=35-14-3 ヨーロッパ民族食図鑑 / 森枝卓士著 筑摩書房 1997

N080=26=428 Mil ochenta recetas de cocina / Simone Ortega Alianza 1972

N080=26=1071 Nuevas recetas de cocina / Simone Ortega Alianza 1984

N080=26=1226 Quesos españoles : Descripción y recetas / Simone Ortega Alianza 1987

N080=26=1360 El libro de los potajes, las sopas, las cremas y los gazpachos / Simone Ortega Alianza 1989

N293.6=62 スペインかすていら巡礼 / 渡辺万里著 松翁軒 1992

N383.8=11 太陽が一番のごちそうだった : スペイン食べ歩き・飲み歩き / 渡辺万里新宿書房 1990

N383.8=16 板前の絵日記スペイン味の旅　/ 藤川つとむ著 北海道新聞社 1991

N383.8=18 スペインは味な国 / 東理夫,菅原千代志著 新潮社 1992

N383.8=19 スペインは太陽の香り : 食風土と人々と / 太田尚樹著 家の光協会 1992

N383.8=63=14 世界の食文化14 スペイン / 立石博高著 農山漁村文化協会 2007

N383.8=92 こめーる : スペインの食卓で味わう異文化 / 高松朋子著 芸林書房 2001

N383.8=100 図説世界100の市場を歩く / 森枝卓士著 河出書房新社 2009

N588=5 ときめきスペイン・ワイン / ミゲール・トーレス著 ; 山岡直子, 内藤尚子訳TBSブリタニカ 1992

N588=27 スペイン・ワインの愉しみ / 鈴木孝壽著 新評論 2004

N588=31 失われるアンダルシーアの酒 : アニス酒 / 岩渕悟著 新風舎 2006

N596=48 Traditional Basque cooking / José María Busca Isusi 
University of
Nevada Press

1987

N596=66 修道院のウズラ料理 : スペイン料理七つの謎　/ 渡辺万里著 現代書館 2002

N596=67 スペイン／ポルトガル料理 / ピーター・S. フィーブルマン著 タイムライフブックス 1974

N596=75 スペイン熱い食卓 : 本場仕込みのやさしい家庭料理 / おおつきちひろ著 文化出版局 1995

N596=76 エル・ブリ想像もつかない味 / 山本益博著 光文社 2002

N596=82 スペイン料理 / 真田昭彦著  辻学園 2007

N596=83 La cocina del Quijote / Lorenzo Díaz Alianza 2005

N596=84 La cocina del Quijote, con todas las recetas Rey Lear 2004

N596=85 La cocina del Quijote / Lorenzo Díaz  Alianza 1997

Ｎ596=89 スペインバルブック / 柴田書店編 柴田書店 2008
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N596=90 今日はスペイン、バル気分 : ワインがおいしい簡単レシピ / 明比淑子監修 有楽出版社 2002

N596=93 スペイン料理 : 「料理料理場料理人」深谷宏治 / 深谷宏治著 柴田書店 2000

N596=94 ピカピカ ピンチョス = Pica pica pintxos! / ホセ・バラオナ・ビニェス著  柴田書店 2004

N596=95 タパス : みんなでつまむスペインの喜び / おおつきちひろ著 文化出版局 1997

N596=96 タパス / ジョセップ・バラオナ・ビニェス著 長崎出版 2008

N596=106 外国メニュ-の読み方 : 旅行の食事が愉しくなる 婦人生活社 1992

N596=111 スペイン : パエリア / 谷川彰英監修 ポプラ社 2001

N596=112 エル・ブジ至極のレシピ集 / 渡辺万里文 日本文芸社 2000

N596=113 スペインが止まらない Part2 柴田書店 2005

N596=114 スペインが止まらない Part3 柴田書店 2006

N596=122=1～30 Cocina con firma 1～30 El País 2008

N596=127 スペインの家庭料理 / 渡辺万里著 日本スペイン協会 2007

N596=137 スペインの竃から : 美味しく読むスペイン料理の歴史 / 渡辺万里著 現代書館 2010

N596=138 バルセロナの厨房から / 高森敏明著 ; 松永安正画 角川春樹事務所 2004

N673=13 スペインのBARがわかる本 / 川口剛著 バルク・カンパニー 2005

N673.9=11 エル・ブリの一日 / フェラン・アドリアほか著 ; 清宮真理ほか訳 ファイドン 2009

N916=37 わたしのスペイン食探険 / おおつきちひろ著 講談社 1991

N963.5=39 ドン・キホーテの食卓 新潮社 1987

請求記号順
 2010年10月1日発行

神戸市外国語大学 学術情報センター(図書館)


