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アイスクリーム・ジェラート・かき氷

今日もかき氷 蒼井 優／著
マガジンハウ
ス

2020.7 596.65/ｱｵ20/ 0015369895

ほんとうにおいしいから、作ってほしい。50のア
イスクリームレシピ

小田川 さなえ
／[著]

アップルミン
ツ

2016.6 596.65/ｵﾀ16/ 0013593967

日本の美しいかき氷 小池 隆介／著 旭屋出版 2019.6 596.65/ｺｲ19/ 0015063365

おうちで作るイタリアンジェラート 齋藤 由里／著 世界文化社 2017.5 596.65/ｻｲ17/ 0014006787

魔法のアイスレシピ　コンビニ&スーパーのアイ
スが極上スイーツに!

シズリーナ荒井
／著

KADOKAWA 2021.6 596.65/ｼｽ21/ 0015864283

PALETASおうちで作るフローズン・フルーツ
バー

PALETAS／著
河出書房新
社

2014.5 596.65/ｼﾔ14/ 0012504213

にっぽん氷の図鑑Best50　ゴーラー愛用のか
き氷店ガイドのバイブル!

原田 泉／著 ぴあ 2018.6 596.65/ﾊﾗ18/ 0014468755

バットや保存袋で作れるアイスクリーム&アイス
ケーキ

若山 曜子／著 マイナビ出版 2016.6 596.65/ﾜｶ16/ 0013541966

冷たいデザートレシピ　アイスクリーム*シャー
ベット*ゼリー*ババロア

脇 雅世／監
修・料理

成美堂出版 2014.6 596.65/ﾜｷ14/ 0012492724

ジェラート教本　基本技術と多彩なバリエーショ
ン

根岸 清／著 旭屋出版 2018.4 L596.65/ﾈｷ20/ 0015189913

冷たいドリンク

アイスドリンク&フローズンドリンク　人気カフェ
の100レシピ

旭屋出版 2013.7 596.7/ｱｲ13/ 0011927456

アレンジ&クリエイティブアイスコーヒー　名店・
人気店のレシピとニュースタンダード123品

旭屋出版
CAFERES編集部
／編

旭屋出版 2020.4 596.7/ｱｻ20/ 0015584311

ニュー・スタンダード・ドリンク102　プロが教える
基本テクニックとバリエーション

柴田書店／編 柴田書店 2013.9 596.7/ｼﾊ13/ 0012090288

ほんとうにおいしいスムージーBOOK　おいしい
とかわいいとヘルシーで選びました

高山 かづえ／
著

成美堂出版 2017.6 596.7/ﾀｶ17/ 0013900212

人気カフェで評判のアイスドリンク・ホットドリン
ク

旭屋出版 2011.7 596.7/ﾆﾝ11/ 0010566883

農家が教えるドリンク・ジュース・スムージー 農文協／編
農山漁村文
化協会

2018.2 596.7/ﾉｳ18/ 0014377907

　　　　　※　リストはテーマに関連する本の一部です。
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フローズンドリンク教本　基本技術と多彩なバリ
エーション

根岸 清／著 旭屋出版 2020.5 L596.7/ﾈｷ20/ 0015316847

料理・お菓子・おやつ

ひんやりさっぱりゼリー寄せ　栄養満点の食べ
るスープ

大越 郷子／著
誠文堂新光
社

2019.5 596/ｵｵ19/ 0014933865

ひんやりスープ　野菜たっぷり、冷蔵庫に常備
していつでも飲める

丸山 久美／著
誠文堂新光
社

2015.6 596/ﾏﾙ15/ 0013094867

ひんやりさっぱり夏レシピ
村井 りんご／
著

文化学園文
化出版局

2014.6 596/ﾑﾗ14/ 0012513586

冷たいデザートの本　ゼリー、ムース、プリン、
ひんやりスイーツがいっぱい!

下迫 綾美／
[著]

枻出版社 2016.7 596.65/ｼﾓ16/ 0013682968

ひんやり夏和菓子　電子レンジで簡単!
鳥居 満智栄／
著

淡交社 2018.6 596.65/ﾄﾘ18/ 0014462717

とろけるしあわせ冷たいおやつ　家でカンタン!
ひんやり&ぷるぷるスイーツ100レシピ

主婦の友社 2020.7 596.65/ﾄﾛ20/ 0015307218

かんたん!幸せ!冷たいデザート
七沢 なおみ／
著

講談社 2014.6 596.65/ﾅﾅ14/ 0012511358

カップデザート　ひんやり、ふるふる59レシピ
西山 朗子／
[著]

枻出版社 2013.5 596.65/ﾆｼ13/ 0011926359

ひんやりデザートBEST200 枻出版社 2017.5 596.65/ﾋﾝ17/ 0014008262

怪談・ホラー

現代語訳怪談「諸国百物語」 志村 有弘／訳
河出書房新
社

2020.6 913.51/ｼﾑ20/ 0015342033

泉鏡花<怪談会>全集 東 雅夫／編 春陽堂書店 2020.5 913.68/ﾋｶ20/ 0015307416

おはしさま　連鎖する怪談
三津田 信三／
著

光文社 2021.9 923.78/ｵﾊ21/ 0015926611

幻想童話名作選　文豪怪異小品集特別篇
泉 鏡花／ほか
著

平凡社 2021.7 B913.68/ｹﾝ21/ 0015881550

影踏亭の怪談 大島 清昭／著 東京創元社 2021.8 F12-293/ｶｹ21/ 0015904865

遠(とおくの)巷説百物語 京極 夏彦／著 KADOKAWA 2021.7 F23-43/ﾄｵ21/ 0015866023

闇祓 辻村 深月／著 KADOKAWA 2021.10 F53-105/ﾔﾐ21/ 0015936396

虚魚(そらざかな) 新名 智／著 KADOKAWA 2021.10 F61-159/ｿﾗ21/ 0015936115

火喰鳥を、喰う　KILL OR BE KILLED 原 浩／著 KADOKAWA 2020.12 F68-102/ﾋｸ20/ 0015674104

怪談びたり 深津 さくら／著 二見書房 2020.7 F71-104/ｶｲ20/ 0015342322

2 ページ



書名 著者名 出版社 出版年 請求記号 資料番号

☆お探しの資料が見つからない時は、カウンターでおたずねください。　人文科学班
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