「お菓子な小説」展

展示図書リスト

タイトル

著者

出版者

書誌ID

海と月の喫茶店(小学館文庫 さ34-1)

櫻 いいよ/著

小学館

0014510018

男ふたりで12ケ月ごはん

椹野 道流/著

プランタン出版

0014441438

最後の晩ごはん [3] お兄さんとホットケーキ(角川文庫 ふ30-3)

椹野 道流/[著]

KADOKAWA

0013499921

最後の晩ごはん [7] 黒猫と揚げたてドーナツ(角川文庫 ふ30-7)

椹野 道流/[著]

KADOKAWA

0014226819

最後の晩ごはん [9] 海の花火とかき氷(角川文庫 ふ30-9)

椹野 道流/[著]

KADOKAWA

0014421480

神様のまち伊勢で茶屋はじめました(スターツ出版文庫 Sな3-6)

梨木 れいあ/著

スターツ出版

0014838986

鍵屋甘味処改 4 夏色子猫と和菓子乙女(集英社オレンジ文庫 り1-5)

梨沙/著

集英社

0014154898

友井 羊/著

集英社

0014189963

ぶたぶたカフェ(光文社文庫 や24-11)

矢崎 存美/著

光文社

0012554498

ぶたぶたの甘いもの(光文社文庫 や24-18)

矢崎 存美/著

光文社

0013896626

ぶたぶたのティータイム(光文社文庫 や24-25)

矢崎 存美/著

光文社

0014712342

ぶたぶた洋菓子店(光文社文庫 や24-13)

矢崎 存美/著

光文社

0012767433

食堂つばめ 5 食べ放題の街(ハルキ文庫 や10-5)

矢崎 存美/著

角川春樹事務所

0013511824

月と私と甘い寓話(スイーツ) -ストーリーテラーのいる洋菓子店-

野村 美月/著

ポプラ社

0014965410

星名くんは甘くない -いちごサンドは初恋の味-(集英社オレンジ文庫 よ1-1)

夜野 せせり/著

集英社

0014839887

捨て猫のプリンアラモード -下町洋食バー高野-

麻宮 ゆり子/[著]

角川春樹事務所

0014889396

本堂 まいな/[著]

KADOKAWA

0013763108

満月珈琲店の星詠み [1](文春文庫 も29-21)

望月 麻衣/著

文藝春秋

0014884748

わが家は祇園の拝み屋さん 2 涙と月と砂糖菓子(角川文庫 も28-2)

望月 麻衣/[著]

KADOKAWA

0014105436

わが家は祇園の拝み屋さん 3 秘密の調べと狐の金平糖(角川文庫 も28-3)

望月 麻衣/[著]

KADOKAWA

0014172777

わが家は祇園の拝み屋さん 6 花の知らせと小鈴の落雁(角川文庫 も28-6)

望月 麻衣/[著]

KADOKAWA

0014373517

チョコレートの妖精

片山 令子/文

白泉社

0011358097

豆大福と珈琲

片岡 義男/著

朝日新聞出版

0014164706

スイーツレシピで謎解きを -推理が言えない少女と保健室の眠り姫(集英社文庫 と28-1)

スイーツ王子の人探し [1] 恋するクッキーとインテリ眼鏡
(角川ビーンズ文庫 BB114-1)
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巴里マカロンの謎(創元推理文庫 Mよ1-11)

米澤 穂信/著

東京創元社

0014809306

夏期限定トロピカルパフェ事件(創元推理文庫 Mよ1-2)

米澤 穂信/著

東京創元社

0011185086

バネジョのお嬢様が焼くパンケーキは謎の香り 2(光文社文庫 Cふ29-2)

文月 向日葵/著

光文社

0014712347

バネジョのお嬢様が焼くパンケーキは謎の香り [1](光文社文庫 Cふ29-1)

文月 向日葵/著

光文社

0014556445

放課後は、異世界喫茶でコーヒーを 2(富士見ファンタジア文庫 か-19-1-2)

風見鶏/著

KADOKAWA

0014421296

豹野 真/著

コスミック出版

0013559897

こぐまねこ軒 -自分を人間だと思っているレッサーパンダの料理店- おかわり(ファン
鳩見 すた/著
文庫 は-2-2)

マイナビ出版

0015038436

ハリネズミと謎解きたがりなパン屋さん [1] なるほどフォカッチャ
(メディアワークス文庫 は4-4)

鳩見 すた/[著]

KADOKAWA

0014627263

ハリネズミと謎解きたがりなパン屋さん [2] ときめきフォカッチャ
(メディアワークス文庫 は4-5)

鳩見 すた/[著]

KADOKAWA

0014688755

アリクイのいんぼう [4] 愛する人とチーズケーキとはんこう
(メディアワークス文庫 は4-6)

鳩見 すた/[著]

KADOKAWA

0014746673

アリクイのいんぼう [3] 魔女と魔法のモカロールと消しハン
(メディアワークス文庫 は4-3)

鳩見 すた/[著]

KADOKAWA

0014546197

アリクイのいんぼう [2] 運命の人と秋季限定フルーツパフェと割印
(メディアワークス文庫 は4-2)

鳩見 すた/[著]

KADOKAWA

0014423466

アリクイのいんぼう [1] 家守とミルクセーキと三文じゃない判
(メディアワークス文庫 は4-1)

鳩見 すた/[著]

KADOKAWA

0014357890

アイスクリン強し(講談社文庫 は96-1)

畠中 恵/[著]

講談社

0012418928

公爵様のパティシエール -死神とマドレーヌ-(コバルト文庫 ひ10-9)

日高 砂羽/著

集英社

0012761503

藤浪 智之/[著]

KADOKAWA

0014431150

猫入りチョコレート事件(ポプラ文庫ピュアフル Pふ-3-1)

藤野 恵美/[著]

ポプラ社

0013547333

縁結びカツサンド

冬森 灯/著

ポプラ社

0014885614

デパ地下グルメ探偵 -ナイアガラチョコレートスペシャル(コスミック文庫α ひ1-1)

カフェ・グリムへようこそ -シンデレラとカボチャのタルト(富士見L文庫 ふ-4-1-1)
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雨のち、シュークリーム(小学館文庫 あ44-1)

天音 美里/著

小学館

0014915938

レモンタルト(講談社文庫 な76-3)

長野 まゆみ/[著]

講談社

0012609761

いつかの花(光文社文庫 な43-2)

中島 久枝/著

光文社

0014302193

金メダルのケーキ(光文社文庫 な43-1)

中島 久枝/著

光文社

0014113728

日乃出が走る -浜風屋菓子話- [1](ポプラ文庫 な11-1)

中島 久枝/[著]

ポプラ社

0012999508

深海カフェ海底二万哩 [1](角川文庫 あ70-1)

蒼月 海里/[著]

KADOKAWA

0014000839

深海カフェ海底二万哩 2(角川文庫 あ70-2)

蒼月 海里/[著]

KADOKAWA

0014106165

深海カフェ海底二万哩 3(角川文庫 あ70-3)

蒼月 海里/[著]

KADOKAWA

0014310687

深海カフェ海底二万哩 4(角川文庫 あ70-4)

蒼月 海里/[著]

KADOKAWA

0014613218

相沢 泉見/[著]

ポプラ社

0015168250

西洋菓子店プティ・フール(文春文庫 ち8-2)

千早 茜/著

文藝春秋

0014635434

バージンパンケーキ国分寺

雪舟 えま/著

早川書房

0012731611

高円寺かふぇ純情の事情(富士見L文庫 い-4-1-1)

石原 ひな子/[著]

KADOKAWA

0013851513

とっておきのおやつ。 -5つのおやつアンソロジー-(集英社オレンジ文庫 ん1-3)

青木 祐子/著

集英社

0014561460

神の気まぐれ珈琲店(二見サラ文庫 あ1-1)

青谷 真未/著

二見書房

0014527104

小説あんどーなつ(小学館文庫 に18-1)

西 ゆうじ/著

小学館

0011680012

黒猫茶房の四季つづり -僕と偽執事と職人のこしあん事情- [1](TO文庫 す2-1)

菅沼 理恵/著

TOブックス

0013769661

黒猫茶房の四季つづり -僕と偽執事と職人のこしあん事情- 2(TO文庫 す2-2)

菅沼 理恵/著

TOブックス

0014065909

週末は隠れ家でケーキを -女子禁制の洋菓子店-(集英社オレンジ文庫 す2-2)

杉元 晶子/著

集英社

0014189956

パティスリー幸福堂書店はじめました [1](双葉文庫 は-32-02)

秦本 幸弥/著

双葉社

0014428621

パティスリー幸福堂書店はじめました 2(双葉文庫 は-32-03)

秦本 幸弥/著

双葉社

0014513022

パティスリー幸福堂書店はじめました 3(双葉文庫 は-32-04)

秦本 幸弥/著

双葉社

0014620626

幽遊菓庵～春寿堂の怪奇帳～ 2(富士見L文庫 ま-1-1-2)

真鍋 卓/[著]

KADOKAWA

0013416200

幽遊菓庵～春寿堂の怪奇帳～ 3(富士見L文庫 ま-1-1-3)

真鍋 卓/[著]

KADOKAWA

0013533676

幽遊菓庵～春寿堂の怪奇帳～ 4(富士見L文庫 ま-1-1-4)

真鍋 卓/[著]

KADOKAWA

0013851512

幽遊菓庵～春寿堂の怪奇帳～ 5(富士見L文庫 ま-1-1-5)

真鍋 卓/[著]

KADOKAWA

0014076975

幽遊菓庵～春寿堂の怪奇帳～ 6(富士見L文庫 ま-1-1-6)

真鍋 卓/[著]

KADOKAWA

0014136025

貴公子探偵はチョイ足しグルメをご所望です [2] 魅惑のレシピは事件の香り
(ポプラ文庫ピュアフル Pあ-15-2)
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カフェ古街のウソつきな魔法使い -なくした物語の続き、はじめます(集英社オレンジ文庫 あ10-1)

新樫 樹/著

集英社

0014838778

焼きたてパン工房プティラパン -僕とウサギのアップルデニッシュ(ファン文庫 う-1-5)

植原 翠/著

マイナビ出版

0014640696

小川 糸/著

幻冬舎

0014391365

春日 みかげ/著

KADOKAWA

0014514903

ショコラの王子様(メディアワークス文庫 あ7-6)

秋目 人/[著]

KADOKAWA

0013403073

放課後の厨房男子 -男子校包丁部- [3] まかない飯篇

秋川 滝美/著

幻冬舎

0014372631

放課後の厨房男子 -男子校包丁部- [2] 進路篇

秋川 滝美/著

幻冬舎

0014194572

ポリス猫DCの事件簿 -長編推理小説-(光文社文庫 わ10-12)

若竹 七海/著

光文社

0012783855

親子たい焼き(ハルキ文庫 し11-7)

篠 綾子/著

角川春樹事務所

0014528028

望月のうさぎ(ハルキ文庫 し11-5)

篠 綾子/著

角川春樹事務所

0014338724

しのぶ草(ハルキ文庫 し11-8)

篠 綾子/著

角川春樹事務所

0014622637

びいどろ金魚(ハルキ文庫 し11-9)

篠 綾子/著

角川春樹事務所

0014683111

ほおずき灯し(ハルキ文庫 し11-10)

篠 綾子/著

角川春樹事務所

0014756892

雪ひとひら(ハルキ文庫 し11-11)

篠 綾子/著

角川春樹事務所

0014816595

子育て飴(ハルキ文庫 し11-12)

篠 綾子/著

角川春樹事務所

0014890066

ケーキ王子の名推理(スペシャリテ) [1](新潮文庫nex な-93-1)

七月 隆文/著

新潮社

0013826624

ケーキ王子の名推理(スペシャリテ) 2(新潮文庫nex な-93-2)

七月 隆文/著

新潮社

0014281201

ケーキ王子の名推理(スペシャリテ) 3(新潮文庫nex な-93-3)

七月 隆文/著

新潮社

0014537073

声の在りか

寺地 はるな/著

KADOKAWA

0015038505

お待ちしてます下町和菓子栗丸堂 5(メディアワークス文庫 に2-8)

似鳥 航一/[著]

KADOKAWA

0014063704

お待ちしてます下町和菓子栗丸堂 4(メディアワークス文庫 に2-7)

似鳥 航一/[著]

KADOKAWA

0013868520

お待ちしてます下町和菓子栗丸堂 3(メディアワークス文庫 に2-6)

似鳥 航一/[著]

KADOKAWA

0013502750

お待ちしてます下町和菓子栗丸堂 2(メディアワークス文庫 に2-5)

似鳥 航一/[著]

KADOKAWA

0013330463

似鳥 航一/[著]

KADOKAWA

0014838158

キラキラ共和国
織田信奈の野望 安土日記 3 食いしん坊将軍今川義元漫遊記
(富士見ファンタジア文庫 か-11-4-3)

いらっしゃいませ下町和菓子栗丸堂 [1] 「和」菓子をもって貴しとなす
(メディアワークス文庫 に2-14)
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難事件カフェ [1](光文社文庫 に22-4)

似鳥 鶏/著

光文社

0014851148

お召し上がりは容疑者から -パティシエの秘密推理-(幻冬舎文庫 に-17-1)

似鳥 鶏/[著]

幻冬舎

0012797299

学園ゴーストバスターズ [2] 夏のおもいで(小学館文庫 Cみ2-2)

三國 青葉/著

小学館

0014572907

和菓子のアン(光文社文庫 さ24-3)

坂木 司/著

光文社

0012605829

アンと愛情

坂木 司/著

光文社

0014937927

秘密のチョコレート -チョコレート小説アンソロジー(集英社オレンジ文庫 ん1-5)

今野 緒雪/著

集英社

0014627186

万国菓子舗お気に召すまま [1] お菓子、なんでも承ります。
(ファン文庫 み-1)

溝口 智子/著

マイナビ出版

0014059077

万国菓子舗お気に召すまま [2] 薔薇のお酒と思い出の夏みかん
(ファン文庫 み-1-2)

溝口 智子/著

マイナビ出版

0014155787

万国菓子舗お気に召すまま [3] 花冠のケーキと季節外れのサンタクロース
(ファン文庫 み-1-3)

溝口 智子/著

マイナビ出版

0014324565

万国菓子舗お気に召すまま [4] 遠い約束と蜜の月のウェディングケーキ
(ファン文庫 み-1-4)

溝口 智子/著

マイナビ出版

0014403673

万国菓子舗お気に召すまま [5] 満ちていく月と丸い丸いバウムクーヘン
(ファン文庫 み-1-5)

溝口 智子/著

マイナビ出版

0014543925

万国菓子舗お気に召すまま [6] 秘めた真珠と闇を照らす光の砂糖菓子
(ファン文庫 み-1-6)

溝口 智子/著

マイナビ出版

0014559700

万国菓子舗お気に召すまま [7] 幼き日の鯛焼きと神様のお菓子
(ファン文庫 み-1-7)

溝口 智子/著

マイナビ出版

0014687390

万国菓子舗お気に召すまま [8] 雪の名前と甘いレモンコンポート
(ファン文庫 み-1-8)

溝口 智子/著

マイナビ出版

0014853110

万国菓子舗お気に召すまま [9] 真珠の指輪とお菓子なたこ焼き
(ファン文庫 み-1-10)

溝口 智子/著

マイナビ出版

0014993810
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万国菓子舗お気に召すまま [10] 婚約のお菓子と最後のガーデンパーティー
(ファン文庫 み-1-11)

マイナビ出版

0015120410

薬草園で喫茶店を開きます!(レジーナブックス)

江本 マシメサ/[著] 星雲社(発売)

0014346875

おかしな転生 14 空飛ぶチョコレート・パイ

古流 望/著

TOブックス

0014799677

おかしな転生 13 綿飴の恋模様

古流 望/著

TOブックス

0014726420

おかしな転生 8 幸せを呼ぶスイーツ

古流 望/著

TOブックス

0014413739

おかしな転生 6 糖衣菓子は争いの元

古流 望/著

TOブックス

0014268718

おかしな転生 3 パンプキンパイと恋の好敵手

古流 望/著

TOブックス

0014131948

おかしな転生 1 アップルパイは笑顔と共に

古流 望/著

TOブックス

0013807882

古池 ねじ/[著]

KADOKAWA

0014918336

異世界食堂 2(ヒーロー文庫)

犬塚 惇平/[著]

主婦の友社

0013566619

異世界食堂 1(ヒーロー文庫)

犬塚 惇平/[著]

主婦の友社

0013428922

お菓子職人の成り上がり -天才パティシエの領地経営- [1](Mノベルス)

月夜 涙/著

双葉社

0014193981

お菓子職人の成り上がり -天才パティシエの領地経営- 2(Mノベルス)

月夜 涙/著

双葉社

0014247016

お菓子職人の成り上がり -天才パティシエの領地経営- 3(Mノベルス)

月夜 涙/著

双葉社

0014330481

お菓子職人の成り上がり -天才パティシエの領地経営- 4(Mノベルス)

月夜 涙/著

双葉社

0014409602

お菓子職人の成り上がり -天才パティシエの領地経営- 5(Mノベルス)

月夜 涙/著

双葉社

0014504233

京都の甘味処は神様専用です [1](双葉文庫 く-22-02)

桑野 和明/著

双葉社

0014303662

京都の甘味処は神様専用です 2(双葉文庫 く-22-03)

桑野 和明/著

双葉社

0014385204

京都の甘味処は神様専用です 3(双葉文庫 く-22-04)

桑野 和明/著

双葉社

0014482105

京都の甘味処は神様専用です 4(双葉文庫 く-22-05)

桑野 和明/著

双葉社

0014572856

栗栖 ひよ子/著

スターツ出版

0014807005

洋菓子店アルセーヌ [1] ケーキ作りは宝石泥棒から(中公文庫 く23-7)

九条 菜月/著

中央公論新社

0014657917

洋菓子店アルセーヌ 2 裏稼業のあとは甘いデザートで(中公文庫 く23-8)

九条 菜月/著

中央公論新社

0014777438

マカロンはマカロン(創元クライム・クラブ)

近藤 史恵/著

東京創元社

0014223002

タルト・タタンの夢(創元推理文庫 Mこ1-4)

近藤 史恵/著

東京創元社

0012972914

京都烏丸のいつもの焼き菓子 -母に贈る酒粕フィナンシェ(富士見L文庫 こ-3-2-1)

こころ食堂のおもいで御飯 [2] あったかお鍋は幸せの味
(スターツ出版文庫 Sく1-3)
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溝口 智子/著

「お菓子な小説」展

展示図書リスト

ヴァン・ショーをあなたに(創元推理文庫 Mこ1-5)

近藤 史恵/著

東京創元社

0013426640

近江 泉美/[著]

角川グループホールディングス(発売)

0012738670

近江 泉美/[著]

KADOKAWA

0013749192

近江 泉美/[著]

KADOKAWA

0013012203

吉田 安寿/著

双葉社

0014255339

キッチン・ミクリヤの魔法の料理 [1] 寄り添う海老グラタン
(双葉文庫 よ-18-01)

吉田 安寿/著

双葉社

0014119390

仮そめ夫婦の猫さま喫茶店 -なれそめは小倉トーストを添えて(富士見L文庫 き-6-1-1)

岐川 新/[著]

KADOKAWA

0014743006

ショコラトルの恋の魔法 -初恋の姫とスイーツ嫌いの伯爵-(講談社X文庫 おB-82)

岡野 麻里安/[著]

講談社

0013179453

拝み屋カフェ巡縁堂(小学館文庫 Cう1-1)

宇津田 晴/著

小学館

0014710247

ようかい菓子舗京極堂(講談社X文庫 あQ-01)

葵居 ゆゆ/[著]

講談社

0013896353

喫茶アデルの癒やしのレシピ(富士見L文庫 あ-11-1-1)

葵居 ゆゆ/[著]

KADOKAWA

0014419687

金沢金魚館 [2] シュガードーナツと少女歌劇(集英社オレンジ文庫 み1-3)

みゆ/著

集英社

0014123965

金沢金魚館 [1](集英社オレンジ文庫 み1-2)

みゆ/著

集英社

0013866326

極彩色の食卓 [1](ことのは文庫)

みお/著

マイクロマガジン社

0014703116

極彩色の食卓 [2] カルテットキッチン(ことのは文庫)

みお/著

マイクロマガジン社

0014864014

風味[さんじゅうまる]

まはら 三桃/著

講談社

0013204315

あやかしパン屋さん -魔法のサンドイッチはじめました-(メゾン文庫 し2-1-1)

しっぽタヌキ/著

講談社(発売)

0014604031

奈良まちはじまり朝ごはん 2(スターツ出版文庫 Sい1-5)

いぬじゅん/著

スターツ出版

0014454979

異世界駅舎の喫茶店 [2] 小さな魔女と記憶のタルト

Swind/著

宝島社

0014310705

オーダーは探偵に [2] 砂糖とミルクとスプーン一杯の謎解きを
(メディアワークス文庫 お2-2)
オーダーは探偵に [6] 謎解きは舶来のスイーツと(メディアワークス文庫 お2-7)
オーダーは探偵に [4] 謎解き満ちるティーパーティー
(メディアワークス文庫 お2-4)
キッチン・ミクリヤの魔法の料理 2 決断のナポリタン(双葉文庫 よ-18-02)

7 / 7 ページ

