
 

和菓子 
菓子の始まりは自然の木の実や果物でした。やがて稲作が普及した弥生時代に「餅」が作られ、中国（唐・宋）から遣唐使や

禅宗を通して伝わった「唐菓子」や「点心」、ポルトガル等から南蛮貿易等を通じて伝わった「南蛮菓子」の影響を受けながら、

現在、私たちがイメージする「和菓子」が江戸時代に大成しました。 

京都を中心に発展してきた和菓子の世界。その一端を当館所蔵資料からご紹介します。 

 

季節の和菓子などを知りたいときに   歳時記や写真など 

資 料 名 請求記号 資料コード 

『和菓子の美 10人の名匠による技』 石川 久行／ほか著 誠文堂新光社 2014 596.65/ W14 1110369194 

『今月使いたい茶席の和菓子 270品』淡交社編集局／編 淡交社 2011 791.7/Ta88 1108746288 

『菓子ひなみ 三六五日の和の菓子暦』 京都新聞出版センター 2007 K/596.65/Ka75 1108408996 

『和菓子づくし 炉編』 細田 安兵衛／監修 西山 松之助／監修 講談社 2006 E/791.7/W14 1108404102 

『和菓子づくし 風炉編』 細田 安兵衛／監修 西山 松之助／監修 講談社 2006 E/791.7/W14 1108404110 

『和の菓子』 高岡 一弥/アートディレクション 高橋 睦郎/選と文 ピエ・ブックス 2003英文併記 588.36/W37 1108174663 

『今日庵菓子暦』 千 登三子／著 淡交社 1988 K/791.7/Se56 1100363223 

『茶菓子十二ケ月』 鈴木 宗康／著 淡交社 1979 自動化書庫 1100553591 

 

京都の和菓子  

『京都和菓子めぐり』 鈴木 宗康／著 鈴木 宗博／著 淡交社 2014 K/588.36/Su96 1110370846 

『和菓子の意匠 京だより』 井上 由理子/文 井上 隆雄/写真 京都新聞出版センター 2010 K/588.36/I57 1108667013 

『京都のおまんやさん 普段づかいのおやつ散歩』 アリカ／編著 地図出版 2009 K/596.65/A71 1108866144 

『京都とっておき和菓子散歩』 泉美 咲月／写真・文 河出書房新社 2009 K/596.65/I99 1108837483 

『京都和菓子手帖』 佐藤 紅／編集 光村推古書院 2008 K/596.65/Sa85 1108484666 

『京都の和菓子老舗の味へおこしやす』 井上 由理子／著 宮野 正喜／写真 学研 2004 K/596.65/I57 1108209840 

『京都のおいしい和菓子』 コロナ・ブックス編集部／編 平凡社 1998 K/588.36/H51 1101803698 

『京の伝統と文様 10 京菓子 虎屋』松下 隆章／監修 美乃美 1978   KE/750.87/Ky5/10 1105570905 

『京菓子』 赤井 達郎／著 平凡社 1978 KS/588.36/A29 1106211814 

『京の和菓子』 岩満 重孝／著 柴田書店 1975 K/588.36/I94 1100362944 

『カラー京都の菓子』 鈴木 宗康／著 淡交社 1974 K/588.36/Su96 1100363231 

 

老舗の歴史や菓子 

『亀屋伊織の仕事 相変わりませずの菓子』 山田 和市／著 淡交社 2011 K/588.36/Y19 1108675099 

『虎屋和菓子と歩んだ五百年』 黒川 光博／著 新潮社 2005 自動化書庫 1108302231 

『虎屋の五世紀 伝統と革新の経営 通史編』 社史編纂委員会／編纂 虎屋 2003 K/588.36/To66/1 1110232517 

『虎屋の五世紀 伝統と革新の経営 史料編』 社史編纂委員会／編纂 虎屋 2003 K/588.36/To66/2 1110232509 

『和菓子の京都』 川端 道喜／著 岩波書店 1990 KS/588.36/Ka91 1100362969 

『菓匠会 記録・上菓子屋仲間から菓匠会まで』 菓匠会記念誌委員会／編 菓匠会 1987 K/588/Ka 1101341681 
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 和菓子についてもっと知りたいときに  事典や概要、解説など 

資 料 名 請求記号 資料コード 

『和菓子と日本茶の教科書』 新星出版社編集部／編 新星出版社 2009 596.65/Sh69 1108804343 

『事典和菓子の世界』 中山 圭子／著 岩波書店 2006 383.81/N45 1108335124 

『菓子の文化誌』 赤井 達郎／著 河原書店 2005 383.81/A29 1108086560 

『和菓子おもしろ百珍』 中山 圭子／著 淡交社 2001 383.81/N45 1105595555 

『図説和菓子の今昔』 青木 直己／著 淡交社 2000 383.81/A53 1105934846 

『和菓子の楽しみ方』 鈴木 宗康／ほか著 新潮社 1995 588.36/Su96 1106186198 

『和菓子の辞典』 奥山 益朗／編 堂出版 1983 596.65/O57 1100389939 

『和菓子』 守安 正／著 毎日新聞社 1973 自動化書庫 1107588269 

『日本の菓子』 藤本如泉／著河原書店 1968 588.36/F62 1105235780 

『落雁』 徳力 彦之助／著 三彩社 1967 588.37/To42 1104022742 

『菓子 由来と味い方』 守安 正／著 ダヴィッド社 1957 588.3/Mo73 1104022528 

『お菓子の歴史』 守安 正／著 白水社 1955 588.3/Mo73 1105235665 

（雑    誌） 巻号  

『別冊太陽 36号 和菓子歳時記』 平凡社／編 平凡社 1981 36号  

『和菓子』 虎屋文庫／編 虎屋文庫  1号～  

 

菓子木型  

『蒐める楽しみ 吉田コレクションに見る和菓子の世界』 虎屋 2012 383.81/To66 1107999508 

『菓子木型 和のかたち』 岡山市デジタルミュージアム 2011 383.81/O47 1107980383 

 

江戸時代の菓子と食文化など 

『江戸の食と暮らし 長屋の晩飯から将軍が好んだ豪華料理まで』 洋泉社 2014 383.81/E24 1110157466 

『江戸時代の和菓子デザイン』 中山 圭子／著 ポプラ社 2011 383.81/N45 1108685957 

「新板増補男重宝記」（『重宝記資料集成 第 11巻』所収）長友 千代治／編 臨川書店 2006  031.3/N24/11 1108365998 

『近世菓子製法書集成 1』 鈴木 晋一／編訳注 松本 仲子／編訳注 平凡社 2003 自働化書庫 1108005529 

『近世菓子製法書集成 2』 鈴木 晋一／編訳注 松本 仲子／編訳注 平凡社 2003 自働化書庫 1108016138 

『菓子話船橋 江戸流行 初編 』船橋屋織江／著和泉屋市兵衛 天保 12 （電子複写） 588.3/I99 1104022445 

 

DVD ※視聴覚資料は当館 2階のマルチメディア室で閲覧できます 

『プロフェッショナル 仕事の流儀 47京菓子司 山口富蔵の仕事 古都の雅、菓子のこころ』 

日本放送出版協会／企画・制作 NHKエンタープライズ 2009 

DV366 1500077621 

 

 

 

 

 

 


