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1111200422 京大はんと甘いもん 藤井清美 KADOKAWA 2020

　　　　　　　　　（ししょまろはん「京都が出てくる本のデータ」内容紹介より）

1106864497 京都グルメ旅行殺人事件 山村美紗 扶桑社 1988

　　　　　　　　　（ししょまろはん「京都が出てくる本のデータ」内容紹介より）

1100530938ほか むかしの味 池波正太郎 新潮社 1984

1106349499 散歩のとき何か食べたくなって 池波正太郎 平凡社 1978

1100432549 食卓の情景 池波正太郎 朝日新聞社 1973

1110667605
1110667613
1110694963
1111119234
1111140321

たべまろはんブック
 本に出てくる京都のおいしいもの
 VOL.1～VOL.5

ししょまろはん
2017
～

2021

リスト

資料コード タイトル 著者名 出版社 刊行年
登場する店やメニューの例
※作品中に店名やメニュー名が出てこない場合や、異なる
名称で出てくることもあります。

1110244215 遺譜　浅見光彦最後の事件　下 内田康夫 KADOKAWA 2014 江戸京の寿司

1200323341 ゆめうらない
おかもと さよこ／著
黒田 祥子／え

けやき書房 1995 河道屋のにしんそば

1200323333 はなかげさん
おかもと さよこ／著
黒田 祥子／え

けやき書房 1996 一平茶屋のかぶら蒸し、湯葉吉の湯葉

1106800491 放哉という男 荻原井泉水 大法輪閣 1991 河道屋のそばぼうる

1110806831 ジャックはここで飲んでいる 片岡義男 文藝春秋 2016
スマート珈琲のホットケーキと卵サンドイッチ、イノダ
コーヒ、レストラン菊水

1101567624ほか 自叙伝 5 河上肇 岩波書店 1971 進々堂京大北門前のパン

1107924373 八月の犬は二度吠える 鴻上尚史 講談社 2011 喫茶店（洋食）「舟形」のカツ丼

1100594629ほか 考えるヒント 小林秀雄 文芸春秋 1974 竹中罐詰のオイルサーディン

1100774700 古都憂愁 川口松太郎 桃源社 1972 了徳寺の大根焚、平野家のいもぼう

京都のおいしいものが出てくる本
―小説・エッセイ・日記等―

自主学習グループ「ししょまろはん」が公開しているオープンデータ「本に出てくる京都
のおいしいもののデータ（たべまろはん）」の中から、何点か選んで写真や引用文と共に
紹介した本。読書ガイド兼グルメガイドとしてご活用ください。

『鬼平犯科帳』シリーズや『剣客商売』シリーズなどの時代小説で知られる池波正太郎
は、食に関する著作も多数あり、その中には京都の名店も多く登場します。記憶や思いと
共に語られる食の名文を味わってください。

（登場する店とメニューの例）

イノダコーヒのサンドイッチ、神馬堂のやきもち、かざ
りやのあぶり餅、村上開新堂の好事福盧（こうずぶく
ろ）、三嶋亭のすき焼き、大市のすっぽん、鍵善良房の
くずきり、志る幸の利久辨當

…など、各巻に多数登場

読書の秋…そして、食欲の秋です。
かつて読んだ本に出てきた食べ物が、とても印象に残っている…そんなことはありませんか？ 小説の登場人物たちが食べたメニューや作家のエッセイや日記に書か
れたメニューなど、それも京都の食べ物が出てくる作品を集めました。じっくり読んで味わってください。

※京都府立図書館内の自主学習グループ「ししょまろはん」が作成している「本に出てくる京都のおいしいもののデータ（たべまろはん）」を参考にしています。

東京のサラリーマン櫻馬彰（37）は、昭和7年の京都にタイムスリップし若かりし頃の祖
父・永太郎の意識の中に入りこむ。昭和初期の若者たちの青春と友情と恋を経験しなが
ら、大事なことに気づいてゆく。今もあるお菓子が多数登場し、昔と現在は繋がっている
こと、一方でいつかはなくなってしまうものがある、ということを知らされる。

大学時代の仲間が久しぶりに集まって京都へグルメ旅行にやってきた。宇治川でツアー参
加者の優子が死体で発見されたのをはじめに、仲間が一人また一人と殺されていく。そん
な中でもめげずに殺人事件の犯人を推理しながら京都の有名な飲食店をめぐり、食事を楽
しむ人達です。

（登場する店とメニューの例）

格子家のどろぼう、水田玉雲堂の唐板、みなとや幽霊子
育飴本舗の幽霊子育飴、茨木屋のかまぼこ、白川製パン
（ベーカリー白川）の食パン、リプトン三条本店
（サー・トーマス・リプトン）の紅茶

…など多数

（登場する店とメニューの例）

松葉屋（松葉）のにしんそば、キエフのロシヤ料理、平
野家本店のいもぼう、長楽館のコーヒー、下鴨茶寮の懐
石料理

…など多数



資料コード 　タイトル 著者名 出版社 刊行年
登場する店やメニューの例
※作品中に店名やメニュー名が出てこない場合や、異なる
名称で出てくることもあります。

1102849567 川端康成全集 第17巻（「たまゆら」） 川端康成 新潮社 1980 神馬堂のやきもち

1102813670ほか 古都 川端康成 新潮社 1962 森嘉の豆腐、瓢正の笹巻寿司、大市のすっぽんなど

1108986330 現代語訳東海道中膝栗毛 下
[十返舎 一九／作]
伊馬 春部／訳

岩波書店 2014 二軒茶屋中村楼の田楽豆腐

1100683455ほか 街道をゆく 26 司馬遼太郎 朝日新聞社 1985 森嘉の豆腐

1106692955ほか 燃えよ剣 下巻 司馬遼太郎 新潮社 1996 亀屋陸奥の松風

1106362823ほか 占星術殺人事件 島田荘司 講談社 1988 琴きき茶屋の桜もち

1108686427 追憶のカシュガル　進々堂世界一周 島田荘司 新潮社 2011 進々堂の珈琲とミルクティー、琴きき茶屋の桜もち

1106862616 スシとニンジャ 清水義範 講談社 1992 松葉のにしんそば

1105996670 鱗姫 嶽本野ばら 小学館 2001 フランソア喫茶室のコーヒーなど

1100587441ほか 甘い関係 田辺聖子 文芸春秋 1985 志る幸の利久辨當、大市のすっぽん

1110376819 男ともだち 千早茜 文藝春秋 2014 遊形サロン・ド・テのわらび餅

1108789346ほか 荷風全集 第13巻 永井壮吉 岩波書店 1993 河道屋のそばぼうる

1108394444 百万遍古都恋情　(上) 花村萬月 新潮社 2006 進々堂京大北門前のコーヒー

1108394451 百万遍古都恋情　(下) 花村萬月 新潮社 2006 京極かねよのきんし丼

1110872106
ニーチェが京都にやってきて17歳の
私に哲学のこと教えてくれた。

原田まりる ダイヤモンド社 2016
喫茶ソワレのゼリーポンチ、大極殿本舗栖園の琥珀流
し、いづ重の鯖寿司、ふたばの豆餅…など多数

1110842554 初恋料理教室 藤野恵美 ポプラ社 2014 麩嘉の麩まんじゅう

1108531482 ホルモー六景 万城目学 角川書店 2007 鍵善良房のくずきり

1106075771 顔・白い闇 松本清張 角川書店 1996 平野家のいもぼう

1110156823 1300℃の歓喜 美の行者河井寛次郎 丸山茂樹 里文出版 2013 平野家のいもぼう

1106347329 閑話一滴 続 水上勉 PHP研究所 1988 今宮神社門前のあぶり餅

1107924498 四畳半王国見聞録 森見登美彦 新潮社 2011
カフェコレクションの明太子スパゲティと鳥皮のバター
ライス、進々堂京大北門前のサンドウヰッチと珈琲

1107198531 四畳半神話大系 森見登美彦 太田出版 2005
大極殿本舗のカステラ、カフェコレクションの明太子ス
パゲティ

1110201926 聖なる怠け者の冒険 森見登美彦 朝日新聞出版 2013 スマート珈琲のタマゴサンドウィッチ

1106867185 七姫伝説恋の墓標 山崎洋子 中央公論社 1994 智恩寺参道の智恵の餅

1100184157ほか 京都婚約旅行殺人事件 山村美紗 小学館 1986 了徳寺の大根焚き、六盛の手をけ弁当

1100811882ほか 京都嵯峨野殺人事件 山村美紗 実業之日本社 1985 西山艸堂の湯豆腐


