
 和食とは
 タイトル  巻次  年月次  出版者
 aff  45巻 2号  通巻521号  (2014年2月)  農林水産省大臣官房
 Food Culture  10号  (2005年6月)  キッコーマン国際食文化研究センター

 24号  (2014年3月)

 GQ Japan  130号  (2014年3月)  コンデナスト・ジャパン
 NHK食彩浪漫  17巻 7号  150号  (2007年10月)  日本放送出版協会
 nid  33号  (2014年6月)  エフジー武蔵
 vesta  70号  (2008年春)  味の素食の文化センター

 78号  (2010年春)

 91号  (2013年夏)

 94号  (2014年春)

 あまから手帖  17巻 7号  通巻202号  (2013年2月)  クリエテ関西
 家の光  90巻 7号  (2014年7月)  家の光協会
 おかずのクッキング  35巻 6号  通巻190号  (2014年)  テレビ朝日コンテンツビジネスセンター
 家庭画報  57巻 3号  通巻673号  (2014年3月)  世界文化社
 コヨーテ  51号  (2014年春)  スイッチ・パブリッシング
 自遊人  14巻 2号  通巻105号  (2014年5月)  自遊人
 別冊食生活  (1988年8月)  財団法人自然農法国際研究開発センター

 食の科学  83号  (1985年1月)  光琳
 150号  (1990年8月)

 200号  (1994年1月)

 女性のひろば  422号  (2014年4月)  日本共産党中央委員会
 生活文化史  5号  (1984年10月)  日本生活文化史学会
 ダンチュウ  24巻 3号～5号  (2014年3月～5月)  プレジデント社
 知日.  19号  (2014年3月)  中信出版社
 料理王国  234号  (2014年2月)  Cuisine Kingdom
 料理の友  13巻 6号  (1925年6月)  大日本料理研究会

 13巻 8号  (1925年8月)

 14巻 3号  (1926年3月)

 . 日本各地の食文化
 タイトル  巻次  年月次  出版者
 an・an  45巻 27号  通巻1913号  (2014年7月16日)  マガジンハウス
 faura  36号  (2012年夏)  ナチュラリー

 40号  (2013年夏)

 Gaja  36号  (2008年5月)  エス・ピー・シー
 HO  73号  (2013年12月)  ぷらんとマガジン社

 81号  (2014年8月)

 Kappo  63号  (2013年5月)  プレスアート
 Kura  7巻 7号  通巻68号  (2007年7月)  まちなみカントリープレス

 9巻 7号  通巻91号  (2009年7月)

 11巻 8号  通巻116号  (2011年8月)

 12巻 9号  通巻129号  (2012年9月)

 Kyoto  14号  (2012・2013年冬)  成美堂出版
 Leaf  19巻 8号  通巻227号  (2014年8月)  リーフ・パブリケーション
 Momoto  12号  (2012年10月)  編集工房東洋企画
 naránto  30号  (2011-2012年秋冬)  エヌ・アイ・プランニング
 Osera  8巻 2号  通巻44号  (2010年3・4月)  ビザビリレーションズ

 10巻 4号  通巻58号  (2012年7・8月)

 日本各地の食文化

平成25 年12 月、「和食；日本人の伝統的な食文化」がユネスコ無形文化遺産に登録されました。 

「和食」は「料理」のみならず「自然の尊重という日本人の精神を体現した食に関する社会的慣習」であ

ると評価されました。暮らしを彩る日本の「食」の世界を東京マガジンバンクが所蔵する雑誌により紹介し
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 タイトル  巻次  年月次  出版者
 rakra  8号  (2006年12月)  川口印刷工業

 15号  (2007年7月)
 19号  (2007年11月)
 28号  (2008年8月)

 Urala  26巻 1号  通巻292号  (2013年1月)  ウララコミュニケーションズ
 あおもり草子  173号  (2007年4月)  ぷりずむ

 215号  (2013年4月)
 216号  (2013年6月)

 あかい奈良  46号  (2009年冬)  青垣出版
 アクタス  26巻 2号  通巻295号  (2014年2月)  北國新聞社
 週刊朝日百科 世界の食べもの＜日本編＞  朝日新聞社

 81号～97号  通巻344号～360号　(1982年7月4日～1982年10月24日)　計17冊

 大阪人  65巻 3号  (2011年3月)  大阪市都市工学情報センター
 おきなわいちば  9巻 3号  通巻35号  (2011年秋)  光文堂コミュニケーションズ

 9巻 4号  通巻36号  (2012年冬)

 オキナワグラフ  608号  (2012年11月)  新星出版
 622号  (2014年1月)
 626号  (2014年5月)

 おくまの  3号  (2012年6月)  東紀州地域振興公社
 5号  (2014年5月)

 カイ  7巻 1号  通巻22号  (2014年冬)  ノーザンクロス
 金澤  17巻 6号  通巻137号  (2014年6月)  金沢倶楽部
 九州王国  49号  (2011年9月)  エー・アール・ティ
 九州のムラ  18号  通巻37号  (2012年冬)  マインドシェア九州のムラ出版室
 九州のムラへ行こう  4号  通巻23号  (2008年秋)  マインドシェア九州のムラ出版室

 11号  通巻30号  (2010年秋)

 季刊銀花  75号  (1988秋)  文化出版局
 暮しの設計  29巻 1号  通巻199号  (1991年1月)  中央公論社
 月刊ぐるっと千葉  156号  (2013年7月)  ちばマガジン
 さんいんキラリ  9号  (2007年春)  グリーンフィールズ

 16号  (2009年夏)
 17号  (2009年秋冬)
 25号  (2012年夏)

 自然人  2巻 2号  通巻6号  (2005年秋)  橋本確文堂
 9巻 3号  通巻35号  (2012年冬)

 島へ。  4巻 1号  通巻15号  (2004年1月)  海風舎
 シマネスク  73号  (2009年秋)  島根県
 常陽藝文  367号  (2013年12月)  常陽藝文センター
 食の文学館  7号  (1989年10月)  紀伊國屋書店
 そう  38号  (2013年春)  春夏秋冬叢書
 とっとりnow  86号  (2010年夏)  鳥取県広報連絡協議会

 100号  (2013年冬)

 トランヴェール  27巻 3号  通巻312号  (2014年3月)  東日本旅客鉄道
 27巻 7号  通巻316号  (2014年7月)

 ニューひょうご ごこく  48巻 1号  通巻513号  (2014年冬号）  兵庫県
 福楽  8巻 4号  通巻32号  (2007年秋)  エクシート

 14巻 2号  通巻54号  (2013年春)

 復興人  33号  (2014年7月)  産業復興支援情報誌プロジェクト委員会

 プリーズ  259号  (2008年12月)  九州旅客鉄道
 282号  (2010年11月)
 320号  (2014年1月)

 文化愛媛  64号  (2010年3月)  愛媛県文化振興財団
 北海道生活  28号  (2012年3・4月)  コスモメディア

 31号  (2012年9・10月)

 月刊やいま  通巻209号  (2011年1・2月)  南山舎
 月刊大和路ならら  12巻 7号  通巻130号  (2009年7月)  地域情報ネットワーク

 15巻 11号  通巻170号  (2012年11月)

 江戸・東京の食文化
 タイトル  巻次  年月次  出版者
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 江戸楽  1号  (2009年5月)  エー・アール・ティ
 3号  (2009年7月)

 7号  (2009年11月)

 9号  (2010年1月)

 18号  (2010年10月)

 36号  (2012年4月)

 40号  (2012年8月)

 50号  (2013年6月)

 56号  (2013年12月)

 別冊サライ  1号～5号  (1997年12月～1998年12月)  小学館
 11号  (2000年7月)

 たまら・び  5巻 3号  通巻17号  (2001年9月)  多摩情報メディア
 11巻 4号  通巻46号  (2007年10月)

 14巻 1号  通巻61号  (2010年4月)

 14巻 2号  通巻62号  (2010年6月)

 14巻 3号  通巻63号  (2010年8月)

 15巻 2号  通巻68号  (2011年6月)

 16巻 5号  通巻77号  (2012年12月)

 東京カレンダー  10巻 8号  通巻110号  (2010年9月)  東京カレンダー
 11巻 4号  通巻117号  (2011年4月)

 東京人  9巻 6号  通巻81号  (1994年6月)  都市出版
 9巻 12号  通巻87号  (1994年12月)

 23巻 9号  通巻257号  (2008年8月)

 23巻 10号  通巻258号  (2008年9月)

 23巻 12号  通巻260号  (2008年11月)

 24巻 1号  通巻263号  (2009年1月)

 日本料理の美
 タイトル  巻次  年月次  出版者
 週刊朝日百科 世界の食べもの＜日本編＞  朝日新聞社

 112号  通巻375号  (1983年2月13日)

 113号  通巻376号  (1983年2月20日)

 116号  通巻380号  (1983年3月13日)

 味の味  51巻 5号  526号  (2009年5月)  アイデア
 51巻 7号  528号  (2009年7月)

 53巻 2号  547号  (2011年2月)

 54巻 6号  551号  (2011年6月)

 55巻 1号  558号  (2012年1月)

 55巻 6号  563号  (2012年6月)

 57巻 1号  582号  (2014年1月)

 57巻 2号  583号  (2014年2月)

 酒と料理  1991年春  (1991年3月)  フ-ド・ビジネス
 四季の味  16巻 3号  通巻63号  (2011年冬)  ニュ-サイエンス社

 16巻 4号  通巻64号  (2011年春)

 17巻 1号  通巻65号  (2011年夏)

 17巻 2号  通巻66号  (2011年秋)

 19巻 3号  通巻75号  (2013年冬)

 月刊日本料理  日本料理研究会
 復刊34巻～63巻 各1号　通巻45巻～74巻 各1号　(1982年～2011年)　計30冊

 日本料理の四季  柴田書店
 85春夏号～2012年　通巻1号～43号　(1985年2月～2012年7月)　計43冊

 正月料理
 タイトル  巻次  年月次  出版者
 aff  43巻 12号  通巻507号  (2012年12月)  農林水産省大臣官房
 栄養と料理  女子栄養大学出版部
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 21巻～69巻 各1号　(1955年～2003年 各1月)　計48冊

 おかずのクッキング  30巻 5号  通巻159号  (2008年)  テレビ朝日コンテンツビジネスセンター
 家庭画報  2巻～6巻 各1号  (1959年～1963年 各1月)  世界文化社

 16巻～37巻 各1号  (1973年～1994年 各1月)

 41巻～46巻 各1号  (1998年～2003年 各1月)

 49巻 1号  (2006年1月)

 家庭画報特選  (1984年12月)  世界文化社
 別冊家庭画報　家庭画報の手作りおせち  世界文化社

 (1988年12月)
 (1989年12月)

 暮しの手帖 第4世紀  通巻330号  (2002年別冊)  暮しの手帖社
 四季の味  10巻 4号  通巻40号  (1983年1月)  鎌倉書房

 12巻 4号  通巻48号  (1985年1月)
 14巻 4号  通巻56号  (1987年1月)

 主婦之友  13巻～18巻 各1号  (1929年～1934年 各1月)  主婦之友社
 31巻 1号  (1947年1月)

 婦人画報  857号  (1975年1月)  ハースト婦人画報社
 1302号  (2012年1月)

 婦人倶楽部  55巻～57巻 各1号  (1974年～1976年 各1月)  講談社
 婦人世界  7巻 1号  (1912年1月)  実業之日本社

 15巻 1号  (1920年1月)

 19巻 1号  (1924年1月)

 20巻 1号  (1925年1月)

 婦人之友  20巻 11号  (1926年11月)  婦人之友社
 23巻 1号  (1929年1月)

 24巻 1号  (1930年1月)

 30巻～37巻 各1号  (1936年～1943年 各1月)

 39巻～40巻 各1号  (1945年～1946年 各1月)

 43巻～63巻 各1号  (1949年～1969年 各1月)

 67巻 1号  (1973月1月)
 69巻 1号  (1975月1月）
 71巻～83巻 各1号  (1977月～1989月 各1月）

 栄養と健康
 タイトル  巻次  年月次  出版者
 vesta  52号  (2003年秋)  味の素食の文化センター

 71号  (2008年夏)

 アエラ  27巻 6号  通巻1436号  (2014年2月10日)  朝日新聞出版
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 アクアネット  16巻 4号  通巻178号  (2013年4月)  湊文社
 いきいき  211号  (2014年7月)  いきいき
 いただきます ごちそうさま  48号  (2014年夏)  キッズエクスプレス21
 学校給食  65巻 2号  通巻711号  (2014年2月)  全国学校給食協会
 学校の食事  47巻 7号  通巻551号  (2014年7月)  学校食事研究会

 46巻 10号  通巻542号  (2013年10月)

 現代農業  92巻 12号  復刊806号  (2013年12月)  農山漁村文化協会
 サライ増刊  旅サライ  (2014年8月号増刊)  小学館
 「旬」がまるごと  20号～23号  (2010年9月～2011年3月)  ポプラ社

 25号  (2011年7月)
 27号  (2011年11月)

 醤油の研究と技術  40巻 1号  通巻233号  (2014年1月)  日本醤油技術センター
 食育活動  10号  (2008年6月)  農山漁村文化協会
 食生活  91巻 1号  通巻1039号  (1997年1月)  カザン

 105巻 9号～12号  (2011年9月～12月)
 106巻 5号  通巻1223号  (2012年5月)
 106巻 11号  通巻1229号  (2012年11月)
 107巻 1号  通巻1231号  (2013年1月)
 107巻 2号  通巻1232号  (2013年2月)
 107巻 4号  通巻1234号  (2013年4月)
 107巻 5号  通巻1235号  (2013年5月)

 食生活研究  32巻 4号  通巻185号  (2012年5月)  食生活研究会
 食と健康  54巻 1号  通巻637号  (2010年1月)  日本食品衛生協会

 58巻 4号  通巻688号  (2014年4月)

 58巻 7号  通巻691号  (2014年7月)

 食農教育  11巻 5号  通巻63号  (2008年7月)  農山漁村文化協会
 食の科学  95号  (1986年1月)  光琳

 215号  (1996年1月)
 250号  (1998年12月)
 284号  (2001年10月)
 313号  (2004年3月)
 341号  (2006年7月)

 水産振興  45巻 12号  通巻528号  (2011年12月)  東京水産振興会
 食べもの通信  食べもの通信社

 178号～187号  (1986年1月～10月)
 189号  (1986年12月)
 238号  (1991年1月)
 255号  (1992年6月)
 274号  (1994年1月)
 335号  (1999年1月)
 443号  (2008年1月)
 475号  (2010年9月)

 食べもの文化  408号  (2009年10月)  芽ばえ社
 426号  (2011年1月)

 189号  (1994年1月)

 地域保健  43巻 8号  (2012年8月)  東京法規出版
 伝統食品の研究  40号  (2013年12月)  日本伝統食品研究会
 農耕と園芸  67巻 7号  通巻1017号  (2012年7月)  誠文堂新光社
 ベジタ  2巻 9号  通巻21号  (1990年1月)  誠文堂新光社

 3巻 9号  通巻33号  (1991年1月)

 ふーま  31巻 1号121号  通巻123号  (2014年5月)  日本食品機械工業会
 へるすあっぷ21  351号  (2014年1月)  法研
 民衆史研究  87号  (2014年5月)  民衆史研究会

 世界の食
 タイトル  巻次  年月次  出版者
 vesta  85号  (2012年冬)  味の素食の文化センター
 Courrier Japon  2巻 22号  通巻24号  (2006年11月16日) 講談社
 Crea Traveller  7巻 1号  通巻28号  (2012年1月)  文藝春秋
 週刊朝日百科 世界の食べもの  朝日新聞社

 1号  通巻261号  (1980年12月7日)
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 21号  通巻281  (1981年5月3日)

 家庭画報  27巻 2号  通巻312号  (1984年2月)  世界文化社
 54巻 9号  通巻643号  (2011年9月)

 月刊韓国文化  267号  (2002年2月)  企画室アートプランニング
 287号  (2003年10月)

 暮しの手帖 第4世紀 フードテラス  暮しの手帖社
 通巻339号  (2003年11月別冊)

 サンデー毎日増刊 わたしの食卓  毎日新聞社
 84巻 37号  通巻4709号  (2005年8月6日)

 ジェトロセンサー  50巻 593号  (2000年4月)  日本貿易振興機構
 50巻 594号  (2000年5月)

 世界週報  78巻 4号  通巻3791号  (1997年2月11日)  時事通信社
 80巻 48号  通巻3931号  (1999年12月28日)

 ソトコト  4巻 12号  通巻42号  (2002年12月)  木楽舎
 ダンチュウ  22巻 2号  (2012年2月)  プレジデント社
 なごみ(和)  20巻 6号  通巻234号  (1999年6月)  淡交社
 ニューズウィーク日本版  阪急コミュニケーションズ

 26巻 43号  通巻1274号  (2011年11月9日)

 婦人公論  48巻 8号  通巻566号  (1963年7月)  中央公論新社
 53巻 6号  通巻625号  (1968年6月)

 プレイボーイ 日本版  32巻 6号  通巻376号  (2006年6月)  集英社
 32巻 7号  通巻377号  (2006年7月)
 32巻 8号  通巻378号  (2006年8月)
 32巻 9号  通巻379号  (2006年9月)
 32巻 10号  通巻380号  (2006年10月)
 32巻 11号  通巻381号  (2006年11月)

 季刊民族学  33巻 4号  通巻130号  (2009年秋)  千里文化財団
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