
月 巻・号 記事名、著者

大正4 1915 3月 第3巻 第3号 「日本人向きの上品な支那料理」なか子

大正5 1916 10月 第4巻 第10号 「あっさり食べられる支那料理（四種）」大日本料理研究会

大正6 1917 11月 第5巻 第11号 「おやつによい手軽な支那菓子（二種）」花岡須磨子

大正7 1918 3月 第6巻 第3号 「万人向支那料理」かつみ

大正7 1918 6月 第6巻 第6号 「さっぱり食べられる夏向支那料理」齋田綸子

大正7 1918 12月 第6巻 第12号 「万人に喜ばれる支那料理」富田磯子

大正8 1919 4月 第7巻 第4号 「夕飯の惣菜にあっさりとした支那料理」柴田楽子

大正8 1919 7月 第7巻 第7号 「米飯代用に進むる　菊池式支那パンの製法」大日本料理研究会

大正8 1919 11月 第7巻 第11号
「味のよい広東料理」中華楼料理人
「一升廿銭前後の満州産高粱（穀物）の食用法」田中なか

大正8 1919 12月 第7巻 第12号 「シューマイの拵へ方」中華楼料理人

大正9 1920 2月 第8巻 第2号 「温かい支那の麺料理」花岡須磨子

大正10 1921 11月 第9巻 第11号 「時節柄万人向支那料理」田川琴子

大正10 1921 12月 第9巻 第12号 「我家で出来る自慢の支那料理」大日本料理研究会

大正11 1922 1月 第10巻 第1号
「季節向温かい支那料理」武田澄子
「上海のお正月」田中なか

大正11 1922 2月 第10巻 第2号 「私の好きな支那料理」柴田楽子

大正11 1922 6月 第10巻 第6号 「惣菜向滋養ある支那料理」齋田綸子

大正11 1922 10月
第10巻 第10
号

「日本人に向く惣菜支那料理」磯原おそめ

大正11 1922 11月
第10巻 第11
号

「時節向暖かい支那料理」城和子

大正13 1924 3月 第12巻 第3号 「手軽で美味な支那料理」多田玄

大正13 1924 5月 第12巻 第5号 「支那料理の大観　その２」山口高等商業学校教授　宮脇賢之介

大正13 1924 6月 第12巻 第6号 「支那料理の大観　その３」山口高等商業学校教授　宮脇賢之介

大正13 1924 11月
第12巻 第11
号

「霜枯れ時に滋養豊かな支那料理」城和子

大正14 1925 1月 第13巻 第1号 「滋養豊かな温かい支那料理」木村利根子

大正14 1925 2月 第13巻 第2号 「温かい支那料理」木村利根子

大正14 1925 3月 第13巻 第3号 「家庭向き上品な支那料理」木村利根子

大正14 1925 5月 第13巻 第5号 「初夏にふさはしい支那料理」木村利根子

大正
15

1926 2月 第14巻 第2号 「餘寒に温かい支那料理」城和子

大正
15

1926 3月 第14巻 第3号 「滋養豊富な台湾料理」三島光子

大正
15

1926 3月 第14巻 第4号 「お惣菜によい支那料理」城和子

大正
15

1926 6月 第14巻 第6号 「若葉の頃の支那料理」城和子

大正
15

1926 9月 第14巻 第9号 「家庭向き支那料理」城和子

昭和2 1927 11月
第15巻 第11
号

「淡寒い頃の来客に支那料理の御馳走」城和子

昭和2 1927 12月
第15巻 第12
号

「夕餉の卓に手軽で暖い支那料理」城和子

「料理の友」の中国料理関連記事目録（創刊1913～1962年）
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昭和3 1928 2月 第16巻 第2号
「シューマイ　ワンタンの作り方」
「お菜のいらぬ支那五目飯」

昭和3 1928 5月 第16巻 第5号 「一テーブル十圓で支那料理の宴会」城和子

昭和3 1928 6月 第16巻 第6号
「初夏にも美味しい支那料理」城和子
「実費一円で出来る日本料理・西洋料理・支那料理」大日本料理研究
会

昭和3 1928 8月 第16巻 第8号 「さっぱりとした夏向支那料理」城和子

昭和3 1928 12月
第16巻 第12
号

「寒い夕に是非支那料理」

昭和4 1929 1月 第17巻 第1号

「五人で八円の新年宴会（日本料理・西洋料理・支那料理）」料理研
究会
「和洋支の食卓作法」（料理研究会）
「変った支那料理」（MK生）
「支那料理研究家後藤清太郎氏の講演をきいて」利秀子

昭和4 1929 3月 第17巻 第3号 「即席にもって来いの支那料理」

昭和4 1929 5月 第17巻 第5号
「万人向上海料理」 江風閑人
「珍しい卵の加工（皮蛋鹹蛋の造り方）」浅井利子

昭和4 1929 6月 第17巻 第6号 「若葉頃の支那料理　一寸した客にも惣菜にも」大日本料理研究会

昭和4 1929 7月 第17巻 第7号 「衛生料理として薦めたい支那一品料理」柴淑子

昭和4 1929 8月 第17巻 第8号 「さっぱりとした支那料理」野村やす子

昭和4 1929 9月 第17巻 第9号 「お惣菜に至極よい支那料理」

昭和4 1929 10月
第17巻 第10
号

「お夕飯に支那料理の三品」柴淑子
「焼売と雲呑が出来る迄」

昭和4 1929 12月
第17巻 第12
号

「三品でお饗しの出来る家庭向支那料理」大日本料理研究会

昭和5 1930 1月 第18巻 第1号 「初春の夕家族揃うて支那料理」柴淑子

昭和5 1930 2月 第18巻 第2号
「家庭で出来る支那料理の饗宴」黄維賢
「お寒さ凌ぎに温い支那料理　簡単に出来る美味しい料理五種」柴淑
子

昭和5 1930 3月 第18巻 第3号 「お惣菜によい支那料理」柴淑子

昭和5 1930 4月 第18巻 第4号
「特製支那蕎麦の種明し―プリプリしたのは手打ちに限る」石原猶文
「支那中流家庭向料理」黄維賢

昭和5 1930 5月 第18巻 第5号 「家庭宴会向の支那料理」黄維賢

昭和5 1930 9月 第18巻 第9号 「お惣菜向支那料理」柴淑子

昭和5 1930 10月
第18巻 第10
号

「真純の支那料理」黒駒食賛人
「お夕飯によい支那一品料理」大日本料理研究会

昭和5 1930 11月
第18巻 第11
号

「晩秋の客を饗す支那料理」柴淑子

昭和5 1930 12月
第18巻 第12
号

「歳末小宴会向支那料理」柳井敏
「シューマイ（焼売）のいろいろ」研究会

昭和6 1931 1月 第19巻 第1号 「新年宴会向献立」柳井敏

昭和6 1931 2月 第19巻 第2号
「直ぐ役立つ支那料理の御馳走」柴淑子
「お惣菜向温い和、洋、支の一品料理」
「支那そば・雲呑の拵へ方」

昭和6 1931 3月 第19巻 第3号 「惣菜向支那料理」

昭和6 1931 5月 第19巻 第5号 「手間のかゝらぬ支那料理」

昭和6 1931 6月 第19巻 第6号 「初夏に好適の即席支那料理」赤堀旺宏

昭和6 1931 10月
第19巻 第10
号

「秋によい惣菜向支那料理」伊東敬子

昭和6 1931 11月
第19巻 第11
号

「温かい包子はこうして作る」

昭和７ 1932 1月 第20巻 第1号
「新年宴会向北京料理」北京料理香蘭亭主人
「お惣菜向の支那料理」
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昭和７ 1932 2月 第20巻 第2号 「家庭向き温かい支那料理」柴淑子

昭和７ 1932 3月 第20巻 第3号
「滿洲の珍味」平山蘆江
「惣菜にも客向にもなる支那料理」

昭和７ 1932 5月 第20巻 第5号
「四人前三十銭の支那料理」
「紅焼鯉魚の拵へ方」

昭和７ 1932 6月 第20巻 第6号 「三品で結構な客向支那料理」柴よし子

昭和７ 1932 10月
第20巻 第10
号

「秋の宴会向支那料理」宮田武義
「惣菜向の支那一品料理」

昭和8 1933 2月 第21巻 第2号

「支那料理特別講座（2）切麺（支那そばの製法）と麺のいろいろ」山
田政平
「宴会向き北京料理」篠原呂市
「紀元節を祝ふ支那料理の晩餐会」大日本料理研究会

昭和8 1933 3月 第21巻 第3号
「支那料理特別講座（3）餃子・包子・饅頭」山田政平
「卒業を祝ひて北京料理の家庭晩餐」南浦園　森田静

昭和8 1933 5月 第21巻 第5号
「北京精進料理」南浦園・森田静
「満州建国記念・成吉思汗料理」春秋園・吉田誠一
「支那料理特別講座（5）」山田政平

昭和8 1933 8月 第21巻 第8号 「支那料理特別講座（8）」山田政平

昭和8 1933 9月 第21巻 第9号
「初秋の家庭向支那宴会料理」山田政平
「支那料理特別講座（9）」山田政平

昭和8 1933 10月
第21巻 第10
号

「秋の家庭向　支那一品料理」成田邦子
「支那料理特別講座（10）」山田政平
「上海食べ歩き」森美千代

昭和8 1933 11月
第21巻 第11
号

「手軽な長崎風の支那料理」昇龍閣・宇治田明
「支那料理特別講座（11）」山田政平

昭和8 1933 12月
第21巻 第12
号

「忘年会向支那料理」盛京亭・篠原呂市
「支那料理特別講座（12）」山田政平

昭和9 1934 2月 第22巻 第2号
「支那料理家庭食卓講座2」山田政平
「お惣菜向支那一品料理」
「御夜食向　支那そばわんたん」

昭和9 1934 3月 第22巻 第3号
「支那料理家庭食卓講座3　知己の友を招いて支那料理のもてなし」山
田政平

昭和9 1934 4月 第22巻 第4号
「支那料理家庭食卓講座4　就職を祝う家庭晩餐」山田政平
「ハルビンの生活から」島影盟

昭和9 1934 5月 第22巻 第5号 「支那料理家庭食卓講座5　海軍記念日の家庭晩餐」山田政平

昭和9 1934 6月 第22巻 第6号
「支那料理家庭食卓講座6　日曜日に学生を招いて支那料理の晝餐」山
田政平

昭和9 1934 7月 第22巻 第7号
「支那料理家庭食卓講座7　帰省の愛児を迎へて楽しい家庭晩餐」山田
政平

昭和9 1934 8月 第22巻 第8号 「支那料理家庭食卓講座8　親しい友と囲む支那料理の食卓」山田政平

昭和9 1934 9月 第22巻 第9号 「支那料理家庭食卓講座9　家庭月見の宴」山田政平

昭和9 1934 10月
第22巻 第10
号

「支那料理家庭食卓講座10　小春日の来客に支那料理の饗し」山田政
平

昭和9 1934 11月
第22巻 第11
号

「支那料理家庭食卓講座11　除隊の吾子に支那料理の御馳走」山田政
平

昭和9 1934 12月
第22巻 第12
号

「支那料理家庭食卓講座12　忘年会料理」山田政平

昭和10 1935 1月 第23巻 第1号
「新年宴会向支那料理」山田政平
「聯合料理講習会実習献立―支那料理」大日本料理研究会
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昭和10 1935 2月 第23巻 第2号
「支那料理惣菜卓」山田政平
「温かいきしめん　支那そば　わんたん」

昭和10 1935 3月 第23巻 第3号 「支那料理惣菜卓2」山田政平

昭和10 1935 4月 第23巻 第4号 「支那料理惣菜卓3」山田政平

昭和10 1935 5月 第23巻 第5号
「支那料理惣菜卓5」山田政平
「アメリカ式支那料理の簡単なランチ」銀座アスター・矢谷彦七

昭和10 1935 6月 第23巻 第6号
「連合料理講習会惣菜向支那料理」山田政平
「支那料理惣菜卓6」山田政平
「支那料理の地方味」加藤敏

昭和10 1935 7月 第23巻 第7号 「支那料理惣菜卓7」山田政平

昭和10 1935 10月
第23巻 第10
号

「支那精進料理」山田政平

昭和10 1935 11月
第23巻 第11
号

「家庭向支那料理惣菜一品卓」山田政平
「美味罐詰応用料理」山田政平
「美味和洋支一品惣菜料理」秋穂敬子

昭和10 1935 11月
第23巻 第12
号

「温まる支那鍋料理」吉田誠一
「支那料理惣菜」山田政平
「野鳥の支那料理」山田政平

昭和11 1936 1月 第24巻 第1号
「魚菜本位の支那料理」大日本料理研究会
「洋と支・飲物　粉乳とクリーム応用料理」支那料理：山田政平
「お正月のお祝料理支那卓」中華料理第一楼・余樹庭

昭和11 1936 2月 第24巻 第2号 「一人前五拾錢で出来る支那小卓料理」

昭和11 1936 3月 第24巻 第3号
「子供の喜ぶ雛節句　家庭支那料理卓」吉田誠一
「一人前五拾錢で出来る支那小卓料理」山田政平

昭和11 1936 6月 第24巻 第6号 「冷肉冷菜支那料理」余斌中

昭和11 1936 7月 第24巻 第7号 「携帯の出来る材料で支那料理」山田政平

昭和11 1936 9月 第24巻 第9号 「日本式客膳支那料理」吉田誠一

昭和11 1936 10月
第24巻 第10
号

「茸類応用の支那料理」山田政平

昭和11 1936 11月
第24巻 第11
号

「和洋支折衷の白菜料理」池田千鶴子
「四川料理支那一品献立」山田政平

昭和11 1936 12月
第24巻 第12
号

「野住物支那料理」吉田誠一
「聯合料理講習会テキスト」山田政平
「満州料理」山田政平
「台湾料理」別所夏子

昭和12 1937 1月 第25巻 第1号
「支那重詰料理」吉田誠一
「支那風餅料理」吉田誠一

昭和12 1937 2月 第25巻 第2号
「支那式鍋物料理」吉田誠一
「酪味支那精進卓」

昭和12 1937 3月 第25巻 第3号 「家庭卓支那料理」吉田誠一

昭和12 1937 4月 第25巻 第4号
「鯨魚軟体材料　ホルモン支那料理」吉田誠一
「簡易に出来る卒業同窓会支那料理」山田政平

昭和12 1937 6月 第25巻 第6号
「変敗せぬ冷葷支那一品卓」吉田誠一
「支那簡便飯（ランチ）」山田政平
「支那茶と喫み方」芳子

昭和12 1937 8月 第25巻 第8号

「納涼宴会支那菜単」吉田誠一
「料理論語　随園食単」中野江漢訳注
「支那簡便飯（ランチ）」山田政平
「随園食譜３」千葉芳子

昭和12 1937 10月
第25巻 第10
号

「豆腐応用支那料理」吉田誠一
「支那簡便飯（ランチ）」山田政平
「料理論語　随園食単」中野江漢訳注
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昭和12 1937 11月
第25巻 第11
号

「簡易中飯寧波料理八種」
「兔肉応用支那一品卓」山田政平
「料理論語　随園食単」中野江漢訳注

昭和12 1937 12月
第25巻 第12
号

「野味支那料理」吉田誠一
「滞貨利用の支那料理」山田政平
「料理論語　随園食単」　中野江漢訳注

昭和13 1938 2月 第26巻 第2号
「一品一人拾錢支那栄養料理」吉田誠一
「女学校テキスト　支那料理講座1」山田政平

昭和13 1938 3月 第26巻 第3号
「雛祭の家庭卓支那料理」吉田誠一
「女学校テキスト　支那料理講座2」山田政平

昭和13 1938 4月 第26巻 第4号
「ビールと日満支蒙親善料理」大日本料理研究会
「女学校テキスト　支那料理講座3」山田政平

昭和13 1938 5月 第26巻 第5号
「縁起を祝ふ支那式鯉料理」吉田誠一
「女学校テキスト　支那料理講座4」山田政平

昭和13 1938 6月 第26巻 第6号

「支那冷盤家庭料理」吉田誠一
「我家独特の支那料理」小松義一
「女学校テキスト　支那料理講座5」山田政平
「尋常六学年標準　小学校割烹科テキスト10　手軽な魚の支那料理」
小林完

昭和13 1938 7月 第26巻 第7号
「海と山即席支那料理」吉田誠一
「女学校テキスト　支那料理講座6」山田政平

昭和13 1938 8月 第26巻 第8号
「一品七錢で出来る無駄なし支那料理」吉田誠一
「女学校テキスト　支那料理講座7」山田政平
「国民体位向上と支那料理」千葉芳子

昭和13 1938 9月 第26巻 第9号
「代用食品蝸牛と蛙支那料理」吉田誠一
「女学校テキスト　支那料理講座8」山田政平

昭和13 1938 10月
第26巻 第10
号

「代用品時代　臓物支那カロリー料理」吉田誠一
「女学校テキスト　支那料理講座9」山田政平

昭和13 1938 11月
第26巻 第11
号

「鯨肉支那料理」吉田誠一
「女学校テキスト　支那料理講座10」山田政平

昭和14 1939 3月 第27巻 第号
「共存共栄日滿支料理」花岡小夜子
「女学校テキスト　支那料理講座14」山田政平

昭和14 1939 4月 第27巻 第4号 「女学校テキスト　支那料理講座15」山田政平

昭和14 1939 5月 第27巻 第5号
「家庭卓簡易支那料理」中華料理第一楼
「女学校テキスト　支那料理講座16」山田政平

昭和14 1939 9月 第27巻 第9号
「随筆　臺灣たべもの記」井東憲
「支那惣菜料理講座」赤堀旺宏

昭和14 1939 10月
第27巻 第10
号

「支那家庭惣菜料理特選十四種」秋穂敬子

昭和15 1940 3月 第28巻 第3号 「無駄を出さぬ支那惣菜」大日本料理研究会

昭和15 1940 4月 第28巻 第4号
「傷病将士を犒ふ栄養支那一品料理」服部七朗
「ビタミンの多いもやしと蚕豆の支那惣菜」大日本料理料理研究会

昭和15 1940 5月 第28巻 第5号 「五月の魚類で和洋支のお惣菜」大日本料理研究会

昭和15 1940 6月 第28巻 第6号 「無駄のない栄養支那惣菜」服部七朗

昭和15 1940 8月 第28巻 第8号 「節米本位の栄養支那惣菜」服部七朗

昭和15 1940 9月 第28巻 第9号
「初秋の味覚健康支那料理」横浜博雅亭・鮑博公
「栄養満点秋の支那惣菜」大日本料理研究会

昭和16 1941 1月 第29巻 第1号 「北京の経済家庭料理」小粥あや子

昭和16 1941 4月 第29巻 第4号
「新体制下の支那料理講座　一」白石和正
「食道を探る支那の旅（2）支那の国民性」竹田胤久

昭和16 1941 5月 第29巻 第5号
「新体制下の支那料理講座　二」白石和正
「ロシヤの餃子」北林余志子
「在台湾タロツコ峡＜蓬莱島たべある記＞」茂木比呂志
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昭和16 1941 6月 第29巻 第6号 「食道を探る支那の旅（3）支那四千年を顧みて」竹田胤久

昭和16 1941 7月 第29巻 第7号 「食道を探る支那の旅（4）忘れてならぬ三つの姿」竹田胤久

昭和16 1941 8月 第29巻 第8号
「満州の一品料理」無九傅
「家庭で出来る涼しい支那料理」白石和正
「食道を探る支那の旅（5）大陸の資源（其一）」竹田胤久

昭和16 1941 9月 第29巻 第9号

「夏やせを回復する家庭栄養料理」服部七朗
「栄養本位の支那料理」
「飯店料理記」西村清次
「食道を探る支那の旅（6）　大陸の資源（其二）」竹田胤久

昭和16 1941 10月
第29巻 第10
号

「満州スケツチ行」三上千坊
「食道を探る支那の旅（7）支那の生活」竹田胤久

昭和16 1941 11月
第29巻 第11
号

「満州スケツチ行」三上千坊
「食道を探る支那の旅（8）南北の味」竹田胤久

昭和16 1941 12月
第29巻 第12
号

「支那栄養料理」楊家斉
「満州スケツチ行」三上千坊

昭和17 1942 1月 第30巻 第1号 「お正月のお惣菜に向く経済な支那料理」大日本料理研究会

昭和17 1942 2月 第30巻 第2号 「簡素な栄養支那料理」赤堀全子

昭和17 1942 3月 第30巻 第3号
「その日の材料で即席支那料理」赤堀全子
「食道を探る支那の旅（10）大陸の資源と調査（1）」竹田胤久

昭和17 1942 4月 第30巻 第4号 「食道を探る支那の旅（11）大陸の資源と調査（2）」竹田胤久

昭和18 1943 2月 第31巻 第2号 「満州開拓村の今昔」湯浅勝衛

昭和27 1952 4月 第34巻 第4号 「春の中華一品料理」大日本料理研究会

昭和27 1952 8月 第34巻 第8号 「八月の中華料理」大日本料理研究会

昭和27 1952 9月 第34巻 第9号
【特集】「中華精進料理」大日本料理研究会
「中華料理用語」研究会

昭和27 1952 11月
第34巻 第11
号

「拾壹月の中華料理」大日本料理研究会

昭和27 1952 12月
第34巻 第12
号

「忘年会向中華料理」大日本料理研究会

昭和
28

1953 2月 第35巻 第2号
【特集】「日華洋麺類料理」大日本料理研究会
「栄養豊富な中華卓料理」大日本料理研究会

昭和29 1954 7月 第36巻 第7号 「即席中華料理」森島あや

昭和
32

1957 1月 第39巻 第1号 「中華風餅料理」森島あや

昭和
32

1957 2月 第39巻 第2号 「季節の惣菜料理」赤堀全子

昭和
32

1957 3月 第39巻 第3号 「惣菜向中華料理」森島あや

昭和
32

1957 4月 第39巻 第4号 「補精中華一品菜単」

昭和
32

1957 5月 第39巻 第5号 「季節の栄養惣菜」赤堀全子

昭和
32

1957 6月 第39巻 第6号 「上海料理」森島あや

昭和
32

1957 7月 第39巻 第7号 「初夏の中華料理」森島あや

昭和
32

1957 9月 第39巻 第9号 「中華料理」森島あや

昭和
32

1957 11月
第39巻 第11
号

【特集】「魚介と野菜の中華料理」大日本料理研究会
「季節の栄養惣菜」赤堀全子

昭和
32

1957 12月
第39巻 第12
号

【特集】「温まる日華鍋料理」大日本料理研究会
「お手軽な中華料理」森島あや

昭和33 1958 1月 第40巻 第1号 「家庭宴会向中華料理」森島あや

昭和33 1958 2月 第40巻 第2号 【特集】「中華肉類料理」大日本料理研究会

昭和33 1958 5月 第40巻 第5号 「季節の中華総菜料理」赤堀全子

昭和33 1958 7月 第40巻 第7号
「七月の中華総菜料理」赤堀全子
「日華洋季節料理」茅根進治
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昭和33 1958 9月 第40巻 第9号
「中華料理用語」研究会
「初秋の和洋料理」

昭和33 1958 10月
第40巻 第10
号

「秋の宴会向中華料理」

昭和33 1958 11月
第40巻 第11
号

「季節向中華料理」森島あや
「季節の栄養料理」赤堀全子

昭和34 1959 1月 第41巻 第1号 「中華料理」森島あや

昭和34 1959 3月 第41巻 第3号 「栄養満点中華料理」森島あや

昭和34 1959 4月 第41巻 第4号 「季節の中華料理」赤堀全子

昭和34 1959 5月 第41巻 第5号 「あっさりした中華料理」森島あや

昭和34 1959 6月 第41巻 第6号 「初夏の中華料理」大日本料理研究会

昭和34 1959 7月 第41巻 第7号 「季節の中華総菜料理」赤堀全子

昭和34 1959 8月 第41巻 第8号 「夏向中華料理」森島あや

昭和34 1959 9月 第41巻 第9号 「中華料理」森島あや

昭和34 1959 12月
第41巻 第12
号

「季節の中華料理」赤堀全子

昭和
35

1960 2月 第42巻 第2号 「惣菜向中華料理」森島あや

昭和
35

1960 3月 第42巻 第3号 「すぐ出来る中華料理」森島あや

昭和
35

1960 5月 第42巻 第5号 「季節の中華料理」赤堀全子

昭和
35

1960 6月 第42巻 第6号 「即席中華料理」大日本料理研究会

昭和
35

1960 7月 第42巻 第7号 「茄子を使った中華精進料理」大日本料理研究会

昭和
35

1960 8月 第42巻 第8号 「季節の中華料理　三品」赤堀全子

昭和
35

1960 9月 第42巻 第9号 「中華料理　三種」大日本料理研究会

昭和
35

1960 11月
第42巻 第11
号

「中華料理三品　かき料理」赤堀全子

昭和36 1961 2月 第43巻 第2号 「季節の中華料理　三品」赤堀全子

昭和36 1961 5月 第43巻 第5号 「季節の中華料理　三品」大日本料理研究会

昭和36 1961 6月 第43巻 第6号 「季節の中華料理」大日本料理研究会

昭和36 1961 8月 第43巻 第8号 「季節の中華料理」大日本料理研究会

昭和36 1961 9月 第43巻 第9号 「お惣菜向中華料理」大日本料理研究会

昭和36 1961 10月
第43巻 第10
号

「客向中華料理」大日本料理研究会

昭和36 1961 11月
第43巻 第11
号

「中華料理三品」赤堀有宏

昭和36 1961 12月
第43巻 第12
号

「寒さ時に中華料理」大日本料理研究会

昭和37 1962 2月 第44巻 第2号
「独特の味中華風の鍋料理」林千鶴子
「家庭向中華料理のいろいろ」森島あや
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