
 ２０１８年６月特集展示「見つめたい日本の食」

請求記号 書名 著者名 出版者名

212ヒ 卑弥呼の食卓 金関　恕 吉川弘文館

219カ 小松菜と江戸のお鷹狩り 亀井　千歩子 彩流社

J383ア 「和食」って何？ 阿古　真理 筑摩書房

B383ハ 和食とはなにか　旨みの文化をさぐる 原田　信男 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

383.8ア 朝めしの品格 麻生　タオ アスキー

383.8イ あっぱれ！日本のスローフード　昔っからのうまいもん 飯田　辰彦 淡交社

383.8ウ 台所に敗戦はなかった 魚柄　仁之助 青弓社

383.8エ 落語にみる江戸の酒文化 旅の文化研究所 河出書房新社

383.8オ 日本の食欲、世界で第何位？ 岡崎　大五 新潮社

383.8オ 江戸のファーストフード 大久保　洋子 講談社

383.8キ あのメニューが生まれた店 菊地　武顕 平凡社

383.8ク 日本料理の歴史 熊倉　功夫 吉川弘文館

383.8コ カレーライスの誕生 小菅　桂子 講談社

383.8チ ちゃぶ台の昭和 小泉　和子 河出書房新社

383.8テ 伝承写真館日本の食文化　４　首都圏 農文協 農山漁村文化協会

383.8ナ 戦国の食術 永山　久夫 学研パブリッシング

383.8ニ 日本人の「食」、その知恵としきたり 永山　久夫 海竜社
383.8ニ ニッポンの主婦１００年の食卓 主婦の友社 主婦の友社

383.8ノ 全日本「食の方言」地図 野瀬　泰申 日本経済新聞社

383.8ハ 和食と日本文化 原田　信男 小学館

383.8ハ ファッションフード、あります。 畑中　三応子 紀伊國屋書店

383.8フ ふりかけ　日本の食と思想 熊谷　真菜 学陽書房

383.8ワ 日本食生活史 渡辺　実 吉川弘文館

493.9キ 子どもを生活習慣病にしない食卓 北川　博敏 主婦の友社

J498ク うま味って何だろう 栗原　堅三 岩波書店
J498シ 食品添加物キャラクター図鑑 左巻　健男 日本図書センター
498.5ア 遺伝子組み換え食品入門　必要か不要か？安全か危険か？ 天笠　啓祐 緑風出版
498.5ア 危険な食品・安全な食べ方 天笠　啓祐 緑風出版
498.5イ 家族の勝手でしょ！ 岩村　暢子 新潮社
498.5カ コンビニ食と脳科学 加藤　直美 祥伝社
498.5カ 知らないと危ない！ズルい食品ヤバい外食 河岸　宏和 永岡書店
498.5シ 食の安心　何をどう守るのか　総力取材！ ＮＨＫスペシャル「日本新生」取材班 ＮＨＫ出版
498.5ス 「アメリカ小麦戦略」と日本人の食生活 鈴木　猛夫 藤原書店
498.5セ 生活防衛ハンドブック 小若　順一 講談社

498.5タ 日中食品汚染 高橋　五郎 文藝春秋
498.5タ 食品表示　食品表示法に基づく制度とその実際 田島　眞 建帛社
498.5ナ 本当にコワい？食べものの正体 中川　基 すばる舎リンケージ
498.5ナ トコトンやさしい食品添加物の本 仲村　健弘 日刊工業新聞社
498.5ニ 誰も知らない「無添加」のカラクリ 西島　基弘 青春出版社
498.5ニ 日本の食材図鑑　見て楽しい！読んでおいしい！ レジア 新星出版社
498.5ハ 子どもの「おいしい！」を育てる 浜　美枝 すばる舎
498.5モ もっと食品を知るために 暮しの手帖編集部 暮しの手帖社
498.5モ 消費者と「食」にかかわる人のための新しい食品表示がわかる本 森田　満樹 女子栄養大学出版部
498.5ヤ 日本の「食」は安すぎる 山本　謙治 講談社
498.5ワ プライベートブランド食品の危険度調べました 渡辺　雄二 三才ブックス
498.5ワ 食べるなら、どっち！？　不安食品見極めガイド 渡辺　雄二 サンクチュアリ出版
582ウ 日本懐かし自販機大全 魚谷　祐介 辰巳出版

588イ 産廃Ｇメンが見た食品廃棄の裏側 石渡　正佳 日経ＢＰ社
588ウ 食品偽装の歴史 ビー・ウィルソン 白水社
588オ 親子で行けるおいしい工場見学！ キョーハンブックス
588カ “食の安全”はどこまで信用できるのか 河岸　宏和 アスキー
588ク 日本全国「ローカル缶詰」驚きの逸品３６ 黒川　勇人 講談社
588サ 発酵食品の科学　第２版 坂本　卓 日刊工業新聞社
588シ 食品加工が一番わかる 永井　毅 技術評論社
588ニ 日本の味醤油の歴史 林　玲子 吉川弘文館
588ノ 農家が教える発酵食の知恵 農文協 農山漁村文化協会
588ハ 未開封の包装史 林　健男 ダイヤモンド・ビジネス企画
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588ヒ 冷凍食品入門　改訂増補版 比佐　勤 日本食糧新聞社
588ヒ おいしいものには理由（わけ）がある　 樋口　直哉 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
588ヤ 日本懐かし即席めん大全 山本　利夫 辰巳出版
588レ レトルト食品入門　改訂版 横山　理雄 日本食糧新聞社
596ツ もう一度食べたい　いまも食べられる昭和の味 津武　欣也 毎日新聞社
596テ 四季旬菜１００選 寺澤　正 日本電気協会新聞部
596.2ヒ 武士の食卓 緋宮　栞那 幻冬舎
596.2ム 長寿の国日本の伝統食 陸田　幸枝 小学館
596.8テ テーブルマナーの本　日本料理 日本観光協会 柴田書店
596.8ワ 「和食のきれい」マナー　箸づかいからはじめる 近藤　珠實 オレンジページ
611オ フードバンクという挑戦 大原　悦子 岩波書店
611カ 食の歴史と日本人　「もったいない」はなぜ生まれたか 川島　博之 東洋経済新報社
611コ コメの嘘と真実　新規就農者が見た、とんでもない世界！ 近正　宏光 角川マガジンズ
611ス 食料自給率の「なぜ？」 末松　広行 扶桑社
611ス 食の戦争　米国の罠に落ちる日本 鈴木　宣弘 文藝春秋
611ス 図解日本食料マップ 食料問題研究会 ダイヤモンド社
611ヨ 甦る農業　セミプレミアム農産物と流通改革が農業を救う 井熊　均 学陽書房
616ウ うまい米が食べたい！ 本当に美味しいごはんを食べる会 洋泉社
616オ マンガでわかる米の疑問 大坪　研一 ＳＢクリエイティブ
619シ 乾物入門　増補改訂５版 蔀　一義 日本食糧新聞社
626サ 有機野菜はウソをつく 齋藤　訓之 ＳＢクリエイティブ
626サ 江戸東京野菜 佐藤　勝彦 マガジンランド
626ム 昔野菜をつくろう！ 辰巳出版
628ミ 漬物入門　改訂版 宮尾　茂雄 日本食糧新聞社
641ヤ バターが買えない不都合な真実 山下　一仁 幻冬舎
648ア 侵略する豚 青沼　陽一郎 小学館
648ヨ 牛乳と日本人　新版 吉田　豊 新宿書房
650タ 割り箸はもったいない？　食卓からみた森林問題 田中　淳夫 筑摩書房
657ハ トチ餅は東京産　その味は遥かなる縄文とのきずな 濱屋　悦次 批評社
662コ 日本の食卓から魚が消える日 小松　正之 日本経済新聞出版社
662サ 日本人が知らない漁業の大問題 佐野　雅昭 新潮社
662フ 「江戸前」の魚はなぜ美味しいのか 藤井　克彦 祥伝社
662リ 漁師と水産業　漁業・養殖・流通の秘密 小松　正之 実業之日本社
666ナ ぜひ知っておきたい日本の水産養殖 中田　誠 幸書房
667ミ かつお節と日本人 宮内　泰介 岩波書店
672ミ 商店街はいま必要なのか　「日本型流通」の近現代史 満薗　勇 講談社
673カ 激安食品が３０年後の日本を滅ぼす！ 河岸　宏和 辰巳出版
675イ 築地魚河岸ことばの話 生田　與克 大修館書店
814ハ 食べる日本語 早川　文代 毎日新聞社
910オ 名作の食卓　文学に見る食文化 大本　泉 角川学芸出版
K1-38 小松菜の里 亀井　千歩子 彩流社

K1-62－ 小松菜力。　東京・江戸川区のおいしい魅力ガイドブック 江戸川区産業振興課農産係 江戸川区産業振興課
K1-62－ 小松菜力。　２０１６－１７　第３版 江戸川区産業振興課農産係 江戸川区産業振興課
K1-62 小松菜力　江戸川野菜でパワフル＆ビューティー 江戸川区産業振興課 江戸川区産業振興課
U21フ ＜ＤＶＤ＞プロジェクトＸ　魔法のラーメン８２億食の奇跡 ＮＨＫソフトウェア（発行）

U58カ ＜ＤＶＤ＞カンパイ！　世界が恋する日本酒 小西　未来 オデッサ・エンタテインメント
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