
学情センター２Ｆ企画展示

食べる         展示期間：2011.12.1～12.27

書名 巻号次 配置場所 請求記号

グルメ案内記 / 近藤裕子編. -- ゆまに書房, 2005.11. -- (コレクション・モダン都市文化 / 和
田博文監修 ; 13).

 3F開架新体系 081//C84//7366

哲学者の食卓 : 栄養学的理性批判 / ミシェル・オンフレイ [著] ; 幸田礼雅訳. -- 新評論,
1998.1.

 3F開架新体系 104//O65//1689

「食べる」思想 : 人が食うもの・神が喰うもの / 村瀬学著. -- 洋泉社, 2010.3.  3F開架新体系 141.74//MU57//8895

空腹について / 雑賀恵子著. -- 青土社, 2008.10.  3F開架新体系 141.74//SA17//0813

修道院の食卓 : 心と体においしい秘伝レシピ52 / ガブリエラ・ヘルペル著 ; ペーター・ゼー
ヴァルト編 ; 島田道子訳. -- 創元社, 2010.7. -- (修道院ライブラリー).

 3F開架新体系 198.25//H53//4448

アーミッシュの食卓 / 菅原千代志著. -- 丸善, 1999.5. -- (丸善ブックス ; 080).  3F開架新体系 198.93//SU28//8091

卑弥呼の食卓 / 大阪府立弥生文化博物館編. -- 吉川弘文館, 1999.8.  3F開架新体系 210.27//O73//0563

ヴァテル : 謎の男、そして美食の誕生 / ドミニク・ミッシェル著 ; 藤田真利子訳. -- 東京創元
社, 2001.1.

 3F開架新体系 289//MI13//0419

吉兆湯木貞一 : 料理の道 / 末廣幸代著. -- 吉川弘文館, 2010.12. -- (歴史文化ライブラリー
; 310).

 3F開架新体系 289//SU16//7712

イラクは食べる : 革命と日常の風景 / 酒井啓子著. -- 岩波書店, 2008.4. -- (岩波新書 ; 新
赤版 1125).

 4F新書版 302.273//SA29//3301

学校給食を考える : O157事件はなぜおきるのか / 雨宮正子 [ほか] 編. -- 青木書店,
1997.11.

 4F開架新体系 374.94//A42//0471

子供を救う給食革命 / 伏木亨, 北山敏和著. -- 新潮社, 2004.3.  4F開架新体系 374.94//F96//9293

ぼくらの学校給食 / 給食当番OB会編. -- 同文書院, 1995.3.  4F開架新体系 374.94//KY9//3949

食育ノウハウブック : 食を通して心とからだの健康づくり / 神奈川県栄養士会地域活動栄養士
協議会編. -- 健学社, 2006.4.

 4F開架新体系 374.97//KA43//6199

三國清三シェフの味覚の授業 : KIDSシェフ / 本多由紀子編・著. -- 小学館, 2004.7.  4F開架新体系 375.52//H84//0965

日本人の食事 / 塚崎進著. -- 岩崎書店, 1956.9. -- (写真でみる日本人の生活全集 / 渋沢
敬三, 金田一京助, 岸本英夫, 和歌森太郎監修 ; 1).

 B3生活科学 380.8//N

最古の料理 / ジャン・ボテロ著 ; 松島英子訳. -- 法政大学出版局, 2003.12. -- (りぶらりあ選
書).

 4F開架新体系 383.8//B66//6889

食べる人類誌 : 火の発見からファーストフードの蔓延まで / フェリペ・フェルナンデス=アルメス
ト著 ; 小田切勝子訳. -- 早川書房, 2003.7.

 4F開架新体系 383.8//F21//0804

世界 食事の歴史 : 先史から現代まで / ポール・フリードマン編. -- 東洋書林, 2009.11.  4F開架新体系 383.8//F46//4353

食文化から社会がわかる! / 原田信男 [ほか] 著. -- 青弓社, 2009.10. -- (青弓社ライブラリー
; 60).

 4F開架新体系 383.8//H32//4222

美味しい料理の哲学 / 廣瀬純[著]. -- 河出書房新社, 2005.10. -- (シリーズ道徳の系譜).  4F開架新体系 383.8//H72//2891

食卓文明論 : チャブ台はどこへ消えた? / 石毛直道著. -- 中央公論新社, 2005.4. -- (中公
叢書).

 4F開架新体系 383.8//I73//6621

食べる風景 / 磯部真理著. -- 三嶺書房, 1990.7.  4F開架新体系 383.8//I85//7705

料理をするとはどういうことか : 愛と危機 / ジャン=クロード・コフマン [著] ; 保坂幸博, マリーフ
ランス・デルモン訳. -- 新評論, 2006.7.

 4F開架新体系 383.8//KA89//2707

比較食文化論 : 文化人類学の視点から / 荒川正也[ほか]共著 ; 河合利光編著. -- 建帛社,
2000.2.

 4F開架新体系 383.8//KA93//9063

だしの秘密 : みえてきた日本人の嗜好の原点 / 河野一世著. -- 建帛社, 2009.9. -- (クッカ
リーサイエンス ; 002).

 4F開架新体系 383.8//KO76//4440

食の情報化 / 井上忠司責任編集. -- 味の素食の文化センター. -- (講座食の文化 ; 第5巻).  4F開架新体系 383.8//KO98//5814

サムライ使節団欧羅巴 (ヨーロッパ) を食す / 松本紘宇著. -- 現代書館, 2003.4.  4F開架新体系 383.8//MA81//0921

図説江戸料理事典 / 松下幸子著. -- : 新装版. -- 柏書房, 2009.9.  4F開架新体系 383.8//MA88//4305

地球の食卓 : 世界24か国の家族のごはん / ピーター・メンツェル, フェイス・ダルージオ著 ; み
つじまちこ訳. -- TOTO出版, 2006.5.

 4F開架大型本 L383.8//ME56//5394

ヌードルの文化史 / クリストフ・ナイハード著 ; シドラ房子訳. -- 柏書房, 2011.7.  4F開架新体系 383.8//N62//4803

食の世界地図 / 21世紀研究会編. -- 文藝春秋, 2004.5. -- (文春新書 ; 378).  4F新書版 383.8//N88//6116

虫食む人々の暮らし / 野中健一著. -- 日本放送出版協会, 2007.8. -- (NHKブックス ; 1091).  4F開架新体系 383.8//N95//5864

ラーメンの誕生 / 岡田哲著. -- 筑摩書房, 2002.1. -- (ちくま新書 ; 330).  4F新書版 383.8//O38//1061



書名 巻号次 配置場所 請求記号

食の500年史 / ジェフリー・M・ピルチャー著 ; 伊藤茂訳. -- NTT出版, 2011.3.  4F開架新体系 383.8//P65//0171

極北 / 岸上伸啓責任編集. -- 農山漁村文化協会, 2005.3. -- (世界の食文化 / 石毛直道監
修 ; 20).

 4F開架新体系 383.8//SE22//5858

肉食タブーの世界史 / フレデリック,J.シムーンズ [著] ; 香ノ木隆臣, 山内彰, 西川隆訳. -- 法
政大学出版局, 2001.12. -- (叢書・ウニベルシタス ; 709).

 4F開架新体系 383.8//SI6//9032

食文化 : 歴史と民族の饗宴 (シュンポシオン) / 常木晃編. -- 悠書館, 2010.3.  4F開架新体系 383.8//TS77//3650

被差別の食卓 / 上原善広著. -- 新潮社, 2005.6. -- (新潮新書 ; 123).  4F新書版 383.8//U36//8437

信長のおもてなし : 中世食べもの百科 / 江後迪子著. -- 吉川弘文館, 2007.10. -- (歴史文
化ライブラリー ; 240).

 4F開架新体系 383.81//E32//6533

長崎奉行のお献立 : 南蛮食べもの百科 / 江後迪子著. -- 吉川弘文館, 2011.2.  4F開架新体系 383.81//E32//9475

江戸の料理と食生活 : 日本ビジュアル生活史 / 原田信男編. -- 小学館, 2004.6.  4F開架大型本 L383.81//H32//0353

コメを選んだ日本の歴史 / 原田信男著. -- 文藝春秋, 2006.5. -- (文春新書 ; 505).  4F新書版 383.81//H32//1211

新編十代に何を食べたか / 平凡社, 未來社編. -- 平凡社, 2004.12. -- (平凡社ライブラリー ;
523 . offシリーズ).

 4F文庫版 383.81//H51//9465

日本の風土食探訪 / 市川健夫著. -- 白水社, 2003.12.  4F開架新体系 383.81//I14//6928

江戸の俳諧にみる魚食文化 / 磯直道著. -- 成山堂書店, 2006.6. -- (ベルソーブックス ;
024).

 4F開架新体系 383.81//I85//1927

江戸っ子はなぜ蕎麦なのか? / 岩崎信也著. -- 光文社, 2007.6. -- (光文社新書 ; 307).  4F新書版 383.81//I96//4057

くいもの : 食の語源と博物誌 / 小林祥次郎著. -- 勉誠出版, 2011.7.  4F開架新体系 383.81//KO12//4802

和食の力 / 小泉和子著. -- 平凡社, 2003.3. -- (平凡社新書 ; 174).  4F新書版 383.81//KO38//5627

日本の鯨食文化 : 世界に誇るべき"究極の創意工夫" / 小松正之 [著]. -- 祥伝社, 2011.6. -
- (祥伝社新書 ; 233).

 4F新書版 383.81//KO61//3085

カレーライスの誕生 / 小菅桂子著. -- 講談社, 2002.6. -- (講談社選書メチエ ; 243).  4F開架新体系 383.81//KO89//4080

「粉もん」庶民の食文化 / 熊谷真菜著. -- 朝日新聞社, 2007.9. -- (朝日新書 ; 065).  4F新書版 383.81//KU33//6601

日本料理の歴史 / 熊倉功夫著. -- 吉川弘文館, 2007.12. -- (歴史文化ライブラリー ; 245).  4F開架新体系 383.81//KU33//9276

明治西洋料理起源 / 前坊洋著. -- 岩波書店, 2000.7.  4F開架新体系 383.81//MA27//4211

『週刊NY生活』ニューヨークの日本食と食文化 / 松本紘宇著. -- 明石書店, 2010.7.  4F開架新体系 383.81//MA81//5800

和菓子ものがたり / 中山圭子著. -- 新人物往来社, 1993.12.  4F開架新体系 383.81//N45//7712

47都道府県・魚食文化百科 / 成瀬宇平著. -- 丸善出版, 2011.7.  4F開架新体系 383.81//N54//5444

日本の「行事」と「食」のしきたり / 新谷尚紀監修. -- 青春出版社, 2004.11. -- (プレイブックス
インテリジェンス).

 4F新書版 383.81//N71//5451

聞き書大阪の食事 / 「日本の食生活全集大阪」編集委員会編. -- 農山漁村文化協会,
1991.2. -- (日本の食生活全集 ; 27).

 4F開架新体系 383.81//N71//9822

夜食の文化誌 / 西村大志編著. -- 青弓社, 2010.1. -- (青弓社ライブラリー ; 62).  4F開架新体系 383.81//N84//7008

全日本「食の方言」地図 / 野瀬泰申著. -- 日本経済新聞社, 2003.12.  4F開架新体系 383.81//N97//7436

とんかつの誕生 : 明治洋食事始め / 岡田哲著. -- 講談社, 2000.3. -- (講談社選書メチエ ;
179).

 4F開架新体系 383.81//O38//8953

江戸のファーストフード : 町人の食卓、将軍の食卓 / 大久保洋子著. -- 講談社, 1998.1. --
(講談社選書メチエ ; 121).

 4F開架新体系 383.81//O54//1448

日本人のひるめし / 酒井伸雄著. -- 中央公論新社, 2001.3. -- (中公新書 ; 1579).  4F新書版 383.81//SA29//2591

「年中行事から食育」の経済学 / 佐々木輝雄著. -- 筑波書房, 2006.3.  4F開架新体系 383.81//SA75//4731

食文化と日本人 : グルメ時代のたしなみ / 生活文化研究所編著. -- 啓文社, 1993.12. -- (シ
リ-ズ ; 3).

 4F開架新体系 383.81//SE17//7696

戦前学生の食生活事情 / 上村行世編. -- 三省堂, 1992.11. -- (三省堂選書 ; 172).  4F開架新体系 383.81//SE75//2628

近世菓子製法書集成 / 鈴木晋一, 松本仲子編訳注. -- 1, 2. -- 平凡社, 2003.1-2003.2. --
(東洋文庫 ; 710, 713).

 4F開架新体系 383.81//SU96//1927

馬琴の食卓 : 日本たべもの史譚 / 鈴木晋一著. -- 平凡社, 2001.8. -- (平凡社新書 ; 102).  4F新書版 383.81//SU96//6503

食べかた上手だった日本人 : よみがえる昭和モダン時代の知恵 / 魚柄仁之助著. -- 岩波書
店, 2008.10.

 4F開架新体系 383.81//U79//1996
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ニッポンの縁起食 : なぜ「赤飯」を炊くのか / 柳原一成, 柳原紀子著. -- 日本放送出版協会,
2007.6. -- (生活人新書 ; 223).

 4F新書版 383.81//Y53//4052

西洋菓子彷徨始末 : 洋菓子の日本史 / 吉田菊次郎著. -- 朝文社, 1994.7.  4F開架新体系 383.81//Y86//7697

下級武士の食日記 : 幕末単身赴任 / 青木直己著. -- 日本放送出版協会, 2005.12. -- (生活
人新書 ; 165).

 4F新書版 383.8136//A53//9006

南大阪の伝統食 / 小林宏至編著. -- 大阪公立大学共同出版会, 2008.8. -- (OMUPブック
レット ; no.18 . 「堺・南大坂地域学」シリーズ ; 11).

 4F開架新体系 383.8163//KO12//9785

大阪食文化大全 / 笹井良隆編著. -- 西日本出版社, 2010.11.  4F開架新体系 383.8163//SA73//7607

韓国料理文化史 / 李盛雨著 ; 鄭大声, 佐々木直子訳. -- 平凡社, 1999.6.  4F開架新体系 383.821//L61//7172

中華料理の文化史 / 張競著. -- 筑摩書房, 1997.9. -- (ちくま新書 ; 124).  4F新書版 383.822//C52//0747

雲南・食と文化 : 日本と中国の架け橋 / 御膳房編. -- 東方書店, 2005.6.  4F開架新体系 383.8223//G74//9137

古代ローマの食卓 / パトリック・ファース著 ; 目羅公和訳. -- 東洋書林, 2007.5.  4F開架新体系 383.83//F11//3341

美食の歴史2000年 / パトリス・ジェリネ著 ; 北村陽子訳. -- 原書房, 2011.6.  4F開架新体系 383.83//G33//3346

拙者は食えん! : サムライ洋食事始 / 熊田忠雄著. -- 新潮社, 2011.4.  4F開架新体系 383.83//KU32//5316

ロンドン食の歴史物語 : 中世から現代までの英国料理 / アネット・ホープ [著] ; 野中邦子訳. -
- 白水社, 2006.3.

 4F開架新体系 383.8333//H86//1371

フランス料理と批評の歴史 : レストランの誕生から現在まで / 八木尚子著. -- 中央公論新社,
2010.10.

 4F開架新体系 383.835//Y15//7906

ルネサンス料理の饗宴 : ダ・ヴィンチの厨房から / デイヴ・デ・ウィット著 ; 須川綾子, 富岡由美
訳. -- 原書房, 2009.4.

 4F開架新体系 383.837//D67//7383

ファラオの食卓 : 古代エジプト食物語 / 吉村作治著. -- 小学館, 1992.12. -- (小学館ライブラ
リー ; 37).

 4F文庫版 383.842//Y91//7436

アメリカ食文化 : 味覚の境界線を越えて / ダナ・R.ガバッチア著 ; 伊藤茂訳. -- 青土社,
2003.3.

 4F開架新体系 383.853//G11//5555

アマゾン源流「食」の冒険 / 高野潤著. -- 平凡社, 2008.6. -- (平凡社新書 ; 425).  4F新書版 383.862//TA47//7444

アフタヌーン・ティの楽しみ : 英国紅茶の文化誌 / 出口保夫著. -- 丸善, 2000.10. -- (丸善ラ
イブラリー ; 329).

 4F新書版 383.889//D53//0255

イギリス紅茶事典 : 文学にみる食文化 / 三谷康之著. -- 日外アソシエーツ, 2002.5.  4F開架新体系 383.889//MI58//0236

「まつり」の食文化 / 神崎宣武著. -- 角川学芸出版. -- (角川選書 ; 382).  4F開架新体系 386.1//KA59//1030

クッキングに学ぶ化学 / 増井幸夫, 谷本幸子共著. -- 裳華房, 2005.4. -- (ポピュラーサイエ
ンス ; 270).

 3F開架新体系 430//MA67//7123

ヒトは食べられて進化した / ドナ・ハート, ロバート・W・サスマン著 ; 伊藤伸子訳. -- 化学同人,
2007.7.

 3F開架新体系 469.2//H33//5251

火の賜物 : ヒトは料理で進化した / リチャード・ランガム著 ; 依田卓巳訳. -- NTT出版,
2010.3.

 3F開架新体系 469.2//W92//9332

新・動物の「食」に学ぶ / 西田利貞著. -- 京都大学学術出版会, 2008.8. -- (学術選書 ;
037).

 3F開架新体系 481.78//N81//9548

カエルを釣る、カエルを食べる : 両生類の雑学ノート / 周達生著. -- 平凡社, 2004.3. -- (平
凡社新書 ; 217).

 4F新書版 487.85//SH99//2873

食餌の技法 / 鈴木晃仁, 石塚久郎編. -- 初版. -- 慶應義塾大学出版会, 2005.8. -- (身体
医文化論 ; 4).

 3F開架新体系 490.2//SU96//0877

食のクオリア / 茂木健一郎著. -- 青土社, 2006.6.  3F開架新体系 491.377//MO16//1963

美味の構造 : なぜ「おいしい」のか / 山本隆著. -- 講談社, 2001.8. -- (講談社選書メチエ ;
219).

 3F開架新体系 491.377//Y31//6296

食物アレルギーA to Z : 医学的基礎知識から代替食献立まで / 中村丁次 [ほか] 編. -- 第一
出版, 2010.11.

 3F開架新体系 493.14//N37//8638

ふつうに食べたい : 拒食・過食のこころとからだ / 野間俊一著. -- 昭和堂, 2003.6. -- (こころ
の健康を考える).

 3F開架新体系 493.74//N94//9781

世界一長寿な都市はどこにある? : 食・健康・ライフスタイル / 家森幸男著. -- 岩波書店,
2011.8.

 3F開架新体系 498.38//Y49//5780

知っていますか子どもたちの食卓 : 食生活からからだと心がみえる / 足立己幸, NHK「子ども
たちの食卓」プロジェクト著. -- 日本放送出版協会, 2000.2. -- (NHKスペシャル).

 3F開架新体系 498.5//A16//5633

家族の勝手でしょ! : 写真274枚で見る食卓の喜劇 / 岩村暢子著. -- 新潮社, 2010.2.  3F開架新体系 498.5//I94//4740

進化する日本の食 : 農・漁業から食卓まで / 共同通信社編. -- PHP研究所, 2009.7. -- (PHP
新書 ; 607).

 4F新書版 498.5//KY2//0414

フード・ウォーズ : 食と健康の危機を乗り越える道 / ティム・ラング, マイケル・ヒースマン著 ; 古
沢広祐, 佐久間智子訳. -- コモンズ, 2009.5.

 3F開架新体系 498.5//L24//8059

貧困肥満 : 下流ほど太る新階級社会 / 三浦展編著. -- 扶桑社, 2009.3. -- (扶桑社新書 ;
046).

 4F新書版 498.5//MI67//2151



書名 巻号次 配置場所 請求記号

食育が子どもを救う : 知識から知恵へ / 中井孝章著. -- 大阪公立大学共同出版会, 2005.8.
-- (OMUPブックレット ; No.3).

 3F開架新体系 498.5//N34//0968

崩食と放食 : NHK日本人の食生活調査から / NHK放送文化研究所世論調査部編. -- 日本
放送出版協会, 2006.12. -- (生活人新書 ; 205).

 4F新書版 498.5//N71//8956

雑食動物のジレンマ : ある4つの食事の自然史 / マイケル・ポーラン [著] ; ラッセル秀子訳. -
- 上, 下. -- 東洋経済新報社, 2009.11.

上 3F開架新体系 498.5//P77//4449

雑食動物のジレンマ : ある4つの食事の自然史 / マイケル・ポーラン [著] ; ラッセル秀子訳. -
- 上, 下. -- 東洋経済新報社, 2009.11.

下 3F開架新体系 498.5//P77//4450

太ったインディアンの警告 / エリコ・ロウ著. -- 日本放送出版協会, 2006.10. -- (生活人新書 ;
196).

 4F新書版 498.5//R78//6146

食育実践ハンドブック : 明日の授業で生かせるアイディア70 / 篠田信司, 原美津子, 長島和子
編. -- 第2版. -- 三省堂, 2009.3. -- (Sanseido Educational Library).

 3F開架新体系 498.5//SH66//3093

医食同源 : 食とからだ・こころ / 津金昌一郎編. -- ドメス出版, 2010.9. -- (食の文化フォーラ
ム ; 28).

 3F開架新体系 498.5//TS36//7559

脱コンビニ食! : 健康長者をめざす食生活のヒント / 山田博士著. -- 平凡社, 2003.9. -- (平凡
社新書 ; 197).

 4F新書版 498.5//Y19//3882

食ショック / 読売新聞「食ショック」取材班著. -- 中央公論新社, 2009.7.  3F開架新体系 498.5//Y81//4737

新ビジュアル食品成分表 : 食品解説つき / 新しい食生活を考える会編著. -- 新訂版. -- 大
修館書店, 2011.3.

 3F開架新体系 498.51//A94//0489

よい食事のヒント : 最新食品学と67のヘルシー・レシピ / 丸元淑生著. -- 新潮社, 2003.3. --
(新潮選書).

 3F開架新体系 498.51//MA55//4901

うま味の文化・UMAMIの科学 / 山口静子監修. -- 丸善, 1999.10.  3F開架新体系 498.51//U63//1952

生命と食 / 福岡伸一著. -- 岩波書店, 2008.8. -- (岩波ブックレット ; 736).  3F開架新体系 498.54//F82//3293

応用栄養学 : ライフステージからみた人間栄養学 / 森基子, 玉川和子, 澤純子著者代表. --
第9版. -- 医歯薬出版, 2010.3.

 3F開架新体系 498.55//SA93//9944

食育のためのおもしろ栄養学 : 知っておくとお得 / 樋廻博重著. -- 三重大学出版会, 2004.2.  4F新書版 498.583//H54//2890

正しく食べて健康に生きよう / 菅沼安嬉子著. -- 慶応義塾大学出版会, 2009.11.  3F開架新体系 498.583//SU25//4565

誰も知らないサプリメントの真実 / 高田明和著. -- 朝日新聞出版, 2009.6. -- (朝日新書 ;
183).

 4F新書版 498.583//TA28//9950

薬膳と中医学 / 徳井教孝 [ほか] 共著. -- 建帛社, 2003.9.  3F開架新体系 498.583//TO37//0782

毎日の食事が疲れに効く!抗疲労食 / 渡辺恭良[ほか]著. -- オフィス・エル.  3F開架新体系 498.583//W46//4792

高齢者に喜ばれる楽しい食事 : 福祉調理のメニューと調理 / 誠心学園, 日本食環境研究所編
著. -- 日本医療企画, 2002.11.

 3F開架新体系 498.59//SE19//7113

キッチンをつくる / 和田浩一, STUDIO KAZ著. -- 彰国社, 2007.9.  3F開架新体系 527.3//W12//6135

「バーモントカレー」と「ポッキー」 : 食品産業マーケティングの深層 / 岸本裕一, 青谷実知代
著. -- 農林統計協会, 2000.11.

 3F開架新体系 588.09//KI58//0602

「食」の地域ブランド戦略 / 関満博, 遠山浩編. -- 新評論, 2007.1.  3F開架新体系 588.09//SE24//0880

パンの歴史 : 世界最高のフランスパンを求めて / スティーヴン・L.カプラン著 : 吉田春美訳. -
- 河出書房新社, 2004.11.

 3F開架新体系 588.32//KA61//2242

虎屋和菓子と歩んだ五百年 / 黒川光博著. -- 新潮社, 2005.8. -- (新潮新書 ; 132).  4F新書版 588.36//KU74//0772

農家が教える発酵食の知恵 / 農文協編. -- 農山漁村文化協会, 2010.2.  3F開架新体系 588.51//N97//1836

料理のわざを科学する : キッチンは実験室 / Peter Barham著 ; 渡辺正, 久村典子訳. -- 丸
善, 2003.3.

 3F開架新体系 596//B21//5281

美味礼讃 / ブリア-サヴァラン著 ; 関根秀雄, 戸部松実訳. -- 上, 下. -- 岩波書店, 2005.8. -
- (ワイド版岩波文庫 ; 258-259).

上 3F開架新体系 596//B73//6135

美味礼讃 / ブリア-サヴァラン著 ; 関根秀雄, 戸部松実訳. -- 上, 下. -- 岩波書店, 2005.8. -
- (ワイド版岩波文庫 ; 258-259).

下 3F開架新体系 596//B73//4207

サンデ-きっちん / 江上トミ著. -- 毎日新聞社, 1963.  B3生活科学 596//E4/C1//4

私の食物誌 / 池田彌三郎著. -- 岩波書店, 1995.6. -- (同時代ライブラリー ; 226).  4F文庫版 596//I32//8408

いま蘇るブリア=サヴァランの美味学 / 川端晶子著. -- 東信堂, 2009.11.  3F開架新体系 596//KA91//6551

食のしごと : 作る|売る|演出する| / 日経事業出版社編. -- 日経事業出版社, 1999.12.  3F開架新体系 596//N73//5298

料理をおいしくする仕掛け : 日本の食べごと文化とフードデザイン / 奥村彪生著. -- 農山漁
村文化協会, 2006.3.

 3F開架新体系 596//O55//0737

世界の食卓 : 読んで美味しい食文化探訪 / 菅原明子著. -- 法研, 1994.12.  3F開架新体系 596//SU28//0312

ガストロノミ : 美食のための知識と知恵 / ジャン・ヴィトー著 ; 佐原秋生訳. -- 白水社, 2008.2.
-- (文庫クセジュ ; 921).

 4F新書版 596//V83//1335



書名 巻号次 配置場所 請求記号

午後のお茶 : 招くときの献立と作り方一五〇種 / 吉岡清子著. -- 婦人之友社, 1970.3. -- (新
しい生活を描くシリーズ ; 1).

 B3生活科学 596//Y//SHOKUHIN

すしの本 / 篠田統著. -- 岩波書店, 2002.11. -- (岩波現代文庫 ; 社会 ; 70).  4F文庫版 596.21//SH66//0584

船の料理人が選ぶ和食の定番 : 和英対訳 / 商船三井船舶部著 ; 商船三井広報室編. -- 改
訂版. -- 成山堂書店, 1998.1.

 3F開架新体系 596.21//SH96//9981

いのちの食紀行 : 1996年～1998年. -- やずや, 1998.7.  3F開架新体系 L596.22//I97//7065

アジアごはん紀行 / 向山昌子著. -- 晶文社, 1994.7.  3F開架新体系 596.22//MU27//0317

ベトナムごはんまるごと案内 / 岡村ゆかり著. -- 晶文社, 1998.11.  3F開架新体系 596.22//O43//0493

キムチの味 / ジョン・キョンファ著. -- 晶文社, 1993.12.  3F開架新体系 596.221//C53//0318

中国食探検 : 食の文化人類学 / 周達生著. -- 平凡社, 1994.5.  3F開架新体系 596.222//SH99//0319

ジェイン・オースティン料理読本 / マギー・ブラック,ディアドレ・ル・フェイ著 ; 中尾真理訳. --
晶文社, 1998.2.

 3F開架新体系 596.23//B52//5700

ディケンズとディナ-を : ディケンズの小説中の食べもの散歩 / セドリック・ディケンズ著 ; 石田
敏行,石田洋子訳. -- モ-リス・カンパニ-.

 7F新体系 596.23//D72//9931

メニューの読み方 : うんちく・フランス料理 / 見田盛夫著. -- 平凡社, 1998.2. -- (平凡社ライ
ブラリー ; 234).

 7F新体系 596.23//MI56//4652

フランス料理の歴史 / マグロンヌ・トゥーサン=サマ著 ; 太田佐絵子訳. -- 原書房, 2011.4.  3F開架新体系 596.23//TO76//1026

ロイヤル・レシピ : 英国王室料理 / ミシェル・ブラウン著 ; 井村君江訳. -- 筑摩書房, 1995.6.  3F開架新体系 596.233//B77//5252

デュマの大料理事典 / アレクサンドル・デュマ著 ; 辻静雄, 林田遼右, 坂東三郎編訳. -- 岩波
書店, 1993.11.

 3F開架新体系 596.235//D96//6471

魚料理のサイエンス / 成瀬宇平著. -- 新潮社, 1995.8. -- (新潮選書).  3F開架新体系 596.35//N54//6814

洋菓子はじめて物語 / 吉田菊次郎著. -- 平凡社, 2001.12. -- (平凡社新書 ; 121).  4F新書版 596.65//Y86//1047

食と農を学ぶ人のために / 祖田修, 杉村和彦編. -- 世界思想社, 2010.5.  4F開架新体系 610.4//SO15//3489

世界食糧ショック : 黒いシナリオと緑のシナリオ / ジャン=イヴ・カルファンタン著 ; 林昌宏訳. -
- NTT出版, 2009.10.

 4F開架新体系 611.3//C17//7818

ジェーン・グドールの健やかな食卓 / ジェーン・グドール, ゲリー・マカボイ, ゲイル・ハドソン著 ;
柳下貢崇, 田中美佳子訳. -- 日経BP社.

 4F開架新体系 611.3//G65//6156

食の共同体 : 動員から連帯へ / 池上甲一 [ほか] 著. -- ナカニシヤ出版, 2008.5.  4F開架新体系 611.3//I33//2723

世界の食料生産とバイオマスエネルギー : 2050年の展望 / 川島博之著. -- 東京大学出版会,
2008.5.

 4F開架新体系 611.3//KA97//5845

食の歴史と日本人 : 「もったいない」はなぜ生まれたか / 川島博之著. -- 東洋経済新報社,
2010.11.

 4F開架新体系 611.3//KA97//7378

食料の世界地図 / Erik Millstone, Tim Lang [著] ; 中山里美, 高田直也訳. -- 第2版. -- 丸
善, 2009.8.

 4F開架新体系 611.3//MI27//1618

フードバンクという挑戦 : 貧困と飽食のあいだで / 大原悦子著. -- 岩波書店, 2008.7.  4F開架新体系 611.3//O27//8576

食がわかれば世界経済がわかる / 榊原英資著. -- 文藝春秋, 2006.2.  4F開架新体系 611.3//SA31//7092

ジョゼット・シーランカップ1杯の給食が子どもを救う / ジョゼット・シーラン, 菊川怜著. -- 日本
放送出版協会, 2008.3. -- (NHK未来への提言).

 4F開架新体系 611.3//SH14//2887

食料自給率100%を目ざさない国に未来はない / 島崎治道著. -- 集英社, 2009.9. -- (集英社
新書 ; 0510B).

 4F新書版 611.3//SH45//3821

世界の食料ムダ捨て事情 / トリストラム・スチュアート著 ; 中村友訳. -- 日本放送出版協会,
2010.12. -- (地球の未来を考える).

 4F開架新体系 611.3//ST9//7956

食料を読む / 鈴木宣弘, 木下順子著. -- 日本経済新聞出版社, 2010.5. -- (日経文庫 ;
1215).

 4F新書版 611.3//SU96//1276

フード・マイレージ : あなたの食が地球を変える / 中田哲也著. -- 日本評論社, 2007.9.  4F開架新体系 611.32//N43//7313

アジアをめざす飽食ニッポン : 食料輸入大国の舞台裏 / 大塚茂著. -- 家の光協会, 2005.6.  4F開架新体系 611.48//O88//9320

金子勝の食から立て直す旅 : 大地発の地域再生 / 金子勝編著. -- 岩波書店, 2007.4.  4F開架新体系 611.7//KA53//7094

有機農業と遺伝子組換え食品 : 明日の食卓 / Pamela C. Ronald, Raoul W. Adamchak [著] ;
椎名隆 [ほか] 訳. -- 丸善出版, 2011.6.

 4F開架新体系 615.21//R66//4216

コシヒカリより美味い米 : お米と生物多様性 / 佐藤洋一郎著. -- 朝日新聞出版, 2010.6. --
(朝日新書 ; 241).

 4F新書版 616.21//SA85//3443

チョコレートの真実 / キャロル・オフ著 ; 北村陽子訳. -- 英治出版, 2007.9.  4F開架新体系 617.3//O19//6198

平安時代の納豆を味わう / 松本忠久著. -- 丸善プラネット.  4F開架新体系 619.6//MA81//0818



書名 巻号次 配置場所 請求記号

フルーツ・ハンター : 果物をめぐる冒険とビジネス / アダム・リース・ゴウルナー著 ; 立石光子
訳. -- 白水社, 2009.10.

 4F開架新体系 625//G61//3571

ドリアン-果物の王 : カラー版 / 塚谷裕一著. -- 中央公論新社, 2006.10. -- (中公新書 ;
1870).

 4F新書版 625.85//TS57//6892

なにわ大阪の伝統野菜 / なにわ特産物食文化研究会編著. -- 農山漁村文化協会, 2002.3.  4F開架新体系 626//N48//2220

47都道府県・地野菜/伝統野菜百科 / 成瀬宇平, 堀知佐子著. -- 丸善, 2009.11.  4F開架新体系 626//N54//5839

世界を変えた野菜読本 : トマト、ジャガイモ、トウモロコシ、トウガラシ / シルヴィア・ジョンソン著
; 金原瑞人訳. -- 晶文社, 1999.10.

 4F開架新体系 626.02//J64//1597

食べ物としての動物たち : 牛、豚、鶏たちが美味しい食材になるまで / 伊藤宏著. -- 講談社,
2001.8. -- (ブルーバックス ; B-1341).

 4F新書版 645//I89//5384

世界屠畜紀行 = The world's slaughterhouse tour / 内澤旬子著. -- 解放出版社, 2007.2.  4F開架新体系 648.22//U25//0077

どうする・どうなる口蹄疫 / 山内一也著. -- 岩波書店, 2010.10. -- (岩波科学ライブラリー ;
175).

 4F開架新体系 649.5//Y39//7067

きのこアラカルト / 福岡久雄著. -- 裳華房, 2003.8. -- (ポピュラーサイエンス ; 257).  4F開架新体系 657.82//F82//2252

飽食の海 : 世界からsushiが消える日 / チャールズ・クローバー著 ; 脇山真木訳. -- 岩波書
店, 2006.4.

 4F開架新体系 663.6//C79//0311

東大講座すしネタの自然史 / 大場秀章 [ほか] 著. -- 日本放送出版協会, 2003.11.  4F開架新体系 664//N71//6629

さしみの科学 : おいしさのひみつ / 畑江敬子著. -- 成山堂書店, 2005.10. -- (ベルソーブッ
クス ; 023).

 4F開架新体系 664.6//H41//2672

クジラは海の資源か神獣か / 石川創著. -- NHK出版, 2011.1. -- (NHKブックス ; 1172).  4F開架新体系 664.9//I76//9293

セブン-イレブンおでん部会 : ヒット商品開発の裏側 / 吉岡秀子著. -- 朝日新聞社, 2007.3. -
- (朝日新書 ; 034).

 4F新書版 673.868//Y92//1354

キッチン : レストランの文化誌 / ゲイリー・アラン・ファイン著 ; 藤澤美枝子,小池久恵,谷林眞理
子訳. -- 法政大学出版局, 2000.7.

 4F開架新体系 673.973//F27//4291

描かれた食卓 : 名画を食べるように読む / 磯辺勝著. -- 日本放送出版協会, 2007.3. -- (生
活人新書 ; 216).

 4F新書版 720.4//I85//1192

北大路魯山人という生き方 / 長浜功著. -- 洋泉社, 2008.2. -- (新書y ; 189).  4F新書版 751.1//N13//1579

モーツァルトの食卓 / 関田淳子著. -- 朝日新聞出版, 2010.12. -- (朝日選書 ; 873).  3F開架新体系 762.346//SE41//8582

ことばは味を超える : 美味しい表現の探究 / 瀬戸賢一編著. -- 海鳴社, 2003.2.  3F開架新体系 814//SE93//5527

きのこ文学大全 / 飯沢耕太郎著. -- 平凡社, 2008.12. -- (平凡社新書 ; 447).  4F新書版 902.09//I98//3558

文学と食 / 白百合女子大学言語・文学研究センター編. -- 芸林書房, 2004.7. -- (アウリオン
叢書 / 白百合女子大学言語・文学研究センター編 ; 02).

 3F開架新体系 904//SH87//7759

子どもの本と「食」 : 物語の新しい食べ方 / 川端有子, 西村醇子編. -- 玉川大学出版部,
2007.1.

 3F開架新体系 909//KA91//0166
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