
企画展示「ちば型食生活～図書館が応援します～」　主な展示資料

●一般資料
【図書】
No. タイトル 著者 出版者 出版年 請求記号 所蔵場所

食生活、食と農

1
地球の食卓  世界２４か国の家族の
ごはん

ﾋﾟｰﾀｰ・ﾒﾝﾂｪﾙ／著  ﾌｪｲ
ｽ・ﾀﾞﾙｰｼﾞｵ／著

ＴＯＴＯ出版 2006 3838/55 一般資料室

2
戦下のレシピ  太平洋戦争下の食を
知る

斎藤　美奈子／著 岩波書店 2002 38381/27 書庫

3 日本型食生活の歴史 安達　巌／著 新泉社 2004 38381/34 一般資料室

4
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 38381/35 一般資料室

5 非常の食  腹ガ減ッテモ戦ッタ末ニ
タルイピアセンター／編
集

タルイピアセンター 2007 38381/53 書庫

6
食の昭和史　あらためて日本人の食
の意味を

白井　貞／著 つくばね舎 2006 38381/93 東部

7 日本ＦＯＯＤ紀 古田　ゆかり／著 ダイヤモンド社 2008 38381/107 東部

8 オールカラー世界台所博物館 宮崎　玲子／著 柏書房 2009 3839/21 一般資料室

9 食生活データ総合統計年報　２００２
生活情報センター／編
集

生活情報センター 2002 4985/21/02 一般資料室

10
中学生・高校生の食生活データブック
２００２年版

食品流通情報センター
／編集

食品流通情報セン
ター

2001 4985/30/02 一般資料室

11
食卓から地球環境がみえる　食と農
の持続可能性

湯本　貴和／編 昭和堂 2008 4985/109 東部

12
暮らしの中の栄養学　沖縄型食生活
と長寿

尚　弘子／著 ボーダーインク 2008 4985/112 東部

13 食料の世界地図
Erik Millstone/［著］，
Tim Lang/［著］

丸善 2009 6113/29 一般資料室

14 現代の食と農をむすぶ 樫原　正澄／著 大月書店 2006 6121/77 東部

15
食の健康・手作り志向を探る　調査
研究報告書

日経産業消費研究所 2006 67397/42 東部

食文化、食品関係企業社史

16
「うつわ」を食らう　日本人と食事の文
化

神崎　宣武／著 日本放送出版協会 1996 3838/3 書庫

17 美食の歴史
アントニー・ローリー／
著

創元社 1996 3838/8 書庫

18 江戸の庶民が拓いた食文化 渡邉　信一郎／著 三樹書房 1996 3838/21 書庫

19 世界食文化図鑑　食物の起源と伝播
メアリ・ドノヴァン／原著
監修

東洋書林 2003 3838/46 一般資料室

20 食いしん坊の食文化論 森實　孝郎／著 市場経済研究所 2006 38381/91 東部

21 カゴメ１００年史  本編・資料編
社会対応室１００周年企
画グループ／編集

カゴメ 1999 58806/5/1～2 書庫

22
日清食品５０年史  １９５８－２００８
［１］～［３］

日清食品株式会社社史
編纂ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ／編集

日清食品 2008 58806/6/1～3 書庫

23
味の素グループの百年  新価値創造
と開拓者精神

［味の素／編］ 味の素 2009 58806/7 書庫

24 キッコーマン株式会社八十年史
キッコーマン株式会社
／編集

キッコーマン 2000 5886/4 書庫

25
尾州半田発  200th anniversary of
founding

ﾐﾂｶﾝｸﾞﾙｰﾌﾟ創業200周年記
念誌編纂委員会/編集 ミツカングループ本社 2004 5886/7 書庫

食育

26 子どもの栄養・食教育ガイド 坂本　元子／編集 医歯薬出版 2001 37497/6 一般資料室

27
企業とつくる食育　子どもが変わる成
果がみえる

藤川　大祐／編 教育同人社 2007 37497/8 一般資料室

28
ぎょしょく教育　愛媛県愛南町発水産
版食育の実践と提言

若林　良和／編著 筑波書房 2008 37497/9 一般資料室

29 こどもの食教育　１ 山崎　文雄／著 第一出版 1996 37614/6/1 一般資料室

30 こどもの食教育　２ 山崎　文雄／著 第一出版 1998 37614/6/2 一般資料室

31 こどもの食教育　３ 山崎　文雄／著 第一出版 2000 37614/6/3 一般資料室
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32
保育所における食育に関する調査研
究報告書　平成２０年度

日本保育協会 2009 37614/14/08 一般資料室

33
保育所における食育の計画づくりガ
イド

保育所における食育計
画研究会／編

児童育成協会児童給
食事業部

2008 37614/19 一般資料室

34 食物アレルギーと食育 上田　伸男／共著 少年写真新聞社 2001 49393/43 一般資料室

35
保健・医療・教育に携わる人のため
の食育入門　健康教育に必要な知識
と心得

根岸　宏邦／著 メディカ出版 2007 4985/36 一般資料室

36 食育白書　平成２１年版 内閣府／編集 内閣府 2009 4985/37/09 一般資料室

37 事例で学ぶ食育と健康
木村　友子／編著  西堀
すき江／編著  加賀谷
みえ子／［ほか］共著

建帛社 2008 4985/40 一般資料室

38 図解食育　ほしいデータがすぐ見つか藤沢　良知／著 全国学校給食協会 2007 4985/104 東部

39
食育うんちく事典　「さかな」と「うお」
の違いはなに？

大塚　滋／著 健学社 2008 4985/111 東部

40
イラスト版食材図鑑　子どもとマス
ターする＜旬＞＜栄養＞＜調理法＞

赤堀栄養専門学校／編 合同出版 2005 49852/4 一般資料室

41 食育に役立つ調理学実習 西堀　すき江／編著 建帛社 2007 596/27 一般資料室

食・栄養と健康

42
Ｈｅａｌｔｈ　＆　ｍｅａｔ　’０８　健康なか
らだづくりに食肉の栄養を

平成十八年度「食肉と健
康に関するフォーラム」委
員会／［編］

日本食肉消費総合セ
ンター

［2009］ 4985/12/08 一般書庫

43
ストレス時代を生き抜く  多様で複雑
な現代社会の食と健康について考え

日本食肉消費総合セ
ンター

2007 49839/5 西部

44
望ましい成長期の食生活  胎児期か
ら、思春期まで

日本食肉消費総合セ
ンター

2004 4985/270 西部

45 日本の食を科学する 酒井　健夫／編 朝倉書店 2008 4985/288 西部

46
食事バランスガイド　厚生労働省・農
林水産省決定

第一出版編集部／編 第一出版 2005 4985/97 東部

47
五訂増補食品成分表　2009　本表編,
資料編

香川　芳子／監修 女子栄養大学出版部 2008 49851/23/09 一般資料室

48
ミドルエイジの食生活  働きざかりを
乗り切るための理想の食事と生活習

日本食肉消費総合セ
ンター

2005 49858/22 一般資料室

49
栄養食事療法シリーズ  ８　成人期の
疾患と栄養食事療法

渡邉　早苗／ほか編 建帛社 2009 49858/27/8 一般資料室

50
高齢者の食生活を考える　サクセス
フルエイジングのための理想の食事

日本食肉消費総合セ
ンター

2006 49859/10 一般資料室

51
心・栄養・食べ方を育む乳幼児の食
行動と食支援

巷野　悟郎／監修 医歯薬出版 2008 49859/17 東部

52 現代社会における食・環境・健康 陽　捷行／編著 養賢堂 2006 6104/21 一般資料室

日本の伝統食、郷土料理

53
お雑煮１００選　全国から集めた伝統
の味

文化庁文化財部伝統
文化課

2005 38381/38 一般資料室

54 伝承写真館日本の食文化　4 農文協／編集 農山漁村文化協会 2006 38381/47/4 一般資料室

55 ４７都道府県・伝統食百科 成瀬　宇平／著 丸善 2009 38381/113 東部

食の安全

56
ニッポン食の安全ランキング５５５  ２
００９－２０１０年版

マーティン・フリッド／著 講談社 2009 4985/42 一般資料室

57 食の安全と安心を守る
黒川　清／［ほか述］，
日本学術協力財団／編

日本学術協力財団 2005 49854/70 一般資料室

58
どうすれば食の安全は守られるのか
いま、食品企業に求められる品質保
証の考え方

米虫　節夫／編，奥田
貢司／著

日科技連出版社 2008 58809/30 東部

59
農業と食料がわかる事典　いまとこ
れからを読む

藤岡　幹恭／著，小泉
貞彦／著

日本実業出版社 2004 6104/18 一般資料室

60
食品・消費者・農業　食の安全・安心
と環境保全

東京弁護士会公害・
環境特別委員会

2005 6104/20 一般資料室

61 食料植民地ニッポン 青沼　陽一郎／著 小学館 2008 6113/49 東部

62 野菜が壊れる 新留　勝行／著 集英社 2008 626/51 東部

地産地消

63
地産地消と循環的農業　スローで持
続的な社会をめざして

三島　徳三／著 コモンズ 2005 6104/19 一般資料室
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64
農産物直売所発展のてびき  競争の
時代を生き抜く運営戦略

都市農山漁村交流活性
化機構／編

農山漁村文化協会 2005 61146/2 一般資料室

65
地産地消と地域再生  先進優良事例
に学ぶ

二木　季男／著 家の光協会 2008 61146/17 東部

66
農産物直売所　出品者の実践と心得
１００

勝本　吉伸／著 家の光協会 2009 61146/20 東部

【雑誌】
No. 出版者 所蔵場所

67 aff 農林水産省 新聞雑誌室

68 食農教育 農山漁村文化協会 新聞雑誌室

69 食と健康 日本食品衛生協会 新聞雑誌室

70 食育活動 農山漁村文化協会 新聞雑誌室

71 農耕と園芸 誠文堂新光社 新聞雑誌室

●千葉県資料
No. タイトル 著者 出版者 出版年 請求記号 所蔵場所

食育計画

72
元気な「ちば」を創る「ちばの豊かな
食卓づくり」計画  地域のちからで築
こう「ちば型食生活」

千葉県 2008 C498/70 千葉県資料室

73
ちばを知ろう  「食」を通して、ちばを
知り、ちばに愛着を持ち、ちばを誇り
に思い、ちばに暮らす喜びを実感しよ

千葉県／編集  千葉県
教育委員会／編集

千葉県 2008 C498/72 千葉県資料室

74 ちば食育ボランティア活動事例集
千葉県農林水産部安全
農業推進課／編集

千葉県農林水産部安
全農業推進課

2006 C498/73 千葉県資料室

学校教育関係

75 ちば・ふるさとの学び
「ちば・ふるさとの学び」
作成委員会／編集

千葉県教育委員会
（企画管理部教育政

2009
C29 / 63
J291 /ﾁﾊ

千葉県資料室
児童資料室

76 いきいきちばっ子  １・２ねんせいよう
千葉県教育庁教育振興
部学校保健課／編集

千葉県教育庁教育振
興部学校保健課

2006
C3749/17/1
J498/ｲｷ/1

千葉県資料室
児童資料室

77 いきいきちばっ子  ３・４年生用
千葉県教育庁教育振興
部学校保健課／編集

千葉県教育庁教育振
興部学校保健課

2006
C3749/17/2
J498/ｲｷ/2

千葉県資料室
児童資料室

78
いきいきちばっ子  Ｃｈｉｂａ　ｋｉｄｓ“ｓｈ
ｏｋｕ”ｎｏｔｅ  ５・６年生用

千葉県教育庁教育振興
部学校保健課／編集

千葉県教育庁教育振
興部学校保健課

2006
C3749/17/2
J498/ｲｷ/2

千葉県資料室
児童資料室

農林水産物

79 稲との語らい  私のコメづくり昭和史 野老昭代著 崙書房出版 1991 C08/F94/1-134 千葉県資料室

80 たべもの郷土史 中嶋　清一／著 うらべ書房 1994 C383/N34/1 千葉県資料室

81
ちば・いばらきふるさと野菜紀行  手
軽でおいしい献立１２０

川上　惠子／料理  三
ツ木　清／聞き書き

崙書房出版 1997 C596/1 千葉県資料室

82 旬・菜・記　千葉はうまい 高山　修一／著 崙書房出版 2009 C596/44 千葉県資料室

83
千葉　ふるさとの物産  地場産業とそ
の周辺

千葉県高等学校教育
研究会商業部会

[1984] C602/Ko94/1 千葉県資料室

84 千葉農林水産統計年報
関東農政局千葉農政
事務所

年刊 C605/N96T/1 千葉県資料室雑誌

85 千葉県農林水産業の動向 千葉県農林水産部 年刊 C605/ﾁ 千葉県資料室雑誌

86 千葉の園芸と農産 千葉県農林水産部 年刊 C61/N96/2 千葉県資料室雑誌

87 センサスからみた千葉の農業
関東農政局千葉統計情
報事務所／編集

関東農政局千葉統計
情報事務所

2001 C61/13 千葉県資料室

88 ちば直売所ガイドブック
千葉県農林水産部農
村振興課

2008 C6114/8 千葉県資料室

89
映りゆく故郷  八千代市農協創立３０
周年記念誌

八千代市農業協同組
合

1995 C6116/4 千葉県資料室 

90
村と都市を結ぶ三芳野菜  無農薬・
無化学肥料３０年

安全な食べ物をつくって
食べる会３０年史刊行

安全な食べ物をつくっ
て食べる会

2005 C6116/12 千葉県資料室 

91
海と大地に生きる  ２１世紀を担う農
林漁業者群像

千葉県農林水産部／企
画監修  千葉県農業改

千葉県 2001 C6117/2 千葉県資料室 

92
グラフでみる千葉県農業の担い手  ２
００５年農林業センサス結果等より

関東農政局千葉農政事
務所、関東農政局千葉

関東農政局千葉農政
事務所統計部

2007 C6117/9  千葉県資料室 

93 銚子の農業 銚子市 1999 C612/29 千葉県資料室 

94 安房地域農林業主産地ガイドブック 安房支庁産業課／編集
安房農林業振興協議
会

2000 C612/30 千葉県資料室 

1巻9号1946.10.01～

所蔵範囲タイトル

18巻4号（通巻199号）
1987.04.15～

（通巻132号）1998.08.01～

44巻9号（通巻525号）
2000.09.01～

1号（通巻221号）2006.03.01
～
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95 成田の農業 　平成１７年度 経済部農政課／編集 成田市 2007 C612/33/05 千葉県資料室 

96 千葉県農林業五十年の歩み 千葉県農林部 1996 C612/11 千葉県資料室

97 きらり千葉県農業
関東農政局千葉統
計・情報センター

2006 C612/52 千葉県資料室

98 ひと目でわかる君津地域の農林業
千葉県君津農林振興
センター

2008 C612/55/08 千葉県資料室 

99 戦後農業・農政史年表 千葉県農林部 1982 C612/N96/3 千葉県資料室

100
「ちばエコ農産物」を知っています
か？

千葉県農林水産部安
全農業推進課

[2008] C615/13 千葉県資料室

101
水稲奨励品種「ふさおとめ」の育成と
栽培技術の確立

千葉県農業試験場 2001 C616/9 千葉県資料室

102 千葉県稲作誌 千葉県農林部農産課 1986 C616/C42/7 千葉県資料室

103 青果物生産出荷統計（千葉県） 関東農政局 年刊 C621/N96/1 千葉県資料室雑誌

104 千葉県果樹のあゆみ
千葉県果樹園芸組合
連合会

1979 C625/KA23/1 千葉県資料室

105
千葉のやさい  農林統計組織創設５
０周年記念誌

関東農政局千葉統計情
報事務所／編集

関東農政局千葉統計
情報事務所

1997 C626/10 千葉県資料室

106
おいしい野菜や果物等の選び方  新
鮮！千葉ブランド

千葉県農林水産部農
業改良課

2006 C626/37/06 千葉県資料室

107 千葉県野菜園芸発達史
「千葉県野菜園芸発
達史」編さん会

1985 C626/C42/3 千葉県資料室

108 千葉県らっかせい百年誌 千葉県農林部農産課 1976 C626/R12/1 千葉県資料室

109 ちば魚〜きんぐ 京葉銀行 2003- C66/ﾁ 千葉県資料室雑誌

110 東京湾の漁業と資源　その今と昔
漁業情報サービスセ
ンター

2005 C662/7 千葉県資料室

111 イワシの話 平本　紀久雄／著 らくだ出版 1998
C664/4
J664/ﾋｷ

千葉県資料室
児童資料室

112
おいしく食べよう千葉のさかな　新鮮
丸ごと千葉のさかな

千葉県 ［2009］ C664/15/09 千葉県資料室

郷土料理

113
日本の食生活全集  １２  聞き書　千
葉の食事

「日本の食生活全集　千葉」
編集委員会／編集 農山漁村文化協会 1989

C383/N71/2
3838/N71/12

千葉県資料室
一般資料室

114
伝承写真館日本の食文化  ４　首都
圏  埼玉　千葉　東京　神奈川

農文協／編集 農山漁村文化協会 2006
C383/17
38381/47/4

千葉県資料室
一般資料室

115
すしが好き！サカナが好き！　平成２
０年度企画展

千葉県立房総のむら／
編集

千葉県立房総のむら 2008 C383/20 千葉県資料室

116
鯨のタレ  伝統食文化と房総の漁師
たち

山口　栄彦／著 多摩川新聞社 1999 C384/11 千葉県資料室

117 味のふるさと  １５  房総の味 角川書店 1978 C596/B66/1 千葉県資料室

118 房総のふるさと料理 千葉県農業改良協会 1982 C596/B66 /2-2 千葉県資料室

119 ふるさと料理ちばの味
千葉県農業改良協会／
編集

大和美術印刷株式会社
出版事業部うらべ書房

1992 C596/F94/2 千葉県資料室

120 九十九里に伝わるイワシ料理 三宅　敬子／著 土筆書房 1977 C596/MI76/1 千葉県資料室

121 あなたにもつくれる手巻ずし１００種 水野　衣音／著 コジマ印刷 1984 C596/MI96/1 千葉県資料室

122
楽しくつくる祭りずし  冠婚葬祭に心
のこもったおもてなし

龍崎　英子／編著 全国学校給食協会 1988 C596/R99/1 千葉県資料室

123
母と子の楽しい太巻き祭りずし作り方
教室  素敵な作品４６選

龍崎　英子／著 東京書店 1990 C596/R99/2 千葉県資料室

124
龍崎英子のあ～と太巻祭りすし  和
英対訳ビジュアル２０選

龍崎 英子／監修
日本教育事業振興協
会

1994 C596/R99/3 千葉県資料室

125 九十九里発イワシ料理 田村　清子／編 創森社 1995 C596 /TA82 /1 千葉県資料室

126
祭りずし・郷土ずし  わがふるさとの
自慢料理

龍崎英子／編著  杉崎幸子
／編著 全国学校給食協会 1988 C596/MA86/1 千葉県資料室

127
ちば・いばらきふるさと野菜紀行  手
軽でおいしい献立１２０

川上　惠子／料理  三
ツ木　清／聞き書き

崙書房出版 1997 C596/1 千葉県資料室

128
ふるさと四季の味  伝えたい母の味
改訂・増頁版

君津市連合婦人会／編
集

君津市連合婦人会 2009 C596/22/2 千葉県資料室

129
太巻き祭りずし新作フルレシピ集  楽
しいきれいおいしい

龍崎　英子／著  杉崎
幸子／著

東京書店 2005 C596/26 千葉県資料室

130
ゆめ半島千葉国体おもてなしレシピ
集

ゆめ半島千葉国体実行委員会・
ゆめ半島千葉大会実行委員会

ゆめ半島千葉国体実行委員
会・ゆめ半島千葉大会実行委
員会

2009 C596/48 千葉県資料室
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