
49 味覚の授業 内坂　芳美／著 東京：合同出版

50 北海道発農力最前線 加藤　淳／著 〔東京〕：キクロス出版

51 ＮＨＫためしてガッテン食育！ビックリ大図典 北折　一／著 京都：東山書房

52 おからはどこへ行った？ 五明　紀春／著 東京：女子栄養大学出版部

53 食の科学 鈴木　喜隆／編著 東京：成山堂書店

54 日本の食を科学する 酒井　健夫／編 東京：朝倉書店

55 服部幸応のはて・なぜ・どうしてたべものクイズ　１ 服部　幸応／著 東京：合同出版

56 服部幸応のはて・なぜ・どうしてたべものクイズ　２ 服部　幸応／著 東京：合同出版

57 服部幸応のはて・なぜ・どうしてたべものクイズ　３ 服部　幸応／著 東京：合同出版

函館市中央図書館
58 服部幸応のはて・なぜ・どうしてたべものクイズ　４ 服部　幸応／著 東京：合同出版

住所：函館市五稜郭町26‐1 　電話：0138(35)6800
開館時間：9:30‐20:00 　休館日：水

URL：http://www.lib‐hkd.jp/

59 服部幸応のはて・なぜ・どうしてたべものクイズ　５ 服部　幸応／著 東京：合同出版

展示期間　8/12（木）-9/14（火） 60 子どもの味覚を育てる ジャック・ピュイゼ／〔著〕 東京：紀伊国屋書店

展示冊数 182冊 61 食材の雑学大王 森泉　麻美子／著 東京：日本実業出版社

62 おとなの食育Ｑ＆Ａ１００ 若村　育子／著 東京：山海堂

1 台所科学（キッチンサイエンス）ワザいらずの料理のコツ 内田　麻理香／〔著〕 東京：角川ＳＳコミュニケーションズ 63 うまさ究める 伏木　亨／編著 京都：かもがわ出版

2 うまさのサイエンス 野崎　洋光／料理 東京：日本放送出版協会 64 おいしさの科学がよ～くわかる本 山野　善正／著 東京：秀和システム

3 絵本たのしい化学　１ 左巻　健男／監修 東京：合同出版 65 トウガラシ 岩井　和夫／編 東京：幸書房

4 身近な科学のはてな はてな委員会／編 東京：講談社ビーシー 66 危険な食品・安全な食べ方 天笠　啓祐／著 東京：緑風出版

5 三国清三シェフの味覚の授業 本多　由紀子／編・著 東京：小学館 67 納豆一日一パックの若返り術 早田　邦康／著 東京：グラフ社

6 わが輩は発酵仮面である！ 小泉　武夫／著 東京：東洋経済新報社 68 トコトンやさしいミネラルの本 谷腰　欣司／著 東京：日刊工業新聞社

7 バイオテクノロジー 苅宿　俊文／企画・文 東京：偕成社 69 食べ物はこうして血となり肉となる 中西　貴之／著 東京：技術評論社

8 講座〈感覚・知覚の科学〉　４ 内川　惠二／総編集 東京：朝倉書店 70 見てわかる！栄養の図解事典 中村　丁次／著 東京：ＰＨＰ研究所

9 食を育む 師岡　章／総監修 東京：フレーベル館 71 ビタミン＆ミネラルまるわかりＢＯＯＫ 安田　和人／監修 東京：永岡書店

10 伝統食の未来 岩田　三代／編 東京：ドメス出版 72 最新ビタミンブック 吉川　敏一／著 東京：主婦の友社

11 科学の扉をノックする 小川　洋子／著 東京：集英社 73 「賢く元気な子」を育てる食卓の力 カン　ボンス／著 東京：すばる舎

12 理科らしくない理科 小出　力／著 東京：裳華房 74 旬を食べる和食薬膳のすすめ 武　鈴子／著 東京：家の光協会

13 これだけは知っておきたい生きるための科学常識 左巻　健男／監修 東京：東京書籍 75 脳トレ教授川島隆太の脳は朝ごはんで決まる！ 小菅　陽子／料理 東京：ヴィレッジブックス

14 なぜ？なに？かんたんサイエンス 化学教育兵庫サークル／編 神戸：神戸新聞総合出版センター 76 昔ながらの健康食 東京：学研

15 科学・考えもしなかった４１の素朴な疑問 松森　靖夫／編著 東京：講談社 77 おいしい水の科学 佐藤　正／監修 東京：日刊工業新聞社

16 身近で発見スゴイ科学不思議な科学 吉村　忠与志／著 東京：技術評論社 78 トコトンやさしい粉の本 山本　英夫／著 東京：日刊工業新聞社

17 理科ができる子の育て方 宇治　美知子／著 東京：はまの出版 79 トコトンやさしいバイオエタノールの本 坂西　欣也／編著 東京：日刊工業新聞社

18 お父さんが理科をおしえてくれた！ 東京：経済界 80 トコトンやさしい生命工学の本 軽部　征夫／編著 東京：日刊工業新聞社

19 食べ物実験レシピ 左巻　健男／編著 東京：文一総合出版 81 食品加工学 森　孝夫／編 京都：化学同人

20 図解「物理」は図で考えると面白い 滝沢　美奈子／著 東京：青春出版社 82 つくってみよう加工食品 仲尾　玲子／著 東京：学文社

21 色とにおいの科学 パリティ編集委員会／編 東京：丸善 83 食と科学技術 舛重　正一／編 東京：ドメス出版

22 キッチンで体験レオロジー 尾崎　邦宏／著 東京：裳華房 84 砂糖の科学 橋本　仁／編 東京：朝倉書店

23 家の中の化学あれこれ 増井　幸夫／共著 東京：裳華房 85 ブレッド＆スイーツブック 東京：旭屋出版

24 日常生活の物質と化学 増井　幸夫／共著 東京：裳華房 86 秘伝発酵食づくり 林　弘子／著 東京：晶文社

25 化学のしくみ 米山　正信／著 東京：日本実業出版社 87 元気の源！日本の「発酵」食 東京：プレジデント社

26 身近な分子たち 板倉　聖宣／著 東京：仮説社 88 小泉武夫微生物が未来を救う ＮＨＫ「課外授業ようこそ先輩」制作グループ 名古屋：ＫＴＣ中央出版

27 トコトンやさしい水の本 谷腰　欣司／著 東京：日刊工業新聞社 89 乳酸菌 小崎　道雄／著 東京：八坂書房

28 日常の生物事典 田幡　憲一／〔ほか〕編 東京：東京堂出版 90 トコトンやさしい発酵の本 協和発酵工業（株）／編 東京：日刊工業新聞社

29 トコトンやさしいタンパク質の本 東京工業大学大学院生命理工学研究科／編 東京：日刊工業新聞社 91 和・発酵食づくり 林　弘子／著 東京：晶文社

30 コラーゲンの秘密に迫る 藤本　大三郎／著 東京：裳華房 92 ワインの科学 ジェイミー・グッド／著 東京：河出書房新社

31 赤ちゃんはスリッパの裏をなめても平気 堀内　勲／著 東京：ダイヤモンド社 93 ワイン博士のブドウ・ワイン学入門 山川　祥秀／著 東京：創森社

32 バクテリアのはなし 生田　哲／著 東京：日本実業出版社 94 シャンパン泡の科学 ジェラール・リジェ＝ベレール／著 東京：白水社

33 カビと酵母 小崎　道雄／編著 東京：八坂書房 95 お味噌のことが丸ごとわかる本 東京生活編集部／編 東京：枻出版社

34 トコトンやさしいカビの本 佐々木　正実／監修 東京：日刊工業新聞社 96 しょうゆの不思議 日本醤油協会／編 純正社

35 人を助けるへんな細菌すごい細菌 中西　貴之／著 東京：技術評論社 97 味噌 柴田書店／編 東京：柴田書店

36 遺伝子組み換え　食物編 天笠　啓祐／文 東京：現代書館 98 食品と乾燥 木村　進／監修 東京：光琳

37 グルメなサル香水をつけるサル 上野　吉一／著 東京：講談社 99 カソウケンへようこそ 内田　麻理香／著 東京：講談社

38 においを操る遺伝子 山崎　邦郎／著 東京：工業調査会 100 新しいごはん ウエダ家／著 東京：学陽書房

39 味とにおい グラハム・ベル／編 東京：フレグランスジャーナル社 101 『ガラスびん』で作る、おすそわけの保存食の本 東京：主婦と生活社

40 味のなんでも小事典 日本味と匂学会／編 東京：講談社 102 キッチンの悩み解決バイブル リアルシンプル　ジャパン／編 〔東京〕：日経ＢＰ社

41 おいしさの科学 山野　善正／編 東京：朝倉書店 103 酵母ごはん ウエダ家／著 東京：学陽書房

42 食と味覚 ネスレ栄養科学会議／監修 東京：建帛社 104 私の保存食ノート 佐藤　雅子／著 東京：文化出版局

43 感性バイオセンサ 都甲　潔／編著 東京：朝倉書店 105 科学でわかる料理のツボ 左巻　健男／著 東京：学研

44 味覚を科学する 都甲　潔／著 東京：角川書店 106 おばあちゃんが伝える台所知恵袋 沢　賀津子／著 東京：家の光協会

45 味覚と嗜好のサイエンス 伏木　亨／著 東京：丸善 107 おばあちゃんに聞いた保存食 城ノ内　まつ子／著 東京：文化出版局

46 食のクオリア 茂木　健一郎／著 東京：青土社 108 「こつ」の科学 杉田　浩一／著 東京：柴田書店

47 美味の構造 山本　隆／著 東京：講談社 109 料理なぜ、そうすると美味しくなるの？ 服部　幸応／監修 東京：河出書房新社

48 うおつか流大人の食育 魚柄　仁之助／著 東京：合同出版 110 料理のなんでも小事典 日本調理科学会／編 東京：講談社



111 調理以前の料理のギモン 渡辺　香春子／著 東京：講談社 171 食の未来を考える 大沢　勝次／著 東京：岩波書店

112 調理以前の料理の常識 渡辺　香春子／著 東京：講談社 172 植物バイテクの実際 大沢　勝次／編著 東京：農山漁村文化協会

113 調理以前の料理の常識　２ 渡辺　香春子／著 東京：講談社 173 植物・微生物バイテク入門 大沢　勝次／編著 東京：農山漁村文化協会

114 納豆力 渡辺　純子／著 東京：講談社 174 お米は、なぜ食べあきないの？ 山口　進／著 東京：アリス館

115 ２１世紀野菜をおいしく食べよう！ フルタニ　マサエ／監修 東京：河出書房新社 175 納豆はただものではない！ 樋口　清美／著 東京：アリス館

116 科学でわかるお菓子の「なぜ？」 中山　弘典／共著 東京：柴田書店 176 世界を変えた野菜読本 シルヴィア・ジョンソン／著 東京：晶文社

117 水が握る日本の食と農の未来 谷山　重孝／著 東京：家の光協会 177 トマトが野菜になった日 橘　みのり／著 東京：草思社

118 植物で未来をつくる 松永　和紀／著 京都：化学同人 178 どこへいったの？トマトのにおい 山口　進／著 東京：アリス館

119 図解よくわかる植物工場 高辻　正基／著 東京：日刊工業新聞社 179 おはようからおやすみまでの科学 佐倉　統／著 東京：筑摩書房

120 トウモロコシの科学 貝沼　圭二／編 東京：朝倉書店 180 バイオマスは地球環境を救えるか 木谷　収／著 東京：岩波書店

121 小池芳子の手づくり食品加工コツのコツ　１ 小池　芳子／著 東京：農山漁村文化協会 181 おいしさを科学する 伏木　亨／著 東京：筑摩書房

122 小池芳子の手づくり食品加工コツのコツ　２ 小池　芳子／著 東京：農山漁村文化協会 182 いのちをはぐくむ農と食 小泉　武夫／著 東京：岩波書店

123 小池芳子の手づくり食品加工コツのコツ　３ 小池　芳子／著 東京：農山漁村文化協会

124 小池芳子の手づくり食品加工コツのコツ　４ 小池　芳子／著 東京：農山漁村文化協会
公立はこだて未来大学情報ライブラリー125 小池芳子の手づくり食品加工コツのコツ　５ 小池　芳子／著 東京：農山漁村文化協会 住所：函館市亀田中野町116‐2 　電話：0138(34)6360

開館時間：9:00‐17:00　休館日：土・日・祝日

URL：http://library.fun.ac.jp/
126 農家が教える加工・保存・貯蔵の知恵 農文協／編 東京：農山漁村文化協会 開催期間　8/2（月）-8/31（火）

127 心と体に効くお茶の科学 小国　伊太郎／総監修 東京：ナツメ社 展示冊数　30冊
128 ヨーグルトの科学 細野　明義／著 東京：八坂書房

129 鹿肉食のすすめ Ｃ．Ｗ　ニコル／著 〔東京〕：自然環境研究センター（制作） 183 「食べもの神話」の落とし穴 : 巷にはびこるフードファディズム 高橋久仁子著 講談社

130 サバがマグロを産む日 刑部　真弘／監修 東京：つり人社 184 味と香りの話 栗原堅三著 岩波書店

131 だからイワシは体にいい！ 和田　俊／編著 東京：成山堂書店 185 食の方程式 : バランスのとれた食生活のすすめ 成瀬宇平, 間野実花著 丸善

132 ウナギの科学 小沢　貴和／著 東京：恒星社厚生閣 186 データブック食料 西川潤著 岩波書店

133 明太子開発史 今西　一／共著 東京：成山堂書店 187 農業という仕事 : 食と環境を守る 大江正章著 岩波書店

134 かまぼこの科学 岡田　稔／著 東京：成山堂書店 188 食糧問題ときみたち 吉田武彦著 岩波書店

135 魚の発酵食品 藤井　建夫／著 東京：成山堂書店 189 父の仕事を継ぐ自分の味をつくる 陳健一著 岩波書店

136 寒天・ところてん読本 松橋　鉄治郎／著 東京：農山漁村文化協会 190 いのちをはぐくむ農と食 小泉武夫著 岩波書店

137 塩の科学 橋本　寿夫／著 東京：朝倉書店 191 ひとりひとりの味 (よりみちパン!セ:28) 平松洋子著[ほか] 理論社

138 乳酸 八田　秀雄／著 東京：講談社 192 味覚・嗅覚 (講座「感覚・知覚の科学」:4) 近江政雄編集 朝倉書店

139 感性の起源 都甲　潔／著 東京：中央公論新社 193 食卓文明論 : チャブ台はどこへ消えた? (中公叢書) 石毛直道著 中央公論新社

140 旨いメシには理由（わけ）がある 都甲　潔／〔著〕 東京：角川書店 194 きょうも料理 : お料理番組と主婦葛藤の歴史 山尾美香著 原書房

141 人間は脳で食べている 伏木　亨／著 東京：筑摩書房 195 味覚と嗜好のサイエンス (京大人気講義シリーズ) 伏木亨著 丸善

142 味覚を磨く 服部　幸応／〔著〕 東京：角川書店 196 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

143 身近な“？”に答えます 東京：ニュートンプレス 197 崩食と放食 : NHK日本人の食生活調査から (生活人新書:205) NHK放送文化研究所世論調査部編 日本放送出版協会

144 科学との正しい付き合い方 内田　麻理香／〔著〕 東京：ディスカヴァー・トゥエンティワン 198 食の未来を考える (健康と食を問い直す生物学) 大澤勝次, 今井裕著 岩波書店

145 わかったぞ！おいしい水のひみつ 渡辺　一夫／著 東京：アリス館 199 亡食の時代 (扶桑社新書:004) 産経新聞「食」取材班著 産経新聞出版/扶桑社(発売)
146 水田を守るとはどういうことか 守山　弘／著 東京：農山漁村文化協会 200 ほんとうの「食の安全」を考える : ゼロリスクという幻想 (DOJIN選書:28) 畝山智香子著 化学同人

147 ＮＨＫきみもチャレンジ！健康タマゴ　第１巻 東京：光村教育図書 201 おいしさを科学する 伏木亨著 筑摩書房

148 カラダにいいものを食べよう マリリン・バーンズ／著 東京：晶文社 202 「こつ」の科学 : 調理の疑問に答える : 新装版 杉田浩一著 柴田書店

149 植物のくれた宝物 梅田　達也／著 東京：研成社 203 右手に包丁、左手に醤油 (文春文庫PLUS) 小山裕久著 文藝春秋

150 食と健康の科学 小沢　正昭／著 東京：研成社 204 味の歳時記 (同時代ライブラリー:244) 吉村公三郎著 岩波書店

151 食と文明の科学 小沢　正昭／著 東京：研成社 205 鮨 長山一夫文[ほか] ピエ・ブックス

152 食をコーディネートする 金子　佳代子／編著 東京：丸善 206 美味しい方程式 : 「分とく山」野崎洋光が説く 野崎洋光著 文化出版局

153 短命化が始まった 農文協文化部／著 東京：農山漁村文化協会 207 Meshi 福田浩著[ほか] ピエ・ブックス

154 脳を育てる食べもの・食べ方 食べもの文化研究会／編 東京：芽ばえ社 208 きつねうどん口伝 宇佐美辰一[述] 筑摩書房

155 中学生・高校生のための「おいしい」食育講座 服部　津貴子／著 東京：同友館 209 食料植民地ニッポン 青沼陽一郎著 小学館

156 うま味の文化・ＵＭＡＭＩの科学 山口　静子／監修 東京：丸善 210 たべものがたり : 食と環境7の話 Think the Earthﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ ダイヤモンド社

157 水野葉子のオーガニックノート 水野　葉子／著 東京：星の環会 211 「飢餓」と「飽食」 : 食料問題の十二章 (講談社選書メチエ:20) 荏開津典生著 講談社

158 栄養と遺伝子のはなし 佐久間　慶子／著 東京：技報堂出版 212 高校生レストラン、本日も満席。 村林新吾著 伊勢新聞社

159 絵本おもしろふしぎ食べもの加工　１ 生活環境教育研究会／編 東京：農山漁村文化協会

160 絵本おもしろふしぎ食べもの加工　２ 生活環境教育研究会／編 東京：農山漁村文化協会
函館工業高等専門学校図書館 住所：函館市戸倉町14‐1 　電話：0138(59)6314

開館時間：9:00‐17:00 （8/24以降は20:00まで。土：10：00‐16：00）
休館日：日・祝日、8/5‐8/17、8/21

URL：http://www.hakodate‐ct.ac.jp/~w‐gakujo/tosyo/libra_j.htm

161 絵本おもしろふしぎ食べもの加工　３ 生活環境教育研究会／編 東京：農山漁村文化協会

162 絵本おもしろふしぎ食べもの加工　４ 生活環境教育研究会／編 東京：農山漁村文化協会 展示期間 6/29（火）-8/31（火）
163 絵本おもしろふしぎ食べもの加工　５ 生活環境教育研究会／編 東京：農山漁村文化協会 展示冊数 16冊
164 うおつか流清貧の食卓 魚柄　仁之助／著 東京：農山漁村文化協会

165 台所で見つけた科学 粕川　照男／著 東京：研成社 213 たのしくわかる化学実験事典 左巻 健男 東京書籍

166 調理のサイエンス 川端　晶子／著 東京：柴田書店 214 図解身近なライフサイエンスの実験 西山 隆造 オーム社

167 おいしさをつくる「熱」の科学 佐藤　秀美／著 東京：柴田書店 215 うま味の誕生 : 発酵食品物語 柳田 友道 岩波書店

168 料理のわざを科学する Ｐｅｔｅｒ　Ｂａｒｈａｍ／著 東京：丸善 216 くらしと微生物 村尾 沢夫 培風館

169 子供の科学流安心料理 増尾　清／著 東京：誠文堂新光社 217 小学生のキッチンでかんたん実験60 : 親子で楽しく遊びながら、学べる! 佐藤 幹夫 学習研究社

170 子供の科学流手づくり食品 増尾　清／著 東京：誠文堂新光社 218 微生物が食べものをつくる 新国 佐幸 農山漁村文化協会

170 子供の科学流手づくり食品 増尾　清／著 東京：誠文堂新光社 219 もの食う人びと 辺見 庸 角川書店



220 コンビニ弁当16万キロの旅 : 食べものが世界を変えている コンビニ弁当探偵団 太郎次郎社エディタス
函館短期大学図書館221 食品・繊維工業 竹内 淳彦 岩崎書店

※函館短期大学図書館の資料は，北海道教育大学
附属図書館函館館で展示しています。

222 ミクロにひそむ不思議 : 電子顕微鏡で身近な世界を見る 牛木 辰男 岩波書店 展示期間　8/7（土）-8/19（木）・8/28（土）・8/29（日）

223 料理のなんでも小事典 : カレーはなぜ翌日に食べる方がおいしいの? 日本調理科学会 講談社 展示冊数　10冊
224 奇跡のリンゴ : 「絶対不可能」を覆した農家木村秋則の記録 石川 拓治 幻冬舎

225 たべものがたり : 食と環境7の話 Think the Earthﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ ダイヤモンド社 269 おいしさの科学辞典 山野善正　他 朝倉書店

226 おいしさを科学する 伏木 亨 筑摩書房 270 美味学 増成隆士・川端晶子 建帛社

227 食べるって何? : 食育の原点 原田 信男 筑摩書房 271 食品のおいしさの科学 石倉俊治 南山堂

228 ごはんのことばかり100話とちょっと 吉本 ばなな 朝日新聞出版 272 色から見た食品のサイエンス 髙宮和彦　他 サイエンスフォーラム

273 香りと暮らし 亀岡弘・古川靖 裳華房

函館大学図書館
274 味と匂いのよもやま話 高木雅行 裳華房

住所：函館市高丘町51‐1 　電話：0138(57)1181
開館時間：9:00‐20:00 (月：16:30まで。日：10:00‐20:00)

URL：http://www.hakodate‐u.ac.jp

275 食品と色 片山脩・田島眞 光琳

展示期間　8/17（火）-8/31（火） 276 匂いの科学 高木貞敬・渋谷達明 朝倉書店

展示冊数　40冊 277 調理科学 河野友美 化学同人

278 食を中心とした化学 北原重登　他 東京教学社

229 食べ物の科学 : 穀物・野菜・果物　（NHKブックス 445) 小島道也, 伊東正編著 日本放送出版協会

230 北海道の衣食と住まい　(北の生活文庫 5) 越野武 [ほか] 著 北海道
北海道教育大学附属図書館函館館231 人類の食文化　(講座食の文化 第1巻) 吉田集而責任編集 味の素食の文化ｾﾝﾀｰ 住所：函館市八幡町1‐2 　電話：0138(44)4231

開館時間：8:30‐22:00（土・日：10：00‐17：00）　休館日：8/20‐8/27
http://www.h‐lib.hak.hokkyodai.ac.jp/

232 日本の食事文化　(講座食の文化 第2巻) 熊倉功夫責任編集 味の素食の文化ｾﾝﾀｰ 展示期間 8/7（土）-8/29（日）
233 調理とたべもの　(講座食の文化 第3巻) 杉田浩一責任編集 味の素食の文化ｾﾝﾀｰ 展示冊数 11冊
234 家庭の食事空間　(講座食の文化 第4巻) 山口昌伴責任編 味の素食の文化ｾﾝﾀｰ

235 食の情報化　(講座食の文化 第5巻) 井上忠司責任編集 味の素食の文化ｾﾝﾀｰ 279 國譯本草綱目 李　時珍 春陽堂書店

236 食の思想と行動　(講座食の文化 第6巻) 豊川裕之責任編集 味の素食の文化ｾﾝﾀｰ 280 良い食品わるい食品 浅井　まり子 星の環会

237 食のゆくえ : 総目次・文献目録・総索引　(講座食の文化 第7巻) 田村眞八郎, 井上如責任編集 味の素食の文化ｾﾝﾀｰ 281 自然とからだ 浅井　まり子 星の環会

238 北海道の食 : その昔、我々の先人は何を食べていたか 村元直人著 幻洋社 282 キーワードで読み解く　現代の食 茂木　信太郎 農林統計協会

239 47都道府県・伝統食百科 成瀬宇平著 丸善 283 キッチンに1冊　たべもの薬箱 阿部　絢子 文化出版局

240 聞き書北海道の食事　(日本の食生活全集 1) 「日本の食生活全集北海道」編集委員会編 農山漁村文化協会 284 豆でつくる　たべもの教室④ 家庭科教育研究社連盟 大月書店

241 世界食文化図鑑 ｽｰｼﾞｰ･ﾜｰﾄﾞ[ほか]著 東洋書林 285 ことわざ読本 滑川　道夫 角川書店

242 「食」の記号学 : ヒトは「言葉」で食べる 五明紀春著 大修館書店 286 そらまめくんのベッド なかや　みわ 福音館書店

243 食の安全と環境 : 「気分のエコ」にはだまされない 松永和紀著 日本評論社 287 五訂　食品材料学 神立　誠、保井　忠彦 光生館

244 食・農・からだの社会学　(シリーズ環境社会学 5) 桝潟俊子,松村和則編 新曜社 288 朝日百科植物の世界4　種子植物　双子葉類 八尋　洲東 朝日新聞社

245 よくわかる食品業界　改訂版 芝崎希美夫, 田村馨著 日本実業出版社 289 植物の世界14　植物と人間の暮らし 八尋　洲東 朝日新聞社

246 しょうゆの不思議 : 世界を駆ける調味料 東成社編集・制作 日本醤油協会

247 生活ごよみ : 美しい日々,心くばり　春 入江相政 [ほか] 編 講談社
北海道大学水産学部図書館248 生活ごよみ : 美しい日々,心くばり　夏 入江相政 [ほか] 編 講談社 住所：函館市港町3‐1‐1 　電話：0138(40)5517

開館時間：9:00‐17:00　休館日：土・日、8/25‐8/27
URL：http://www.lib.hokudai.ac.jp/modules/tinyd156/

249 生活ごよみ : 美しい日々,心くばり　秋 入江相政 [ほか] 編 講談社 展示期間 8/16（月）-8/24（火）
250 生活ごよみ : 美しい日々,心くばり　冬 入江相政 [ほか] 編 講談社 展示冊数 57冊
251 生活ごよみ : 美しい日々,心くばり　正月 入江相政 [ほか] 編 講談社

252 いま食を考える 藤本玲子, 猪俣伸道編著 弘学出版 290 クジラは誰のものか 秋道智彌著 筑摩書房

253 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 291 定食学入門 柊二著 筑摩書房

254 食べ方で地球が変わる : フードマイレージと食・農・環境 山下惣一[ほか]編 創森社 292 日本の魚 : 系図が明かす進化の謎 / 上野輝彌, 坂本一男著 上野輝彌, 坂本一男著 中央公論新社

255 いつまでも食えると思うな : 農業と食料・現場からの警告 青木慧著 大月書店 293 Q&A食べる魚の全疑問 : 魚屋さんもビックリその正体 高橋素子著 講談社

256 酢の科学　(シリーズ《食品の科学》) 飴山實, 大塚滋編 朝倉書店 294 脳の栄養失調 : 脳とダイエットの危険な関係 高田明和著 講談社

257 酒の科学　(シリーズ《食品の科学》) 吉沢淑編 朝倉書店 295 プリオン説はほんとうか? : タンパク質病原体説をめぐるミステリー 福岡伸一著 講談社

258 米の科学　(シリーズ《食品の科学》) 石谷孝佑, 大坪研一編 朝倉書店 296 ビールの科学 : 麦とホップが生み出すおいしさの秘密 ｻｯﾎﾟﾛﾋﾞｰﾙ価値創造ﾌﾛﾝﾃｨｱ研究所編 講談社

259 ゴマの科学　(シリーズ《食品の科学》) 並木満夫 , 小林貞作編 朝倉書店 297 イカはしゃべるし、空も飛ぶ : 面白いイカ学入門 奥谷喬司著 講談社

260 茶の科学　(シリーズ《食品の科学》) 村松敬一郎編 朝倉書店 298 京都人だけが食べている 入江敦彦 [著] 光文社

261 小麦の科学　(シリーズ《食品の科学》) 長尾精一編 朝倉書店 299 旬のうまい魚を知る本 野村祐三 [著] 光文社

262 大豆の科学　(シリーズ《食品の科学》) 山内文男, 大久保一良編 朝倉書店 300 魚へん漢字講座 江戸家魚八著 新潮社

263 果実の科学　(シリーズ《食品の科学》) 伊藤三郎編 朝倉書店 301 面白南極料理人 西村淳著 新潮社

264 野菜の科学　(シリーズ《食品の科学》) 高宮和彦編 朝倉書店 302 世界マグロ摩擦! 堀武昭著 新潮社

265 乳の科学　(シリーズ《食品の科学》) 上野川修一編 朝倉書店 303 日本の食卓からマグロが消える日 星野真澄著 文藝春秋

266 肉の科学　(シリーズ《食品の科学》) 沖谷明紘編 朝倉書店 304 聞き書北海道の食事(日本の食生活全集 1) 「日本の食生活全集北海道」編集委員会編 農山漁村文化協会

267 魚の科学　(シリーズ《食品の科学》) 阿部宏喜, 福家眞也編 朝倉書店 305 聞き書青森の食事 (日本の食生活全集 2) 「日本の食生活全集青森」編集委員会編 農山漁村文化協会

268 海藻の科学　(シリーズ《食品の科学》) 大石圭一編 朝倉書店 306 聞き書アイヌの食事(日本の食生活全集 48) 萩中美枝 [ほか] 執筆 農山漁村文化協会

307 哺乳類 (海の動物百科　1) 大隅清治, 内田詮三訳 朝倉書店

308 魚類　(海の動物百科　2） 松浦啓一訳 朝倉書店

309 魚類　(海の動物百科　3） 松浦啓一訳 朝倉書店

310 無脊椎動物 (海の動物百科　4） 西川輝昭 [ほか] 訳 朝倉書店

311 無脊椎動物 (海の動物百科　5） 西川輝昭 [ほか] 訳 朝倉書店

312 深海魚 : 暗黒街のモンスターたち 尼岡邦夫著 ブックマン社



313 サメのおちんちんはふたつ : ふしぎなサメの世界 仲谷一宏著 築地書館

314 サケ学入門 : 自然史・水産・文化 阿部周一編著 北海道大学出版会

315 最新食物アレルギー 中村晋, 飯倉洋治編著 永井書店

316 魚貝類とアレルギー 塩見一雄著 成山堂書店

317 食品衛生学 (第2版) 一色賢司編 東京化学同人

318 食品汚染はなにが危ないのか : ニュースを読み解く消費者の科学 中西貴之, 藤本ひろみ著 技術評論社

319 食料輸入大国ニッポンの落とし穴 : 多角分析 小倉正行著 新日本出版社

320 ほんとうの「食の安全」を考える : ゼロリスクという幻想 畝山智香子著 化学同人

321 好きになる栄養学 : 食生活の大切さを見直そう 麻見直美, 塚原典子著 講談社

322 Our daily bread ﾆｺﾗｳｽ･ｹﾞｲﾊﾙﾀｰ [ほか] 新日本映画社

323 よくわかる食品業界 芝崎希美夫, 田村馨著 日本実業出版社

324 食品トレーサビリティシステム 新宮和裕, 吉田俊子著 日本規格協会

325 海の微生物の利用 : 未知なる宝探し 今田千秋著 成山堂書店

326 すし なれずし(聞き書ふるさとの家庭料理 1) 農山漁村文化協会編 農山漁村文化協会

327 夏のおかず (聞き書ふるさとの家庭料理 12) 農山漁村文化協会編 農山漁村文化協会

328 日本の朝ごはん(聞き書ふるさとの家庭料理 18) 農山漁村文化協会編 農山漁村文化協会

329 旬の地魚料理づくし 野村祐三著 講談社

330 フード・レジーム : 食料の政治経済学 ﾊﾘｴｯﾄ･ﾌﾘｰﾄﾞﾏﾝ著[ほか] コブシ書房

331 フード・セキュリティー : だれが世界を養うのか ﾚｽﾀｰ･ﾌﾞﾗｳﾝ著[ほか] ワールドウォッチジャパン

332 ゼロエミッションと新しい水産科学 三浦汀介著 北海道大学出版会

333 魚介類アレルゲンの科学 水産学シリーズ 塩見一雄, 佐伯宏樹編 恒星社厚生閣

334 生鮮マグロ類の高品質管理 水産学シリーズ 今野久仁彦[ほか] 恒星社厚生閣

335 日本人は魚を食べているか 秋谷重男著 北斗書房

336 さしみの科学 : おいしさのひみつ 畑江敬子著 成山堂書店

337 魚の旨さを味わいつくす 佐藤魚水 青春出版社

338 マグロの生産から消費まで 小野征一郎編著 成山堂書店

339 スルメイカの世界 : 資源・漁業・利用 有元貴文, 稲田博史共編 成山堂書店

340 イカ : その生物から消費まで 奈須敬二[ほか]共編著 成山堂書店

341 クジラは食べていい! 小松正之著 宝島社

342 ぜひ知っておきたい日本の水産養殖 : 人の手で育つ魚たち 中田誠著 幸書房

343 世界初!マグロ完全養殖 : 波乱に富んだ32年の軌跡 林宏樹著 化学同人

344 猫も知りたい魚の味 : 水産食品を科学する 鈴木たね子著 成山堂書店

345 水産食品の表示と目利き : 見極めのポイント 須山三千三 [ほか] 成山堂書店

346 明太子開発史 : そのルーツを探る 今西一, 中谷三男共著 成山堂書店

ロシア極東国立総合大学函館校図書室
住所：函館市元町14‐1 　電話：0138(26)6523

開館時間：9:00‐16:30　休館日：土・日、8/11‐13
URL：http://www.fesu.ac.jp/

展示期間　8/9（月）-8/31（火）

展示冊数　8冊

347 Ваши любимые блюда Сост.С.Паскебич МГП《Берен》
348 Школа Гастронома
349 Русское застолье Анатолий Аношин М.Колос
350 旅行者の朝食 米原　万里 文藝春秋社

351 世界の食文化19　ロシア 沼野　光義・沼野　恭子 農山漁村文化協会

352 読んで旅する歴史と文化　ロシア 原　卓也 新潮社

353 ユーラシアブックレット№8　ロシア料理・レシピとしきたり 荒木　瑩子 東洋書店

354 チーズの話（新潮選書） 新沼　杏二 新潮社
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