
タイトル 著者名 出版社 出版年 背ラベル

食べるって何? 原田 信男／著 筑摩書房 2008 383/ハラ

ニッポンの肉食 田中 康弘／著 筑摩書房 2017 383/タナ

アワビって巻貝!? 河村 知彦／著 恒星社厚生閣 2012 484/カワ

カツオ・マグロのスーパーパワー 阿部 宏喜／著 恒星社厚生閣 2012 487/アベ

イワシ 渡邊 良朗／著 恒星社厚生閣 2012 487/ワタ

おいしくたべる 松本　仲子／監修 朝日新聞出版 2017 498/オイ

食べるってどんなこと? 古沢 広祐／著 平凡社 2017 498/フル

まるごといつもの食材 木村 義志／監修 学研教育出版 2011 498/マル

読む知る話すほんとうにあった食べものと命のお話 笠原 良郎／監修 講談社 2015 498/ヨム

保存食の大研究　⾧もちする食べもののひみつをさぐろう 中居 惠子／著 PHP研究所 2018 588/ナカ

農学が世界を救う! 生源寺 眞一／編著 岩波書店 2017 610/ノウ

カレーライスを一から作る 前田 亜紀／著 ポプラ社 2017 610/マエ

文明を変えた植物たち　コロンブスが遺した種子 酒井 伸雄／著 NHK出版 2011 615.0/タカ

イネという不思議な植物 稲垣 栄洋／著 筑摩書房 2019 616/イナ

知ろう食べよう世界の米 佐藤 洋一郎／著 岩波書店 2012 616/サト

ムギの大百科 吉田 久／編 農山漁村文化協会 2018 616/ムギ

おいしい穀物の科学　コメ、ムギ、トウモロコシからソバ、雑穀まで　 井上 直人／著 講談社 2014 616.1/イノ

新大陸が生んだ食物 高野 潤／著 中央公論新社 2015 616.6/タカ

小麦粉の科学 大楠 秀樹／著 日刊工業新聞社 2017 619.3/オオ

果物はどうして創られたか　 梅谷 献二／著 筑摩書房 1994 625/ウメ

日本の伝統野菜 板木 利隆／監修 岩崎書店 2015 626/ニホ

世界の不思議な野菜　これって食べられるの!?驚きの姿のひみつ 湯浅 浩史／著 誠文堂新光社 2014 626/ユア

まるごとわかるタマゴ読本 渡邊 乾二／著 農山漁村文化協会 2019 648.3/ワタ

わたしのウナギ研究 海部 健三／著 さ・え・ら書房 2013 664/カイ

昆布と日本人 奥井 隆／著 日本経済新聞出版社 2012 667.7/オク

ほか 山梨県立図書館

豊かな食物



タイトル 著者名 出版社 出版年 背ラベル

調べる!47都道府県　2017年改訂版　生産と消費で見る日本 こどもくらぶ／編 同友館 2017 602/ｼﾗ/2017

農は過去と未来をつなぐ 宇根 豊／著 岩波書店 2010 610/ｳﾈ

牧場・農場で働く人たち 大浦 佳代／著 ぺりかん社 2014 610/ｵｵ

農業者という生き方 藤井 久子／著 ぺりかん社 2014 610/ﾌｼﾞ

惣一じいちゃんの知っているかい?農業のこと 山下 惣一／著 家の光協会 2009 610/ﾔﾏ

13歳からの食と農 関根 佳恵／著 かもがわ出版 2020 611/ｾｷ

あきらめないことにしたの 堀米 薫／作 新日本出版社 2015 612/ﾎﾘ

未来へつなぐ食のバトン 大林 千茱萸／著 筑摩書房 2015 615/ｵｵ

知って納得!植物栽培のふしぎ 田中 修／著 日刊工業新聞社 2017 615/ﾀﾅ

アイガモがくれた奇跡 古野 隆雄／著 家の光協会 2012 616.2/ﾌﾙ

モンスターと呼ばれたリンゴふじ 小泉 光久／著 汐文社 2013 625/ｺｲ

夢のカンキツ清見 小泉 光久／著 汐文社 2014 625/ｺｲ

大粒ブドウの時代をつくった巨峰 小泉 光久／著 汐文社 2014 625/ｺｲ

ケンさん、イチゴの虫をこらしめる 谷本 雄治／著 フレーベル館 2020 626/ﾀﾆ

しあわせの牛乳 佐藤 慧／著 ポプラ社 2018 641/ｻﾄ

みつばち高校生　富士見高校養蜂部物語 森山 あみ／著 リンデン舎 2016 646.9/ﾓﾘ

いのちの食べかた 森 達也／著 理論社 2004 648/ﾓﾘ

魚と日本人　食と職の経済学　 濱田 武士／著 岩波書店 2016 661/ﾊﾏ

守ろう・育てよう日本の水産業 坂本 一男／監修 岩崎書店 2016 662/ﾏﾓ/3

さんりく海の勉強室 青山 潤／編 岩手日報社 2021 663/ｻﾝ

水産資源の研究開発　 飯田 貴次／[ほか著] 草土文化 2007 663/ｽｲ

タラの物語　世界をかえた魚 マーク・カーランスキー／文 BL出版 2001 664/ｶﾗ

塩のちから 尾方 昇／[著] 素朴社 2009 669/ｵｶﾞ

ほか

タイトル 著者名 出版社 出版年 背ラベル

SDGsでかんがえよう地球のごみ問題　2 井田 仁康／総合監修 童心社 2021 518/ｴｽ/2

ごみはどこへいく?ごみゼロ大事典  2・3 丸谷 一耕／共著 少年写真新聞社 2020 518/ｺﾞﾐ/

この星を救うために知っておくべき100のこと ローズ・ホール／[ほか]文 小学館 2021 519/ｺﾉ

持続的な社会を考える新しい環境問題　1 古沢 広祐／監修 金の星社 2021 519/ｼﾞｿﾞ/1

13歳からの環境問題　「気候正義」の声を上げ始めた若者たち　 志葉 玲／著 かもがわ出版　 2020 519/ｼﾊﾞ

はじめてのエシカル　人、自然、未来にやさしい暮らしかた　 末吉 里花／著 山川出版社 2016 519/ｽｴ

身近でできるSDGsエシカル消費　1･2･3 三輪 昭子／著 さ・え・ら書房 2019 519/ﾐﾜ

もったいない　対訳英文付 プラネット・リンク／編 マガジンハウス 2005 519/ﾓﾂ

産廃Gメンが見た食品廃棄の裏側 石渡 正佳／著 日経BP社 2016 588.0/ｲｼ

捨てられる食べものたち 井出 留美／著 旬報社 2020 611/ｲﾃﾞ

今日からなくそう!食品ロス　1･2･3 上村 協子／監修 汐文社 2020 611/ｷｮ

未来を変えるレストラン 小林 深雪／作 講談社 2021 611/ｺﾊﾞ

食品ロスの大研究 井出 留美／監修 PHP研究所 2019 611/ｼｮ

「いただきます」を考える 生源寺 眞一／著 少年写真新聞社 2019 611/ｼｮ

図解でわかる14歳から知る食べ物と人類の1万年史 インフォビジュアル研究所／著 太田出版 2021 611/ｽﾞｶ

「あまった食べ物」が農業を救う　ウンコと生ゴミを生かす循環社会　 山田 浩太／著 PHP研究所 2012 613.4/ﾔﾏ

がんばれ給食委員⾧ 中松 まるは／作 あかね書房 2018 913/ﾅｶ

ほか 山梨県立図書館

食品ロス

食物生産と生産者


