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No. 資料ID 簡易表示書誌 代表ISBN 請求番号 テーマ
1 011746467 “食の安全"はどこまで信用できるのか : 現場から見た品質管理の真実 / 河岸宏和著. -- アスキ9784756151353 588.09/Ka92/ 食の安全
2 011742208 「コンビニ食・外食」で健康になる方法 / 浅野まみこ著. -- 草思社, 2013.2. 9784794219572 498.583/A87 食の安全
3 011711833 日本の魚は大丈夫か : 漁業は三陸から生まれ変わる / 勝川俊雄著. -- NHK出版, 2011.9. -- (N9784140883600 661/Ka87 食の安全
4 011711167 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」取材班著. -- NHK出版9784140883709 498.54/N69 食の安全
5 011702249 楽しい昆虫料理 / 内山昭一著. -- ビジネス社, 2008.8. 9784828414409 596.3/U25 食の安全
6 011700874 食べ物の声を聴け! / 魚柄仁之助著. -- 岩波書店, 2011.4. 9784000237925 383.81/U79 食の安全
7 011688556 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. 9784103058526 498.5/I94/ 食の安全
8 011682957 なにを食べたらいいの? / 安部司 [著]. -- 新潮社, 2009.1. 9784103135715 498.519/A12/ 食の安全
9 011682591 逃げろ!隠せ!嘘をつけ! : これでいいのか食品衛生 / 村田隆司著. -- 共同文化社, 2010.6. 9784877391829 498.54 食の安全

10 011679468 イラスト食品の安全性 / 小塚諭編著 ; 小栗重行 [ほか] 著. -- 2刷. -- 東京教学社, 2010.4. 9784808260279 498.54 食の安全
11 011654155 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. 9784120040412 498.5 食の安全
12 011653981 食の安全・安心の実現に挑む : 秋川牧園物語 : 山口県 / 橋本崇夫 [ほか] 作画 ; 農林水産省中9784259583057 611.7 食の安全
13 011648856 食品の危害化学物質 : 問題と解説 / 塩見一雄著. -- 幸書房, 2009.4. 9784782103319 498.54 食の安全
14 011637579 食品テロにどう備えるか? : 食品防御の今とチェックリスト / 今村知明編著. -- 日本生活協同9784873322773 498.54 食の安全
15 011620706 いのちの食べかた / 森達也著. -- 理論社, 2004.11. -- (よりみちパン!セ ; 03). 465207803X 648.2 食の安全
16 011611847 食糧をまもろう / マーティン・ブラムウェル著 ; 近田文弘訳. -- 丸善, 2002.10. -- (ジュニア4621070037 519 食の安全
17 011604557 食の環境変化 : 日本社会の農業的課題 / 元木靖著. -- 古今書院, 2006.5. 4772240721 612.1 食の安全
18 011604531 お客に言えない食べ物の裏話 : そこが気になる決定版! / (秘)情報取材班編. -- 青春出版社, 2441300812X 596 食の安全
19 011579366 百年の食 : 食べる、働く、命をつなぐ / 渡部忠世著. -- 小学館, 2006.11. 4093876835 610.4/W45/ 食の安全
20 011579293 やさしくて正直な「食の作り手」たち / 浜美枝著. -- 家の光協会, 2006.2. 4259546856 619/H22/ 食の安全
21 011539577 死ぬための食事生きるための食事 / 笠岡さつき著. -- 星湖舎, 2004.11. 4921142750 498.54/Ka72/ 食の安全
22 011539569 「万病」虫くだし : 病気・バイ菌・寄生虫たちとの上手なつきあい方 / 藤田紘一郎著. -- 廣4331511049 498.04/F67/ 食の安全
23 011539101 トレーサビリティ : 食の安心と安全の社会システム / 梅沢昌太郎編著. -- 白桃書房, 2004.3. 4561651411 611.4 食の安全
24 011519711 悪魔の鍋 : 「食」のグローバル化が世界を脅かす / ハンス・ウルリッヒ グリム著 ; 花房恵子4259545957 498.54 食の安全
25 011439157 食の安全システムをつくる事典 : BSE問題以後の課題 / 藤原邦達著. -- 農山漁村文化協会, 24540021958 498.54/F68/ 食の安全
26 011736852 ぶたにく / 大西暢夫写真・文--東京 : 幻冬舎(発売) , 2010.1 9784344977204 645.5/O66 食の安全
27 011637358 おいしいハンバーガーのこわい話 / エリック・シュローサー, チャールズ・ウィルソン著 ; 9784794215871 498.5/Sc4/ 食の安全
28 011746157 北海道日本ハムファイターズの寮ごはん : おいしくて元気になる! / 日本ハム株式会社中央研9784796683296 596/H82/ 食の安全
29 011775220 ワンプレート de バランスごはん  / 帯広大谷短期大学編著. -- 中西出版, 2014.3. 9784891152949 596/O14/ 食の安全
30 011656263 スローフードな日本! / 島村菜津著. -- 新潮社, 2009.5. -- (新潮文庫 ; 8679, し-51-2). 9784101045221 しん/し-51-2/● 食の安全
31 011727683 わんニャンとか。 : 犬猫ほか、面白画像集 / アスペクト編. -- アスペクト, 2012.7. 9784757221161 645.6/A93 ペット
32 011716070 珍獣病院 : ちっぽけだけど同じ命 / 田向健一著. -- 講談社, 2011.7. 9784062167789 649.04/Ta82 ペット
33 011714077 老いゆくペットと幸せに暮らすための40の心得 / 横田晴正著. -- 双葉社, 2011.6. -- (双葉新書9784575153774 645.6/Y78/ ペット
34 011713925 それでもイギリス人は犬が好き : 女王陛下からならず者まで / 飯田操著. -- ミネルヴァ書房9784623061662 645.6/I26/ ペット
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35 011713844 さよならの合図 : ペットロスから再び笑顔を取り戻すまでの90日間 / 松田朋子著. -- メディ9784840139892 645.6/Ma74/ ペット
36 011736291 犬のココロをよむ : 伴侶動物学からわかること / 菊水健史, 永澤美保著. -- 岩波書店, 2012.19784000295994 645.6/Ki29 ペット
37 011701692 ボクたちに殺されるいのち / 小林照幸著. -- 河出書房新社, 2010.11. -- (14歳の世渡り術). 9784309616650 645.9/Ko12 ペット
38 011684119 猫は犬より働いた / 須磨章著. -- 柏書房, 2004.12. 4760126546 645.7/Su56/ ペット
39 011667079 動物は身近なお医者さん : アニマル・セラピー / 日本動物病院福祉協会編. -- 広済堂出版, 14331505634 146.8 ペット
40 011659947 動物のお医者さんは、今日も迷走中! / デイヴィッド・ペリン著 ; 高橋佳奈子訳. -- ヴィレッ9784789732451 649.04/P42/ ペット
41 011654074 犬の臨床診断のてびき / 苅谷和廣, 山村穂積編集. -- 文永堂出版, 2009.1. 9784830032196 645.66/Ka67/ ペット
42 011644524 それでも人を愛する犬 / 田辺アンニイ著. -- 講談社, 2009.5. 9784062154246 645.6/Ta83/ ペット
43 011635207 ペットと社会 / 森裕司, 奥野卓司編著. -- 岩波書店, 2008.12. -- (ヒトと動物の関係学 / 林良博9784000271097 645.9/Mo45/ ペット
44 011623101 訓練犬がくれた小さな奇跡 / 藤井聡著. -- 朝日新聞出版, 2008.9. 9784022504623 645.6/F57/ ペット
45 011619449 アニマル アシステッド セラピー : 実践のための理論的基盤とガイドライン / オーブレイ H9784899954460 146.8 ペット
46 011617454 ドクター石川のどうぶつ百科 / 石川濶著. -- 石川濶, 2008.2. 9784901644921 645.9/I76/ ペット
47 011614048 ヘンリー、人を癒す : 心の扉を開けるセラピー犬 / 山本央子著. -- ビイング・ネット・プレ9784904117293 645.6/Y31/ ペット
48 011606916 犬はきらい? : わたしを変えたダメ犬サーシャの物語 / エミリー・ヨッフェ著 ; 佐藤桂訳. --9784152088628 645.6/Y73/ ペット
49 011606321 ドリームボックス : 殺されてゆくペットたち / 小林照幸著. -- 毎日新聞社, 2006.6. 4620317683 645.6/Ko12/ ペット
50 011599472 ペットのことばが聞こえますか : (動物語)通訳体験記 / モニカ・ディードリッヒ著 ; 青木多4812701988 645.6/D73/ ペット
51 011598182 僕の最高の友だち : ペットロス / カタリナ房子著. -- 国書刊行会, 2007.7. 9784336049469 645.6/Ka83/ ペット
52 011590963 動物介在看護 : うちのコがわたしを看てくれる / 熊坂隆行, 升秀夫著. -- ファームプレス, 204938807629 492.9/Ku35/ ペット
53 011574852 わかる!盲導犬のすべて : 138のQ&Aで疑問に答えます / 松井進著. -- 明石書店, 2004.12. 4750320250 369.275 ペット
54 011540176 アニマルセラピーのすすめ : 豊かなコミュニケーションと癒しを求めて / 津田望著. -- 明治4180335107 146.8 ペット
55 011538104 ペットががんになった時 : 診断・治療から看取りまで / 鷲巣月美編. -- 三省堂, 2005.9. 438536124X 645.6/W44/ ペット
56 011537507 動物と働く / 井上こみち著. -- ぺりかん社, 2005.9. -- (なるにはBooks ; 補巻3). 4831511137 645.9/I57/ ペット
57 011530413 かわいいペットの法律なんでも相談 : たいせつな家族だから知っておきたい / 吉田眞澄著. 4895779254 645.9/Y86/ ペット
58 011347325 ペットロスの真実 : 家族(ペット)を喪くしたあなたの心を癒す証言集 / 瀬戸環著. -- 毎日新聞4620313343 645.9/Se93/ ペット
59 011289856 テリントン・タッチ : 馬と人の信頼関係を築く調教法 / Linda Tellington-Jones, Ursula Brun4901071025 789.6 ペット
60 011783346 保健所犬の飼い主になる前に知っておきたいこと / 片野ゆか著. -- 新潮社, 2013.8. 9784103054320 645.6/Ka82 ペット
61 011769904 人生はニャンとかなる! : 明日に幸福をまねく68の方法 / 水野敬也, 長沼直樹著. -- 文響社, 29784905073048 159.2/Mi96 ペット
62 011749385 カワイイ!!道民わんこ / 北海道新聞社編. -- 北海道新聞社, 2013.4. 9784894536821 645.6/H82 ペット
63 011734311 馬を飼うための完全ガイド : Horse care manual / Colin Vogel著 ; 鈴木勝翻訳代表. -- 改訂版4899953216 645.2/V86/ ペット
64 011724749 ゼロ! : こぎゃんかわいか動物がなぜ死なねばならんと? / 片野ゆか著. -- 集英社, 2012.6. 9784087714579 645.6/Ka82 ペット
65 011714026 待っている犬 : 東日本大震災で被災した犬猫たち / ドックウッド著 : 増谷克美写真撮影. -- 9784041101216 645.6/D83/ ペット
66 011711949 殺処分ゼロ : 先駆者・熊本市動物愛護センターの軌跡 / 藤崎童士著. -- 三五館, 2011.8. 9784883205363 645.6/F66/ ペット
67 011346825 馬たちの王国 : 高橋一郎写真集 / 高橋一郎著. -- 東方出版, 2001.12. 4885917549 748 ペット
68 011782129 岩合光昭のネコ / 岩合光昭著. -- 新潮社, 2014.6. -- (新潮文庫 ; 9927, い-38-14). 9784101198248 しん/い-38-14 ペット
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69 010207091 カラスの四季 / 周はじめ著. -- 法政大学出版局, 1960.9 . (生態観察の写真と記録 改訂版) 488.99 ペット
70 011702834 ぼくらはそれでも肉を食う : 人と動物の奇妙な関係 / ハロルド・ハーツォグ著 ; 山形浩生, 9784760139620 389/H53 BSE
71 011694386 屠場 / 本橋成一写真. -- 平凡社, 2011.3. 9784582277838 648.22/Mo83 BSE
72 011676884 わたしが肉食をやめた理由 / ジョン・ティルストン著 ; 小川昭子訳. -- 日本教文社, 2007.3. 9784531015511 498.5/Ti4/ BSE
73 011642246 眠れない一族 : 食人の痕跡と殺人タンパクの謎 / ダニエル・T.マックス著 ; 柴田裕之訳. -- 紀9784314010344 493.8/Ma97/ BSE
74 011617829 図説食肉・狩漁の文化史 : 殺生禁断から命を生かす文化へ / 久保井規夫著. -- 柘植書房新社9784806805502 648.2/Ku12/ BSE
75 011615702 狂牛病の真実 : 迫り来る危険 / カーリ・ケスター=レッシェ著 ; シドラ房子訳. -- インターメ4901350463 649.5/Ka11/ BSE
76 011546263 感染爆発 : 鳥インフルエンザの脅威 / マイク・デイヴィス著 ; 柴田裕之, 斉藤隆央訳. -- 紀伊9784314010016 493.87/D46/ BSE
77 011540541 豚の文化誌 : ユダヤ人とキリスト教徒 / クロディーヌ・ファーブル=ヴァサス著 ; 宇京頼三4760120033 382.3/F11/ BSE
78 011519363 早く肉をやめないか? : 狂牛病と台所革命 / 船瀬俊介著. -- 三五館, 2001.10. 4883202364 498.54/F89/ BSE
79 011519355 この食品だったらお金を出したい! / 船瀬俊介著. -- 三五館, 2001.12. -- (狂牛病と台所革命 /4883202402 498.54/F89/ BSE
80 011488182 肉はこう食べよう、畜産をこう変えよう : BSEを乗り越える道 / 天笠啓祐 [ほか] 著. -- コモ4906640508 649.5/A42/ BSE
81 011487330 ファストフードと狂牛病 / エリック・シュローサー著 ; 楡井浩一訳. -- 草思社, 2002.10. 4794211635 498.54/Sc4/ BSE
82 011478942 BSEの化学 : 金属イオンと神経疾患 / 西田雄三著. -- 牧歌舎, 2004.2. 4434040626 493.71/N81/ BSE
83 011471182 人と動物のプリオン病 / 品川森一, 立石潤, 山内一也監修. -- 近代出版, 2003.5. 487402081X 493.8/Sh58/ BSE
84 011537647 「食べてはいけない」牛肉・豚肉・鶏肉の基礎知識 : 安全で正しい肉の選び方 / 石堂徹生著4072437603 648.21 BSE
85 011535041 震える山 : クールー, 食人, 狂牛病 / ロバート・クリッツマン著 ; 榎本真理子訳. -- 法政大学4588772015 493.73 BSE
86 011713780 サルが食いかけでエサを捨てる理由 (わけ) / 野村潤一郎著. -- 筑摩書房, 2006.5. -- (ちくまプ4480687386 468/N95/ 畜大
87 011707119 動物たちの緊急救命室 / タフツ大学ERチーム ; 武者圭子訳. -- 草思社, 2000.12. 4794210310 649/Tu3 畜大
88 011600209 家畜に囲まれて / 木村四郎著. -- 新風舎, 2005.8. 479744861X 645/Ki39/ 畜大
89 011578971 農村獣医奮闘記 / 山本貞司著. -- 東京図書出版会, 2006.7. 4862230245 649.04/Y31/ 畜大
90 011371552 人と動物の関係学 / I. Robinson [編] ; 山崎恵子訳. -- インターズー, 1997.7. 4900573485 645.9/R54/ 畜大
91 011220899 井上ひさしの農業講座 / 井上ひさし, こまつ座編. -- 家の光協会, 1997.11. 4259545248 610.4/I57/ 畜大
92 011711205 食の安全はこう守る : 放射能汚染からTPPまで / 小倉正行著. -- 新日本出版社, 2011.11. 9784406055352 498.54/O26 畜大
93 011769351 田舎のパン屋が見つけた「腐る経済」 / 渡邉格著. -- 講談社, 2013.9. 9784062183895 588.32/W46 畜大
94 011679883 発酵する夜 / 小泉武夫著. -- 光文社, 2008.3. -- (知恵の森文庫). 9784334785017 596 畜大
95 011761334 空を見上げたくなる本 : お天気読みになるための10カ条 / 山本光義著. -- 技報堂出版, 2013 9784765544757 451/Y31 畜大
96 011659068 ずっと受けたかったお天気の授業 / 池田洋人著. -- 東京堂出版, 2008.7. 9784490206395 451/I32/ 畜大
97 011758767 Dr.オッシーの意外と知らない畜産のはなし / 押田敏雄著. -- 中央畜産会, 2012.2. 9784901311571 640/O76 畜大
98 011774959 百姓貴族 / 荒川弘著 ; 1. -- 新書館, [2009.12-]. -- (Wings comics). 9784403670855 611.7/A63/3 畜大
99 011709928 百姓貴族 / 荒川弘著 ; 2. -- 新書館, [2009.12-]. -- (Wings comics). 9784403670855 611.7/A63/2 畜大

100 011663570 百姓貴族 / 荒川弘著 ; 3. -- 新書館, [2009.12-]. -- (Wings comics). 9784403670855 611.7/A63/1 畜大

3/3


