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№ 資料ID 簡易表示書誌 代表ISBN 請求番号 テーマ
1 011374586 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, 2000.12. 4906320392 383.8/Mu49/ 食の安全
2 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

3 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. --
廣済堂出版, 2005.6.

4331511049 498.04/F67/ 食の安全

4 011635711
「ニセモノ食品」作り最前線 / ドクターくられ監修. -- 宝島社, 2008.9. -- (別冊宝島 ;
1519 . 別冊宝島nonfiction||ベッサツ タカラジマ nonfiction . 食品のカラクリ||ショクヒン
ノ カラクリ ; 11).

9784796661768 498.5/D83/ 食の安全

5 011668181 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

6 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
; 宇丹貴代実訳. -- 草思社, 2007.5.

9784794215871 498.5/Sc4/ 食の安全

7 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
協同組合連合会出版部, 2008.10.

9784873322773 498.54/I44/ 食の安全

8 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/Ko99/ 食の安全

9 011682931
農薬・添加物はわが家で落とせた : 絵でみてできる台所新知恵 : これならカンタン!危な
い食べもの100の安心 / 増尾清著. -- 最新版. -- 青春出版社, 2008.4. -- (青春新書PLAY
BOOKS ; P-889).

9784413018890 498.54/Ma68/ 食の安全

10 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/Mu59/ 食の安全

11 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, 2012.2. -- (NHK出版新書 ; 370).

9784140883709 498.54/N69 食の安全

12 011681551
「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, 2003.9. -- (ブルーバックス ; B-1418).

4062574187 498.55/Ta33/ 食の安全

13 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

14 011681225
健康食品・サプリメントを科学する : ウソ ホント / 金沢和樹著. -- 日本生活協同組合連
合会出版部, 2010.8.

9784873322988 498.583/Ka48/ 食の安全

15 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
スキー, 2008.3. -- (アスキー新書 ; 053).

9784756151353 588.09/Ka92/ 食の安全

16 011687061 なまら旨い!!北海道の食材 / 千石涼太郎著. -- 北海道新聞社, 2010.7. 9784894535602 596.04/Se64/ 食の安全
17 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
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18 011835885
マーカス・ボスの北海道野菜 : welcome to MaY Marche / マーカス・ボス著. -- デーリィ
マン社, 2012.3.

9784864530088 596.37/B66/ 食の安全

19 011825049 北海道の小麦でパンを焼こう / 森本まどか著. -- 北海道新聞社, 2015.10. 9784894537989 596.63/Mo55 食の安全

20 011780169
キッチンの歴史 : 料理道具が変えた人類の食文化 / ビー・ウィルソン著 ; 真田由美子訳. -
- 河出書房新社, 2014.1.

9784309022604 596.9/W75 食の安全

21 011713755 おいしさを科学する / 伏木亨著. -- 筑摩書房, 2006.9. -- (ちくまプリマー新書 ; 044). 4480687440 596/F96/ 食の安全

22 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
央研究所著. -- 宝島社, 2011.9. -- (TJ mook).

9784796683296 596/H82/ 食の安全

23 011679883 発酵する夜 / 小泉武夫著. -- 光文社, 2008.3. -- (知恵の森文庫). 9784334785017 596/Ko38/ 食の安全
24 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 ; [1], 2. -- 中西出版, 2014-. 9784891152949 596/O14/ 食の安全
25 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

26 011653493
イラストでみる食料自給率がわかる事典 : 日本の「食」を考えよう! / 深光富士男著. --
PHP研究所, 2009.7.

9784569689708 611.3/F72/ 食の安全

27 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
省中国四国農政局企画・監修. -- 家の光協会, 2007.3. -- (まんが農業ビジネス列伝 : 食と
農の未来を拓く挑戦者たち ; 5).

9784259583057 611.7/H38/ 食の安全

28 011680695 有機な人びと : おいしく安全な食を求めて / 天野礼子著. -- 朝日新聞出版, 2010.7. 9784023308275 615.71/A43/ 食の安全
29 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
30 011736852 ぶたにく / 大西暢夫写真・文. -- 幻冬舎エデュケーション, 2010.1. 9784344977204 645.5/O66 食の安全

31 011729091
うまいぞ!シカ肉 : 捕獲、解体、調理、販売まで / 松井賢一[ほか]著. -- 農山漁村文化協会,
2012.3.

9784540112782 648.2/Ma77 食の安全

32 011823569 ハム&ソーセージ大全. -- スタジオタッククリエイティブ, 2013.6. 9784883936083 648.24/H26 食の安全
33 011610239 畜産動物の福祉 : 食卓の向こう側で / Japan Animal Network著. -- Hon'sペンギン, 4902525135 649.8/J24/ 食の安全

34 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. --
(NHK出版新書 ; 360).

9784140883600 661/Ka87 食の安全

35 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

36 011717122
農業がわかると、社会のしくみが見えてくる : 高校生からの食と農の経済学入門 / 生源
寺眞一著. -- 家の光協会, 2010.10.

9784259518370 611/Sh95 食の安全

37 011721898
青空市場で会いましょう : 日本の農と食はすばらしい / 永島敏行著. -- 家の光協会,
2012 7

9784259518479 611.46/N22 食の安全
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38 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, 1996.12.

4331505634 146.8/N71/ ペット

39 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
治図書出版, 2001.6. -- (教育の課題にチャレンジ ; 3).

4180335107 146.8/Ts34/ ペット

40 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/Ma77/ ペット
41 011559527 ヒトはなぜペットを食べないか / 山内昶著. -- 文藝春秋, 2005.4. -- (文春新書 ; 439). 4166604392 389 ペット

42 011711353
人が学ぶイヌの知恵 / 林谷秀樹 [ほか] 著. -- 東京農工大学出版会, 2009.7. -- (知らなかっ
た自然のふしぎシリーズ).

9784904309056 489.56/H48 ペット

43 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,
2006.3.

4938807629 492.9/Ku35/ ペット

44 011179112
アニマル・セラピーとは何か / 横山章光著. -- 日本放送出版協会, 1996.12. -- (NHKブッ
クス ; 784).

4140017848 492/Y79/ ペット

45 011283106
Horse care manual : 馬を飼うための完全ガイド / Colin Vogel著 ; 鈴木勝翻訳代表. -- イ
ンターズー, 1999.7.

4900573744 645.2/V86/ ペット

46 011605839 ハッピー・ペットロス / 阿部佐智子著 ; 阿部知弘,渡辺由香監修. -- ゴマブックス, 2007.3. 9784777105533 645.6/A12/ ペット
47 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

48 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
多香子訳. -- たま出版, 2005.11.

4812701988 645.6/D73/ ペット

49 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. -
- 角川書店, 2012.2.

9784041101216 645.6/D83/ ペット

50 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

51 011679948
ペットは人間をどう見ているのか : イヌは?ネコは?小鳥は? / 支倉槇人著. -- 技術評論社,
2010.4. -- (知りたいサイエンス ; 076).

9784774141855 645.6/H36/ ペット

52 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
53 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
54 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
55 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
56 011525436 どうぶつたちへのレクイエム / 児玉小枝著. -- 日本出版社, 2005.2. 4890488790 645.6/Ko18/ ペット
57 011681926 ワン和辞典 : 犬のことばがわかる本 / 小暮規夫監修. -- 二見書房, 2003.8. 4576031473 645.6/Ko26/ ペット
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58 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
ディアファクトリー, 2011.8.

9784840139892 645.6/Ma74/ ペット

59 011760532 犬が教えてくれたこと / 三浦健太原作 ; 中野きゆ美漫画. -- アスコム, 2013.8. 9784776207955 645.6/Mi67 ペット

60 011719303
おいで、一緒に行こう : 福島原発20キロ圏内のペットレスキュー / 森絵都著. -- 文藝春
秋, 2012.4.

9784163753003 645.6/Mo45 ペット

61 011600748
しあわせ!中年犬・高齢犬と暮らす : NHKペット相談 / NHK出版編. -- 日本放送出版協会,
2007.5. -- (生活実用シリーズ).

9784141876816 645.6/N71/ ペット

62 011718374 動物がお医者さん : なぜペットはヒトを幸せにするのか / 大平健著. -- 新潮社, 2010.12. 9784103288718 645.6/O29 ペット
63 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

64 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
レス, 2007.11.

9784904117293 645.6/Y31/ ペット

65 011743174 にゃん辞苑 / 保田明恵著. -- アスペクト, 2012.12. 9784757221222 645.6/Y62/ ペット

66 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.
-- 早川書房, 2007.10.

9784152088628 645.6/Y73/ ペット

67 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 ; 028).

9784575153774 645.6/Y78/ ペット

68 011818841 猫医者に訊け! / 鈴木真著 ; くるねこ大和画. -- KADOKAWA, 2015.7. 9784047304772 645.7/Su96 ペット
69 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

70 011816091
モモンガ飼いになる : 飼い方から、一緒に暮らす楽しみ、グッズまで / モモンガ好き編
集部編. -- 誠文堂新光社, 2015.4.

9784416615188 645.9/Mo26 ペット

71 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 [ほか] 編集 ; 第3巻).

9784000271097 645.9/Mo45/ ペット

72 011203820 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/ ペット

73 011813288
ペットフードのひみつ / 清水めぐみ構成 ; 鵼りつき漫画. -- 学習研究社コミュニケーショ
ンビジネス事業室, 2009.3. -- (学研まんがでよくわかるシリーズ ; 43).

645.93/Sh49/ ペット

74 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
レッジブックス, 2008.1. -- (ヴィレッジブックス ; [N-ヘ2-2]).

9784789732451 649.04/P42/ ペット

75 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
76 011726342 カメラをつれてまきばへ行こう! / 平林美紀著. -- 技術評論社, 2012.5. 9784774150741 743.6/H63/ ペット
77 011843292 ぼくたち、どさんこ : 北海道に生きる日本の馬 / 佐久間陽三著. -- 文芸社, 2002.12. 4835548280 748/Sa45/ ペット
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78 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/Ta33/ ペット
79 011782871 使命と信じて : 動物愛護に捧げた二十余年愛犬シロとともに / 高橋郁子著. -- 文芸社, 9784286150543 645.6/Ta33 ペット
80 011787201 ペットと暮らす住まいのデザイン / 廣瀬慶二著. -- 丸善出版, 2013.10. 9784621087404 527/H72 ペット
81 011799561 ペット探偵は見た! / 藤原博史著. -- 扶桑社, 2013.6. 9784594068448 645.6/F68/ ペット

82 011354666
性格は変わる、変えられる : 多面性格と性格変容の心理学 / 渡辺芳之, 佐藤達哉著. -- 自
由国民社, 1996.7.

4426484006 141.93/W46/ 畜大

83 011600730
ライフストーリーでつづる国際ボランティアの歩き方 / 久保田賢一, 浅野英一編著 ; 久保
田真弓 [ほか著]. -- 国際協力出版会, 2007.3. -- (国際協力選書).

9784906352609 333.8/Ku14/ 畜大

84 011172185
古代日本のミルクロード : 聖徳太子はチーズを食べたか / 廣野卓著. -- 中央公論社,
1995.4. -- (中公新書 ; 1239).

4121012399 383.8 畜大

85 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
まプリマー新書 ; 036).

4480687386 468/N95/ 畜大

86 011636017 虫と人と環境と / 岩佐光啓著. -- [岩佐光啓], 2008.12. 9784863680012 486/I96/ 畜大
87 011802626 ゆめのちから : 食の未来を変えるパン / 盛田淳夫著. -- ダイヤモンド・ビジネス企画, 9784478083567 588.32/Mo66 畜大
88 011665734 豚丼. -- ソーゴー印刷, 2009.4. -- (クナウまめムック ; 01). 596.33/B96/ 畜大

89 011710608
図解よくわかる農業技術イノベーション : 農業はここまで工業化・IT化できる / 社会開
発研究センター編. -- 日刊工業新聞社, 2011.10. -- (B&Tブックス).

9784526067686 610.1/Sh12 畜大

90 011709928 百姓貴族 / 荒川弘著 ; 1 - 4. -- 新書館, [2009.12-]. -- (Wings comics). 9784403670855 611.7/A63/2 畜大
91 011820535 百姓貴族 / 荒川弘著 ; 1 - 4. -- 新書館, [2009.12-]. -- (Wings comics). 9784403670855 611.7/A63/1 畜大
92 011820551 百姓貴族 / 荒川弘著 ; 1 - 4. -- 新書館, [2009.12-]. -- (Wings comics). 9784403670855 611.7/A63/3 畜大
93 011682761 土のコレクション / 栗田宏一著. -- フレーベル館, 2004.2. -- (ふしぎコレクション ; 3). 9784577028605 613.5/Ku67/ 畜大
94 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
95 011600209 家畜に囲まれて / 木村四郎著. -- 新風舎, 2005.8. 479744861X 645/Ki39/ 畜大
96 011820357 人とミルクの1万年 / 平田昌弘著. -- 岩波書店, 2014.11. -- (岩波ジュニア新書 ; 790). 9784005007905 648.1/H68/ 畜大

97 011204877
モンゴルの白いご馳走 : 大草原の贈りもの「酸乳」の秘密 / 石毛直道編著 ; 有賀秀子 [ほ
か] 著. -- チクマ秀版社, 1997.10.

4805003162 648.1/I73/ 畜大

98 011665751 チーズ. -- ソーゴー印刷, 2009.8. -- (クナウまめムック ; 03). 648.18/C49/ 畜大
99 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
100 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
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