
食と健康を考える。

書名 配置場所 請求記号

アトピー対策最新事情 : 医療・食べもの・漢方 / 末松たか子 〔ほか〕 著. -- 大月書店,

1995.4. -- (子育てと健康シリーズ ; 6).
医9F図書北 376.1//KO88//1894

食と健康の文化史 : 薬になる食べものの話 / 井上勝六著. -- 丸善, 2000.5. -- (丸善ブック

ス ; 084).

学情

4F開架新体系
383.8//I57//2451

美味の構造 : なぜ「おいしい」のか / 山本隆著. -- 講談社, 2001.8. -- (講談社選書メチ

エ ; 219).

学情

3F開架新体系
491.377//Y31//6296

これだけでわかる食物アレルギー : 基礎的な知識から専門的な対応まで / アレルギー支

援ネットワーク編. -- みらい, 2016.6. -- (アレルギー大学テキスト).
医9F図書南 493.14//A41//2070

管理栄養士パパの親子の食育book : 乳幼児から高校生まで! / 成田崇信著. -- メタモル出

版, 2015.7.
医9F図書南 493.983//N52//2575

子どもの栄養・食教育ガイド / 坂本元子編著. -- 医歯薬出版, 2001.7. 医9F図書南 493.983//SA32//2859

沖縄が長寿でなくなる日 : 「食」、「健康」、「生き方」を見つめなおす / 沖縄タイム

ス「長寿」取材班編. -- 岩波書店, 2004.6.

学情

3F開架新体系
498.021//O52//7197

世界一長寿な都市はどこにある? : 食・健康・ライフスタイル / 家森幸男著. -- 岩波書店,

2011.8.

学情

3F開架新体系
498.38//Y49//5780

食の科学 : 飽食時代の栄養学あれこれ講座 / 橋本洋子, 三浦義彰著. -- 羊土社, 1999.4. --

(ひつじ科学ブックス ; HB14).
医9F図書南 498.5//H38//9667

ヘルシーデータ食品成分表 : 栄養計算CD-ROM付き. -- 第3版. -- 教育図書, 2008.3. 医9F図書南 498.5//H51//0639

脳で食べる : 美味と滋味～おいしさの健康学 / 井上勝六著. -- 丸善, 2007.12. 医9F図書南 498.5//I57//0445

食べものの健康学 / 小池五郎著. -- 大修館書店, 1984.5. -- (健康科学ライブラリー ; 4). 医9F図書南 498.5//KO31

フード・ウォーズ : 食と健康の危機を乗り越える道 / ティム・ラング, マイケル・ヒー

スマン著 ; 古沢広祐, 佐久間智子訳. -- コモンズ, 2009.5.

学情

3F開架新体系
498.5//L24//8059

食と健康の一億年史 / スティーブン・レ著 ; 大沢章子訳. -- 亜紀書房, 2017.10.
学情

3F開架新体系
498.5//L46//2890

スローフードの奇跡 : おいしい、きれい、ただしい / カルロ・ペトリーニ著 ; 石田雅芳

訳. -- 三修社, 2009.11.

学情

3F開架新体系
498.5//P46//5238

理想の健康食 : 長寿をあなたに!. -- 保健同人社, 1998.2. 医9F図書南 498.5//R47

自然の恵み健康法 : 野菜とフルーツの自然食 / ノーマン・W・ウォーカー〔著〕 ; 弓場

隆訳. -- 春秋社, 1998.1.
医9F図書南 498.5//W36

脱コンビニ食! : 健康長者をめざす食生活のヒント山田博士著. -- 平凡社, 2003.9. -- (平

凡社新書 ; 197

学情

4F新書版
498.5//Y19//3882

健康食品百科 : 内科専門医が書いた食療と食養の知恵 / 西崎統著. -- 新版. -- ブレーン出

版, 1996.9.
医9F図書南 498.51//N87//5180

                                                  　　　　　　　　　　　　  展示期間：２０１８年１１月１日（木)－１２月１日（土）

★日常のごはんを美味しく健康にしてくれる本を集めてみました。

おいしく食べて健康になる！



書名 配置場所 請求記号

からだにおいしい野菜の便利帳 / 板木利隆監修. -- 高橋書店, [2008.4]. 医9F図書南 498.52//KA62//0507

加工食品の添加物から体を守る方法 : カンタンにできる! / 増尾清著. -- PHP研究所,

2011.2.
医9F図書南 498.54//MA68//0442

これ、食べたらからだにいいの? : 食と健康 : 「安全」と「安心」のギャップをうめる /

関澤純著. -- 日本生活協同組合連合会出版部.

学情

3F開架新体系
498.54//SE44//7939

快適!食の健康術. -- 小学館クリエイティブ. 医9F図書南 498.583//KA21//9926

顔相でわかる食べもの健康ノート / 李家雄著. -- たにぐち書店, 2006.8. 医9F図書南 498.583//R32//0690

毎日の食事が疲れに効く!抗疲労食 / 渡辺恭良 [ほか] 著. -- オフィス・エル. 医9F図書南 498.583//W46//7698

チョコレートはなぜ美味しいのか / 上野聡著. -- 集英社, 2016.12. -- (集英社新書 ;

0860G).

学情

4F新書版
576.16//U45//6383

離乳期からの健康料理の本 : 小児成人病を予防するために / 子どもの食事研究所著. --

川島書店, 1996.4.
医分棟3F図2 596//KO21

おいしさの科学味を良くする科学 : 味のしくみが解かれば料理の秘訣が解かる / 河野友

美著. -- 新版. -- 旭屋出版, 2008.4.
医9F図書北 596//KO76//0649

減塩調味の知識 / 太田静行著. -- 幸書房, 1993.11. 医9F図書北 596//O81

乳和食 : 目からウロコのおいしい減塩 / 小山浩子著. -- 社会保険出版社. 医9F図書北 596.21//KO97//0564

健康旬を食べる : インスタントにしますか、それとも本物 / 相馬暁著. -- リヨン社,

1994.11.
医9F図書北 596.3//SO36

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, 2014.6. -- (ブルーバックス ; B-1869).

学情

4F新書版
616.1//I57//2279

フルーツひとつばなし : おいしい果実たちの「秘密」 / 田中修著. -- 講談社, 2013.8. --

(講談社現代新書 ; 2222).

学情

4F新書版
625//TA84//0562

スポーツを楽しむための栄養・食事計画 : 理論と実践 / 川野因, 田中茂穂, 目加田優子編

著. -- 光生館, 2016.8.
医9F図書北 780.19//KA96//5832

Dr.吉川&Dr.島田のぼちぼち健康術
医9Fよみもの

コーナー

栄養とカロリー。

書名 配置場所 請求記号

食品別糖質量ハンドブック : ダイエット・糖質制限に必携!! / 江部康二監修. -- 洋泉社,

2012.11.
医9F図書南 493.123//SH96//0424

健康と長寿のためのユニーク栄養学講座 / E.S. カネラキス著 ; 林伸一訳. -- フジメディ

カル出版, 2007.8.
医9F図書南 498.55//C15//0931

栄養素キャラクター図鑑 : たべることがめちゃくちゃ楽しくなる! / 田中明, 蒲池桂子監

修 ; いとうみつるイラスト. -- 日本図書センター, 2014.11.
医9F図書南 498.55//E39//2563

外食ミニガイド : エネルギー・たんぱく質・脂質・糖質・塩分 / 女子栄養大学出版部編.

-- 改訂. -- 女子栄養大学出版部, 1994.6.
医9F図書南 498.55//G15

食品「いつも食べる量」のエネルギー・塩分早わかり / 女子栄養大学出版部『栄養と料

理』編. -- 女子栄養大学出版部, 1989.11. -- (『栄養と料理』フーズデータ ; 7).
医9F図書南 498.55//J78//8975

食品80キロカロリーガイドブック : 見て覚える食品の栄養価 / 香川芳子編. -- 5訂版. --

女子栄養大学出版部, 2002.6.
医9F図書南 498.55//KA17//4179



書名 配置場所 請求記号

食品80キロカロリーミニガイド : いつもバッグに、栄養価チェック / 香川芳子編. -- 五

訂版. -- 女子栄養大学出版部, 2002.11.
医9F図書南 498.55//KA17//7466

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,

2008.4. -- (好きになるシリーズ).
医9F図書南 498.55//O62//3096

世界一やさしい!栄養素図鑑 / 牧野直子監修 ; 松本麻希イラスト. -- 新星出版社,

[2016.9].
医9F図書南 498.55//SE22//2566

新糖質量ハンドブック : 外食が多い人、自炊派にも糖質制限に役立つ! / 主婦の友社編. -

- 主婦の友社, [2016.10].
医9F図書南 498.55//SH99//0601

書名 配置場所 請求記号

関西電力病院のおいしい糖尿病レシピ : 組み合わせ自由自在 / 主婦の友社編. -- 主婦の

友社, [2014.4]. -- (実用No.1シリーズ).
医9F図書南 493.123//SH99//0566

これだけでわかる食物アレルギー : 基礎的な知識から専門的な対応まで / アレルギー支

援ネットワーク編. -- みらい, 2016.6. -- (アレルギー大学テキスト).
医9F図書南 493.14//A41//2070

塩分1日6g減塩おかずとお弁当 : おいしい、簡単!これなら続く / 女子栄養大学出版部栄

養と料理編. -- 女子栄養大学出版部, 2015.9.
医9F図書南 493.25//J78//9774

かんたん!減塩レシピ : 高血圧を予防・改善 : いつものメニューでおいしく減塩 / 本田佳

子監修. -- 第2版. -- 同文書院, [2006].
医9F図書南 493.25//KO42//8337

国循の美味しい!かるしおレシピ : 0.1mlまで量れる!かるしお (軽塩) スプーン3本セット

つき / 国立循環器病研究センター著. -- セブン&アイ出版, 2012.12.
医9F図書南 493.25//KO49//0508

ちょっと具合が悪いときの体に効く料理 : いつもの素材で健康レシピ380. -- フジテレビ

ジョン, 1996.3. -- (別冊エッセ ; エッセの百科).
医分棟3F図2 596//C56

中高年の週間ヘルシーメニュー. -- part 1,  -- 日本放送出版協会, 1995.5-11. -- (生活実

用シリーズ).
医分棟3F図2 596//C64//1

中高年の週間ヘルシーメニュー. -- part 2. -- 日本放送出版協会, 1995.5-11. -- (生活実

用シリーズ).
医分棟3F図2 596//C64//2

低カロリーMenu Book : ヘルシー&デリシャス / 猪狩雅子著. -- ひかりのくに, 1993.5. 医分棟3F図2 596//I31

1600kcalの和風献立 / 女子栄養大学出版部編. -- 女子栄養大学出版部, 1996.1. -- (バラ

ンス献立シリーズ ; 1).
医分棟3F図2 596//J78

1200kcalの和風献立 / 女子栄養大学出版部編. -- 女子栄養大学出版部, 1996.1. -- (バラ

ンス献立シリーズ ; 2).
医分棟3F図2 596//J78

1200kcalの洋風献立 / 女子栄養大学出版部編. -- 女子栄養大学出版部, 1996.2. -- (バラ

ンス献立シリーズ ; 3).
医分棟3F図2 596//J78

1600kcalの洋風献立 / 女子栄養大学出版部編. -- 女子栄養大学出版部, 1996.7. -- (バラ

ンス献立シリーズ ; 4).
医分棟3F図2 596//J78

塩分1日6gの和風献立 / 女子栄養大学出版部編. -- 女子栄養大学出版部, 1996.8. -- (バラ

ンス献立シリーズ ; 5).
医9F図書北 596//J78

塩分1日6gの洋風献立 / 女子栄養大学出版部編. -- 女子栄養大学出版部, 1996.10. -- (バ

ランス献立シリーズ ; 6).
医9F図書北 596//J78

小林カツ代の超料理法 : 地球と人のために / 小林カツ代著. -- 家の光協会, 1995.10. 医分棟3F図2 596//KO12

離乳期からの健康料理の本 : 小児成人病を予防するために / 子どもの食事研究所著. --

川島書店, 1996.4.
医分棟3F図2 596//KO21

おいしさの科学味を良くする科学 : 味のしくみが解かれば料理の秘訣が解かる / 河野友

美著. -- 新版. -- 旭屋出版, 2008.4.
医9F図書北 596//KO76//0649

健康になるレシピ。



書名 配置場所 請求記号

粗食のすすめ : レシピ集 / 幕内秀夫著 ; 検見崎聡美料理. -- 東洋経済新報社, 1999.6. 医分棟3F図2 596//MA38//1945

大満足の600kcal : 生活習慣病にも対応できる健康食 / 松尾慶子著. -- 文化出版局,

2002.9.
医9F図書北 596//MA85//9770

長野県栄養士会の野菜たっぷり減塩レシピ / 長野県栄養士会監修. -- マイナビ, 2013.9. 医9F図書北 596//N16//9775

おうちで元気ごはん : お手軽こんなにおいしい!減塩レシピ / 新潟県食生活改善推進委員

協議会著. -- ニール, 2013.3.
医9F図書北 596//N72//0565

減塩調味の知識 / 太田静行著. -- 幸書房, 1993.11. 医9F図書北 596//O81

一生使える毎日の低脂肪低カロリー低塩分のおいしい献立 : 16万とおりのメニューが自

由自在 / 鈴木吉彦〔ほか〕著. -- 主婦の友社.
医9F図書北 596//SU96//8338

体がよろこぶ鉄のおかず300品  / 竹内富貴子著. -- 女子栄養大学出版部, 2004.4. --

(HEALTHY RECIPEシリーズ ; 2).
医9F図書北 596//TA67//7485

体がよろこぶ食物繊維のおかず300品 : まだ、間に合う!毎日食べて元気になる / 竹内冨

貴子著. -- 女子栄養大学出版部, 2004.8. -- (HEALTHY RECIPEシリーズ ; 3).
医9F図書北 596//TA67//7486

体がよろこぶカルシウムのおかず300品 : まだ、まにあう!毎日食べて元気になる / 竹内

富貴子著. -- 女子栄養大学出版部, 2003.12. -- (HEALTHY RECIPEシリーズ ; 1).
医9F図書北 596//TA67//8034

保健所の栄養士がすすめるいきいき健康料理 / 東京都保健所栄養士会編. -- 文園社,

1994.8.
医9F図書北 596//TO46

つよくかしこく美しく京女レシピ / 京都女子大学栄養クリニック監修. -- 本願寺出版社,

2015.5.
医9F図書北 596//TS96//0559

乳和食 : 目からウロコのおいしい減塩 / 小山浩子著. -- 社会保険出版社. 医9F図書北 596.21//KO97//0564

和食はなぜ美味しい : 日本列島の贈りもの / 巽好幸著. -- 岩波書店, 2014.11.
学情

3F開架新体系
596.21//TA95//6614

病気を遠ざける!魚の缶詰レシピ : 1缶でDHA&カルシウムたっぷり! / 白沢卓二監修. --

河出書房新社, 2012.11.
医9F図書北 596.3//B99//0426

簡単・低塩おいしい漬けもの百科 : 季節の野菜をたっぷり食べる / 村上昭子〔ほか〕料

理. -- 成美堂出版, 1995.6.
医9F図書北 596.3//OY

健康旬を食べる : インスタントにしますか、それとも本物 / 相馬暁著. -- リヨン社,

1994.11.
医9F図書北 596.3//SO36

新野菜料理 : 洋野菜63種中国野菜26種 / 高橋敦子,島崎とみ子料理. -- 女子栄養大学出版

部, 1994.7.
医分棟3F図2 596.3//TA33

低カロリーのおいしいお菓子 / 小川聖子著. -- 家の光協会, 1995.6. 医9F図書北 596.65//O24

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, 2014.6. -- (ブルーバックス ; B-1869).

学情

4F新書版
616.1//I57//2279

フルーツひとつばなし : おいしい果実たちの「秘密」 / 田中修著. -- 講談社, 2013.8. --

(講談社現代新書 ; 2222).

学情

4F新書版
625//TA84//0562

スポーツを楽しむための栄養・食事計画 : 理論と実践 / 川野因, 田中茂穂, 目加田優子編

著. -- 光生館, 2016.8.
医9F図書北 780.19//KA96//5832

野球食 / 海老久美子著. -- ベースボール・マガジン社, 2001.10. 医9F図書北 783.7//E14//5813


