
書名 著者名 出版社 請求記号

徳島のふるさと自慢ここがポイント 高橋 梨代‖著 文芸社 T290タ

心と体をはぐくむ食教育の指導実践集

小学１，２，３年生 学年別・観点別

心と体をはぐくむ食教育の指導実践集

小学４，５，６年生 学年別・観点別

食育おたすけフォーム集 ＭＰＣ編集部‖著 エム・ピー・シー 374シ

食育のイラスト 第１～２巻 ＭＰＣ編集部‖編 エム・ピー・シー 374シ

人間形成と食育・食教育

食のいとなみがからだをつくる・心を育てる

“弁当の日”がやってきた

子ども・親・地域が育つ香川・滝宮小の「食育」実践記

アイ・ケイ

コーポレーション

豚のＰちゃんと３２人の小学生

命の授業９００日

食育のすすめ方 ６つの視点・１８のプラン 農文協‖編 農山漁村文化協会 375シ

楽しいね！！食べもの教育応援団 農山漁村文化協会 375タ

三国清三シェフの味覚の授業 KIDSシェフ 本多 由紀子‖編 著 小学館 375ホ

アレルギーっ子のためのおいしい毎日ごはん

卵・牛乳・小麦・大豆・米の５大アレルゲンに配慮した

イラスト版食材図鑑

子どもとマスターする〈旬〉〈栄養〉〈調理法〉

栄養成分の事典 <図解>オールカラー 則岡 孝子‖監修 新星出版社 498エ

知っていますか子どもたちの食卓

食生活からからだと心がみえる

食でひらく健康のとびら 日本衛生

「旬」の食材は栄養豊富でカラダにやさしい 検査所協会

子どもは和食で育てなさい

心と体を元気にする食育のススメ

長寿食がおいしい。 オレンジページ 498チ

食卓からの子育て 自然に学ぶ 東城 百合子‖著 池田書店 498ト

あなたもできる「食育」 東城 百合子‖著 アートヴィレッジ 498ト

家族みんなでおいしいやわらか介護食 成田 和子‖著 一ツ橋書店 498ナ

みんなの朝ごはん 朝時間．ｊｐ‖著 大和書房 498ミ

やっぱり美味しい！自然食のおやつ 五来 純‖著 アートヴィレッジ 498ヤ

食品成分早わかりデータブック 山田 耕路‖著 丸善 498ヤ

乾物料理

自然のおいしさがギュッと詰まった乾物をシンプルに味わう

栗、かぼちゃ、おいものお菓子 伊藤 栄里子‖著 文化出版局 596イ

Ｌｅｔ’ｓ食育 ここがポイント

鈴木 雅子‖著 カンゼン 498ス

有元 葉子‖著 昭文社 596ア

足立 己幸‖著 日本放送出版協会 498シ

本多 京子‖監修 498シ

375ク

オレンジページ 493ア

赤堀栄養専門学校‖編合同出版 498イ

374シ

竹下 和男‖著 自然食通信社 374ヘ

金子 佳代子‖編著 375カ

黒田 恭史‖著 ミネルヴァ書房

「食育」と鳴門の食の特産品に関する本 （一般図書）

豊川 裕之‖監修 農山漁村文化協会 374コ

豊川 裕之‖監修 農山漁村文化協会 374コ

新村 洋史‖著 芽ばえ社



書名 著者名 出版社 請求記号

みうたさんのノンシュガーおやつ

ダイエット派から自然育児派まで

もっと使える乾物の本 奥薗 寿子‖著 農山漁村文化協会 596オ

菜菜スイーツ

卵・乳製品・砂糖なし 野菜がお菓子に大変身

野菜、果物、ハーブ、スパイスのアロマティック・ケーキ 久木 倫子‖著 日東書院本社 596ク

鯛の本 鳴門、美味し国から 小山 裕久‖著 淡交社 T596コ

国産米粉でクッキング

おそうざいからお菓子・パンまで

上新粉・玄米粉でできる米粉１００％のもっちりパン＆

しっとりスイーツ 小麦粉・卵・乳製品を使わない

１００％米粉のパン＆お菓子 アトピーにも安心 陣田 靖子‖著 家の光協会 596シ

シニアのためのライトフレンチ 田村 良雄‖著 柴田書店 596タ

卵・砂糖・乳製品を使わない美味しいお菓子 上原 みのり‖著 旭屋出版 596タ

あなたのために いのちを支えるスープ 辰巳 芳子‖著 文化出版局 596タ

人気料理の足し算・引き算

食生活をヘルシーに！

鯛 柴田書店‖編 柴田書店 596タ

手打ちそばの作り方 井上 明‖監修 日東書院本社 596テ

手打ちうどんの作り方 蓮見 寿‖監修 日東書院本社 596テ

つくって食べたいふるさとおやつ 藤 清光‖著 農山漁村文化協会 596ト

鳴門菜々 鳴門わかめ編 T596ナ

鳴門菜々 鳴門れんこん編 T596ナ

鳴門菜々 なると金時編 T596ナ

日本の食生活全集 第３６巻 徳島 農山漁村文化協会 596ニ

季節を味わう野草摘み 西村 文子‖著 家の光協会 596ニ

日本の味 中国・四国編

新しい家庭料理と郷土食

粗食のすすめ旬のレシピ 幕内 秀夫‖著 東洋経済新報社 596マ

粗食のすすめお弁当レシピ 幕内 秀夫‖著 東洋経済新報社 596マ

簡単おいしいごはん アレルギー対応 山本 朝子‖著 グラフ社 596ヤ

わが家ブランドの手づくり食品 日本放送出版協会 596ワ

阿波型農業物語 立石 一‖著 徳島県農政クラブ T612タ

すだち 黒上 泰治‖著 徳島県教育会出版部 T625ク

野菜、大好き。

選び方、効用、おいしい食べ方まで

いのちの食べかた 森 達也‖著 理論社 Y648モ

T：郷土資料の本 Y：ヤングアダルトの本

※ このリストに載っている資料は、すべて鳴門市立図書館に所蔵しています。

服部 幸応‖著 生活情報センター 626ハ

高城 順子‖著 日本放送出版協会 596タ

読売新聞社‖編 読売新聞社 T596ニ

坂本 広子‖著 農山漁村文化協会 596サ

陣田 靖子‖著 河出書房新社 596シ

江島 雅歌‖著 農山漁村文化協会 596エ

カノウ ユミコ‖著 柴田書店 596カ

鳴門市経済部
地場産品振興対策
室‖編

鳴門市経済部地
場産品振興対策
室

平成２1年３月作成 鳴門市立図書館


