
食育ってなに？ 　

0～5歳児の食育 　岡崎 光子∥監修 　チャイルド本社 376.1

食を育む 　師岡 章∥総監修 　フレーベル館 376.1

食べるって何? 　原田 信男∥著 　筑摩書房 YA・S383.8

ひなちゃんの食育 　今津屋 直子∥文 　産経新聞出版 児498

Q&A1週間の食育 　服部 津貴子∥著 　岩崎書店 児498

Q&A季節の食育 　服部 津貴子∥著 　岩崎書店 児498

みんなが元気になるはじめての食育 １～６ 　服部 幸應∥監修　著 　岩崎書店 児498

Q&A早わかり食育基本法 　食育基本法研究会∥編著 　大成出版社 ４９８.５キュ

楽しく食育 　砂田 登志子∥著 　潮出版社 498.5スナダ

中学生・高校生のための「おいしい」食育講座 　服部 津貴子∥著 　同友館 ＹＡ498.5ハツト  

なぜ、子どもはピーマンが嫌いなのか? 　幕内 秀夫∥著 　西日本新聞社 498.5マクウ

<食育>明日からできる10の提案 　幕内 秀夫∥著 　かもがわ出版 498.5マクウ

おとなの食育Q&A100 　若村 育子∥著 　山海堂 498.5ワカム

いのちをいただく 　内田 美智子∥文 　西日本新聞社 児648

食育のススメ 　黒岩 比佐子∥著 　文藝春秋 Ｓ910.2 シヨク  

給食・弁当・社食で食育 　

給食ではじめる食育 １～４ 　宮島 則子∥監修 　あかね書房 児374

NHK食べてニッコリふるさと給食 　NHK BS制作班∥編 　東京書籍 374.9

さくらしんまち保育園の給食レシピ 　さくらしんまち保育園∥著 　メディアファクトリー 376.1

弁当づくりで身につく力 　竹下 和男∥著 　講談社 ＹＡ374.9

もっと弁当力!! 　佐藤 剛史∥著 　五月書房 498.5サトウ

すごい弁当力! 　佐藤 剛史∥著 　五月書房 498.5サトウ

体脂肪計タニタの社員食堂　 正 　タニタ∥著 　大和書房 596

体脂肪計タニタの社員食堂　続 　タニタ∥著 　大和書房 596

食生活を考えよう 　

たべもの・食育図鑑 　食生活プランニング∥編 　群羊社 374.9

子どもの栄養と食育がわかる事典 　足立 己幸∥監修 　成美堂出版 493.7

「食育」の大研究 　吉田 隆子∥監修 　PHP研究所 児498
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            なにを食べたらいいの？ 
                    

        安部 司 著   新潮社                                                                                                           

        家族がなかよしになる                                               
           

      ひなちゃんの食育         
 

 南 ひろこ 絵 今津屋 直子 文             

 普段、食べている物の実態が分かります。

塩分・油分・糖分の過剰摂取、数多くの食

品添加物の存在など、食生活を見直さなく

てはと思います。 

 清涼飲料水を作る実験は、驚きです。 

 小さな女の子、ひなちゃんといっ

しょに、心も体も元気になれる食べ

物のヒミツを楽しく学べる本です。 

 ひなちゃんの笑顔と元気な姿から、

温かい家庭の良さが伝わります。 

6月は、食育月間です。毎月１９日は、食育の日です。 

バランスの良い食事がとれているか、現代の食生活には 

どんな問題があるのか、見直してみるのもいいですね。                      
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家族で食育!朝ごはん １～５ 　服部 幸應∥監修 　岩崎書店 児498

もういちど考えよう!わたしたちの食生活 １～５ 　小松崎 薫∥監修 　文研出版 児498

栄養のキホンがわかる本 　舛重 正一∥監修 　新星出版社 498.5エイヨ

“お疲れ女子”お助けレシピ 　松村 圭子∥監修 　主婦の友社 498.5オツカ

食でひらく健康のとびら 　本多 京子∥監修 　日本衛生検査所協会 498.5ショク

はじめて知る栄養バランスのよい食事入門 　吉田　美香∥監修 　主婦の友社 498.5ハジメ

食事バランスガイド 　早渕 仁美∥著 　農山漁村文化協会 498.5ハヤブ

体の調子をととのえる健康常備おかず 　藤井 恵∥著 　PHP研究所 498.5フジイ

あぁ、かんちがい!子どもの食事Q&A 　幕内 秀夫∥著 　学研 498.5マクウ

イラスト版みんなでごはん 　服部 幸應∥監修 　合同出版 498.5ミンナ

食材とレシピ集 　

野菜で食育!おいしいスイーツ　１～２ 　柿沢 安耶∥監修　著 　岩崎書店 児596

食育にやくだつ食材図鑑　１～５ 　 　ポプラ社 児596

キッズ・キッチン 　坂本 廣子∥著 　かもがわ出版 596

五感で学ぶ食育実践レシピ集 　坂本 廣子∥著 　かもがわ出版 596

毒を落として安心ごはん 　増尾 清∥監修 　アスキー・コミュニケーションズ 596

栄養バランスを考えた具だくさんの食べるスープ・シチュー 　 　ブティック社 596

子どもおやつ 　幕内 秀夫∥著 　主婦の友社 596

子どもレシピ 　幕内 秀夫∥著 　主婦の友社 596

子どもこんだて 　幕内 秀夫∥著 　主婦の友社 596

お年寄りのためのひとり分料理 　佐伯 知美∥監修 　主婦の友社 596

デトックス・ベジべんとう 　庄司 いずみ∥著 　主婦の友社 596.4

こどもと囲む団らん食 　服部 幸応∥著 　小学館 596.4

育てて学ぼう 　

食育 野菜をそだてる　菜園の四季（春・夏） 　後藤 真樹∥写真と文 　小峰書店 児626

食育 野菜をそだてる　お米 　後藤 真樹∥写真と文 　小峰書店 児626

食育 野菜をそだてる　きゅうり 　後藤 真樹∥写真と文 　小峰書店 児626

食育 野菜をそだてる　トマト 　後藤 真樹∥写真と文 　小峰書店 児626

食育 野菜をそだてる　キャベツ 　後藤 真樹∥写真と文 　小峰書店 児626

食育 野菜をそだてる　だいず 　後藤 真樹∥写真と文 　小峰書店 児626

食育 野菜をそだてる　さつまいも 　後藤 真樹∥写真と文 　小峰書店 児626

野菜を育てて学ぶ食育実践BOOK 　川上 一郎∥著 　家の光協会 626.9

食べたら種まき 　ヒナ∥著 　祥伝社 626.9

庭より簡単!だれでもできる室内(うちなか)菜園のすすめ 　深町 貴子∥監修 　家の光協会 626.9

食の現状 　

変な給食 　幕内 秀夫∥著 　ブックマン社 374.9

食べてはいけない! 　森枝 卓士∥著 　白水社 YA383.8

なにを食べたらいいの? 　安部 司∥著 　新潮社 498.5アベ

普通の家族がいちばん怖い 　岩村 暢子∥著 　新潮社 498.5イワム

食ショック 　読売新聞取材班∥著 　中央公論新社 498.5ショク

それでも「好きなものだけ」食べさせますか? 　田中 葉子∥著 　日本放送出版協会 498.5ソレデ

新・食べるな、危険! 　小若 順一∥著 　講談社 498.5タベル

最新食べるな、危険! 　小若 順一∥著 　幻冬舎 498.5コワカ

よくわかる最新食品添加物の基本と仕組み 　松浦 寿喜∥著 　秀和システム 498.5マツウ

毒を出す食ためる食 　蓮村 誠∥著 　PHP研究所 Ｂ498.5ハスム  

毒を出す食ためる食　実践編 　蓮村 誠∥著 　PHP研究所 Ｂ498.5ハスム  

買ってはいけないお菓子買ってもいいお菓子 　渡辺 雄二∥著 　大和書房 Ｂ498.5ワタナ  

食べてはいけない添加物食べてもいい添加物 　渡辺 雄二∥著 　大和書房 Ｂ498.5ワタナ  

飲んではいけない飲みもの飲んでもいい飲みもの 　渡辺 雄二∥著 　大和書房 Ｂ498.5ワタナ  

遺伝子組み換え食品の真実 　アンディ　リーズ∥著 　白水社 615.2
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