中部大学附属三浦記念図書館 2009/12/12 (N)

食の安全について調べてみよう
近年、食品偽装、賞味期限改ざん等、食品の安全性について考えさせられる機会が増えてきて
います。みなさんもこの機会に、毎日食べている食物、食品について考えてみましょう。

キーワード
食品 / 食料 / 食糧 / 賞味期限 / 消費期限 / 食の安全性 / 食中毒 / 加工食品 /
食品添加物 / 遺伝子組み換え食品 / 食文化 / 食品衛生 / 食育 / 食生態学 /
栄養 / ジャンクフード / フードクオリティ / 生産履歴生産（トレーサビリティ） / HACCP

用語を調べよう
そもそも、「睡眠時無呼吸症候群」って、何？言葉の意味やテーマの意味が不明確な場合は
「キーワード」を手がかりに百科事典、用語事典を引いてみましょう。
◆ 本学図書館所蔵の事典類（一例）

◆

資料情報

請求記号

配置場所

食品安全性辞典 共立出版, 1998.8

498.54/Sh 96

1階参考

食品添加物公定書解説書 第7版. 廣川書店,
1999.6

498.519/Sh 96

1階参考

食品流通統計年鑑 流通システム研究センター,
年刊

588.9/Sh 96

1階参考

食の安全と健康意識データ集 / 三冬社編集部編.
三冬社, 2008.6

498.54/Sa 67

1階参考

食生活データ総合統計年報 / 食品流通情報セン
ター編. 食品流通情報センター, 年刊

498.5/A 29

1階参考

図書を探そう
■

テーマの棚を探してみよう！
◆ 関連分野の分類記号 日本十進分類法 新訂9版より ◆

分類記号
383.8
588

項目

分類記号
498.54
611

食物史
食品工業

Original: Nanzan Univ.
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項目
食品衛生
農業経済

Modify: Chubu Univ.
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■

OPAC で調べてみよう!
◆ 本学図書館所蔵のテーマに関する図書（一例）
資料情報

◆
配置場所

請求記号

食品の安全性 / 藤井建夫, 栗原信公, 佐藤隆一郎
編著. 三共出版, 2008.4 (わかりやすい食物と健康.
4)

498.51/W 25/4

2階和図書

食品の安全と衛生 / 安田和男編著 ; 阿部尚樹
[ほか] 著. 樹村房, 2008.4. (食べ物と健康 4)

498.5/Ta 12/4

2階和図書

食品の安全と品質確保 : 日米欧の制度と政策 /
高橋梯二, 池戸重信著. 農山漁村文化協会, 2006.3

498.54/Ta 33

2階和図書

食品トレーサビリティシステム / 新宮和裕, 吉田俊
子著. 日本規格協会, 2006.7. (やさしいシリーズ 18)

588.09/Sh 62

2階和図書

中国の危ない食品 : 中国食品安全現状調査 / 周
勍著 ; 廖建龍訳. 草思社, 2007.10

498.54/Sh 99

2階和図書

◆ 本学に所蔵がない場合は、
愛知学院大学・南山大学の図書館(CAN加盟館) の所蔵を調べる
◆ CAN加盟館にも所蔵がない場合は、
NACSIS WebCatで他の図書館
の所蔵を調べる

雑誌・雑誌記事を探してみよう
■

雑誌の探しかた
◆ 本学図書館所蔵のテーマに関する主な雑誌 ◆
雑誌名
食べもの文化 / 生活問題研究所. 芽ばえ社. 月刊

■

所蔵年
2008-2009 (継続中)

Foods & food ingredients journal of Japan = 食品・食品添加
物研究誌. FFIジャーナル編集委員会. 月刊

1994-2008 (継続中)

食品衛生学雑誌. 日本食品衛生学会. 隔月刊

2000-2009 (継続中)

雑誌記事の探しかた
◆ 本学で利用できるデータベース ◆ (学内専用)
データベース
内容
医学会誌・学術専門誌を統合し、文献検索、アブストラクト閲覧、文
メディカル・オンライン
献を全文提供する医学総合サイト
科学技術振興機構(JST)が提供する科学技術分野で国内最大の
J-Dream II
オンラインデータベース
CiNii
ＮＩＩ（国立情報学研究所）が提供する論文情報ナビゲータ
MAGAZINEPLUS

一般誌から専門誌、大学紀要、海外誌紙まで収録した日本最大規
模の雑誌・論文見出しデータベース

Original: Nanzan Univ.
2/4

Modify: Chubu Univ.
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◆ データベースから雑誌記事が検索できます（一例） ◆
記事情報
藤沢良知 「食品の安全に絶対はない～中国産冷凍ギョーザ事件を踏まえて～」 『学校給食』
59(6) p. 86-88 (2008) (メディカル・オンライン)
坂本元子 「食の安全-国の役割とリスクコミュニケーション-」 『日本栄養･食糧学会大会講演要
旨集』 Vol.63rd. p. 87 (2009.05.01) (J-Dream II)
一木正聡 「特集に寄せて(<特集2>生産流通トレーサビリティと人間状態計測における現状とセ
ンサネットワーク応用-安全・安心社会の実現に向けた取り組み)」 『エレクトロニクス実装学会
誌』 11（7） p. 498 （2008.11） (CiNii)
中嶋康博 「食の安全 安全管理技術が向上しても「食のリスク」は拡散する」 『エコノミスト』
87(15) p. 70-72 (2009.3.17) (MAGAZINEPLUS)

新聞記事を探してみよう
■

新聞記事の探し方 (→パスファインダー「新聞記事の調べかた」も参考にしてください)
◆ 本学で利用できるデータベース ◆ (学内専用)
データベース
聞蔵II ビジュアル for Libraries
日経テレコン21
中日新聞・東京新聞記事データベース

新聞
収録期間
朝日新聞
1984年8月～当日朝刊
日本経済新聞ほか 1975年～最新記事情報
中日新聞・東京新聞 1987年4月1日～当日朝刊

◆ データベースから新聞記事が検索できます（一例） ◆
記事情報
(高岡喜良) 「食の安全管理、企業にプロを 機器使った分析法も 大垣商議所がセミナー」
朝日新聞. 朝刊. 岐阜全県2地方. 2008年12月10日, p. 30 (聞蔵II ビジュアル for Libraries)
「冷食原料の生産履歴、マルハニチロ、全工場で追跡、出荷後も素早く、安全管理を強化」
日本経済新聞. 朝刊. 2009年02月13日, p. 10 (日経テレコン21)
「メタボ対策 健康増進図る食育推進計画案新城市がつくる２４日まで市民の声募る」
中日新聞. 朝刊. 東三河版. 2009年03月04日, p. 18 (中日新聞・東京新聞記事データベース)

AV資料
◆ 本学図書館所蔵のビデオ・DVD （一例） ◆
資料情報
安全な食品とは. 一ツ橋出版 （DVD）
食品の安全衛生. 大修館書店 （VHS）

請求記号
498/A 49
498/Ta 24/1-8

配置場所
1階視聴覚
1階視聴覚

食の安全と私たち. 大修館書店 （VHS）
あぶない野菜 : グローバル化する食卓. アジア太
平洋資料センター (DVD)

498/Ta 24/2-13

1階視聴覚

611/A 27

1階視聴覚

Original: Nanzan Univ.
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テーマに関連するWebサイト
関連サイトの紹介

■
◆

官公庁リンク集
http://www.kantei.go.jp/jp/link/server_j.html
各官公庁のWebページにアクセスする際に便利です。
＜農林水産省＞
http://www.maff.go.jp/
「消費・安全」→「消費者の信頼を確保するために」→「トレーサビリティ関係」
「食料」→「食料の安定供給」や「食品流通」などが参考になります
＜厚生労働省＞
http://www.mhlw.go.jp/
「行政分野ごとの情報」→「」食品」より食中毒、食品添加物、遺伝子組換え食品、
食品表示等の情報が記載されています。

◆

財団法人 食品産業センター（JAFIC）
http://www.shokusan.or.jp/
食品関連リンクとして、HACCP関連情報のデータベースにアクセスできます。
http://www.shokusan.or.jp/haccp/

◆

「食百科」より「食品メーカー情報」あり
http://www.shokusan.or.jp/hyakka/
CSR･品質保証･食育への取り組みなどが公開されています。

◆

社団法人 日本食品衛生協会
食品衛生関連法令インデックスです。

◆

フジテレビ商品研究所・食品添加物データベース http:/www.fcg-r.co.jp/additive/customer.html
「添加物の頭文字」 「日本での許可状況」 「主な用途」 のカテゴリ選択もしくはフリー
キーワードでの検索ができる。

◆

社団法人 日本加工食品卸協会

http://homepage3.nifty.com/nsk-nhk/

◆

社団法人 日本冷凍食品協会

http://www.reishokukyo.or.jp/

◆

牛の個体識別情報検索サービス
https://www.id.nlbc.go.jp/top.html
（独）家畜改良センター 個体識別部 提供の牛のトレーサビリティーシステムです。

◆

社団法人 日本食品衛生協会
食品衛生関連法令インデックスです。

http://www.n-shokuei.jp/

http://www.n-shokuei.jp/

◆中部大学図書館にない資料を入手するには？
愛知学院大学・南山大学の図書館(CAN加盟館) の所蔵資料を借りる
文献複写/相互貸借
を申込んで文献または資料を取り寄せる
→レファレンスカウンターまでご相談ください

Original: Nanzan Univ.
4/4

Modify: Chubu Univ.

