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No. 書名 著編者 発行年 ISBN 
同時 

１アクセス 
（本体） 

同時 
３アクセス 
（本体） 

商品コード 内容紹介 

1 アイスクリーム 宮地 寛仁 1998 9784540980503 ¥5,029 ¥7,543 1016437769 

おいしいアイスクリームをつくる方法、売り方およびその実
際などを、長年の経験を持つ著者がわかりやすく紹介。手
作りアイスクリームを通して、安全な食、豊かな食生活、自
然の大切さを伝える。 

2 
そば 
 ―手打ち・そばつゆの技法から 

開店まで― 

服部 隆 1999 9784540981913 ¥5,029 ¥7,543 1016437770 

３カ月で習得できる手打ち独習メニュー、そばつゆの作り方
の実際、献立の考え方と事例、店の立地・設計と献立の価
格設定、そば粉の入手方法と製粉の実際など、そば屋開
店アドバイザーとしてのノウハウを公開。 

3 
漬物 
 ―漬け方・売り方・施設のつくり方― 

佐竹 秀雄 1999 9784540990175 ¥5,029 ¥7,543 1016437771 

素材の選び方から、漬け方、販売方法、施設のつくり方ま
で、一年中漬物を安定して加工・販売するためのノウハウ
を、５０年以上にわたる漬物ひと筋の研究と指導の経験を
集大成してまとめる。 

4 
豆腐 
 ―おいしいつくり方と売り方の極意― 

仁藤 斉 2000 9784540993244 ¥5,029 ¥7,543 1016437772 

基本となる木綿豆腐からおぼろ、ざる、油揚げ、生しぼり法
まで、おいしい豆腐づくりのすべてを全公開。また、お金を
かけない豆腐屋の始め方、販売の工夫など、売り方の極意
についても紹介。 

5 
納豆 
 ―原料大豆の選び方から販売戦略まで― 

渡辺 杉夫 2002 9784540001963 ¥5,342 ¥8,014 1016437773 

栄養と機能性から注目を浴びる納豆。原料の選び方、蒸煮、
発酵、保存などの生産方法から生産・販売計画・設備に関
することまで解説。地元の大豆で納豆をつくるノウハウを教
える。 

6 
味噌 
 ―色・味にブレを出さない技術と販売―  

今井 誠一 2002 9784540011511 ¥5,814 ¥8,721 1016437774 
長年、大豆発酵食品の研究と技術指導に携わってきた著
者が、蓄積したノウハウをすべて盛り込み、生産計画から
販売の仕方まで網羅した「味噌作り」の決定版。 

7 
ジャム 
 ―ジャム25種・ペクチンの手づくりから 

販売まで― 

小清水 正美 2004 9784540031052 ¥6,286 ¥9,430 1016437775 

アンズやイチジクなど２５種のジャムを掲載。色あざやかに
仕上げるための加熱方法、効率的な充填のやり方など加
工のポイントを解説するほか、販売の工夫、トラブルへの対
処法等も紹介する。 

食品加工 シリーズ  
◆ 食品関連タイトル続々刊行中！ 

同時１アクセス（本体） 同時３アクセス（本体） 

７点合計価格 ¥37,558 ¥56,337 
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農山漁村文化協会 

No. 書名 著編者 発行年 ISBN 
同時 

１アクセス 
（本体） 

同時 
３アクセス
（本体） 

商品コード 

1 生活の主張 （人間選書 17） 農文協文化部 1978 9784540780356 ¥2,640 ¥3,960 1016437759 

2 戦後日本農業の変貌 ―成りゆきの30年―（人間選書 60） 農文協文化部 1978 9784540780530 ¥3,300 ¥4,950 1016437760 

3 わが内なるエコロジー ―生きる場での変革―（人間選書 65） 高木 仁三郎 1982 9784540820588 ¥4,164 ¥6,246 1016437763 

4 管理される野菜 ―商品流通と品質主義―（人間選書 73） 農文協文化部 1985 9784540850431 ¥4,085 ¥6,128 1016437761 

5 地域形成の原理 （人間選書 106） 農文協文化部 1987 9784540861185 ¥4,290 ¥6,435 1016437762 

6 食と健康を地理からみると ―地域・食性・食文化―（人間選書 129） 島田 彰夫 1988 9784540880551 ¥4,715 ¥7,074 1016437767 

7 海と魚と原子力発電所 ―漁民の海・科学者の海―（人間選書 135） 水口 憲哉 1989 9784540881336 ¥4,682 ¥7,024 1016437765 

8 子どもと話そう原子力発電所 ―おもしろ学校公開授業の記録―（人間選書 140） 名取 弘文 1989 9784540890345 ¥4,398 ¥6,598 1016437766 

9 小農本論 ―だれが地球を守ったか―（人間選書 156） 津野 幸人 1991 9784540901058 ¥5,124 ¥7,687 1016437776 

10 核の世紀末 ―来るべき世界への構想力―（人間選書 161） 高木 仁三郎 1991 9784540910920 ¥4,808 ¥7,212 1016437764 

11 食とからだのエコロジー ―「食術」再考―（人間選書 175） 島田 彰夫 1994 9784540931208 ¥5,468 ¥8,202 1016437768 

12 小さい農業 ―山間地農村からの探求―（人間選書 188） 津野 幸人 1995 9784540950490 ¥5,814 ¥8,721 1016437777 

13 果樹栽培の基礎 新版（農学基礎セミナー） 杉浦 明 2004 9784540033322 ¥6,270 ¥9,405 1018836185 

14 作物の生育と環境 （農学基礎セミナー） 西尾 道徳 2000 9784540000263 ¥5,940 ¥8,910 1018836183 

15 里海探偵団が行く! ―育てる・調べる海の幸― 寺本 潔 2010 9784540092527 ¥5,940 ¥8,910 1018836184 

16 図集・植物バイテクの基礎知識 新版 大澤 勝次 2005 9784540042324 ¥8,484 ¥12,727 1018836182 

17 江戸・東京ゆかりの野菜と花 JA東京中央会 1992 9784540920653 ¥8,015 ¥12,024 1016437778 

著編者名 西尾 道徳 
発行年 2000年 

同時1アクセス ¥6,000(本体) 
同時3アクセス ¥9,000(本体) 

ISBN 9784540000263  
商品コード 1018836183 

著編者名 杉浦 明 
発行年 2004年 

同時1アクセス ¥6,300(本体) 
同時3アクセス ¥9,500(本体) 

ISBN 9784540033322  
商品コード 1018836185 

病害虫やその天敵、雑草など、水田、野菜畑、果
樹園の四季の環境変化と生物相の変遷を、イラス
トと写真の組合せで構成。作物の健全育成のため
の基礎、農業のもつ環境保全機能についてもわか
りやすく解説。 

主要果樹から特産果樹３０種ごとに、来歴と適地、
品種の選び方、生育と栽培管理、整枝・せん定、
土壌管理と施肥、病害虫、生理障害など栽培の基
礎をわかりやすく解説。 

作物の生育と環境  果樹栽培の基礎 新版 

農学基礎セミナーシリーズ 

◆農学基礎セミナーシリーズ、人間選書シリーズも好評発売中！ 
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