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✎関連する授業 「給食経営管理論」
「給食経営管理論実習」

〉〉
〉入門的な情報源〈〈
〈
そもそも「大量調理」とはどういうことなのか、おさえておきましょう。また、その他のキーワードについ
ても調べてみましょう。
【図書館で所蔵している図書の一例】
資料情報
請求記号
配架場所
『給食経営管理用語事典』第一出版 2011
R498.59/N
3F 参考図書

〉〉
〉図書を探す〈〈
〈
まずは、学内の関連図書を探しましょう。
■テーマの書架へ行って探す
【関連分野の分類番号】
374.94
学校給食
498.58
臨床栄養学
596
調理学

498.54
498.59

食品衛生・衛生管理
特殊栄養学・集団給食

■OPAC で探す
→「書名」に“大量調理”などとキーワードを入れます。資料種別は「図書」にして検索しましょう。
→配架場所が研究室の場合は、カウンターでご相談ください。
【図書館で所蔵している図書の一例】
内容
資料情報
請求記号
配架場所
大量調理全般
『はじめての大量調理: イラストで』殿塚婦美子/ 498.59/T 2F
編 学建書院 2012
学校給食の実践
『日本一の給食』佐々木十美 学研 2013
374.94/S 3F
医療施設の給食
『病院食革命 聖隷三方原病院栄養科の大いなる挑 498.583
2F
戦』金谷節子ほか 女子栄養大学出版部 2002
/Ｓ
高齢者・介護福祉施設の 『チームで実践 高齢者の栄養ケア・マネジメント』 498.59/E 2F
給食
江頭文江 中央法規 2010
児童福祉施設の給食
『施設の小児保健』窪田英夫ほか/編著 医歯薬出版 369.4/S
2F
1996
事業所の給食・社員食堂 『世界をつなぐあこがれ企業の社員食堂レシピ』
596/T
3F
TABLE FOR TWO/編著 東洋経済新報社 2011
非常時・災害時の給食
『食が支えた命の現場』仙台社会保険病院 2013
369.31/S 3F
自衛隊の給食
『海自レシピお艦の味』小学館 2010
596/S
2F
本学にはない図書も探してみましょう。
●NDL-OPAC
国立国会図書館の蔵書目録です。国内で刊行されたほとんどの図書が検索できます。
●Webcat-Plus 「連想検索」で図書を検索できます。また、所蔵している図書館も表示されます。
●CiNii Books
「大学図書館の本をさがす」のところから日本の大学図書館の蔵書から検索でき、所蔵
館が表示されます。
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●新書マップ

入手しやすく入門的資料になりやすい新書を、テーマに基づいて探すことができます。
連想検索機能があり、キーワードなどから瞬時に関連図が作成されます。

〉〉
〉雑誌・雑誌記事を探す〈〈
〈
テーマに関連した研究を進める上で、論文や雑誌記事は欠かせません。出版されるまでの時間が短いので
タイムリーな話題が掲載されています。
■実際の雑誌から関連記事を探す
【図書館で所蔵している雑誌】
資料情報
所蔵年
配架場所
Web 目次
『日本栄養士会雑誌』日本栄養士会/月刊
1979-現在
2F 東側
J-STAGE で 本 文
＊2012 年以前の雑誌名『栄養日本』
も公開(2008-)
『栄養学雑誌』日本栄養改善学会/月刊
1980-2017 2F 東側
J-STAGE で 本 文
も公開(全号)
『学校給食』全国学校給食協会/月刊
1996-2017 2F 東側
M.O.で論文検索が
できます。
『臨床栄養』医歯薬出版/月刊
1959-2017 2F 東側
M.O.で論文検索が
できます。
『Nutrition care』メディカ出版/月刊
2012-2017 2F 東側
M.O.で論文検索が
できます。
『ヘルスケア・レストラン』日本医療企画/月刊
2006-現在
2F 東側
過去２年
『食品衛生学雑誌』日本食品衛生学会/隔月刊
2005-2017 2F 東側
J-STAGE で 本 文
も公開(全号)
→各号の目次をコピーしてまとめてあります。バックナンバーを探すのに便利です。
＊「Web 目次」欄の記述は、出版社サイトなどから目次や特集記事名が見られる範囲です。
＊「M.O.」はメディカルオンラインです。
■雑誌記事や論文を探す
●CiNii 国内の学術雑誌・一般雑誌の論文や記事を検索できます。
→「給食経営管理」と入れて検索すると、次のような論文が表示されます。
（一例）
給食経営管理実習における献立内容の検討
尾木千恵美 東海学園大学紀要 6, 143-148, 2013
機関リポジトリ

このように、CiNii-PDF オープンアクセス 機関リポジトリ J-STAGE というマークがついていれば、
全文を読むことができます。（有料のため見られないという例外もあります）
「CiNii-PDF 定額アクセス可能」の場合は、学内であれば、閲覧が可能です。
また、これらのマークが無い場合は論文詳細画面の CiNii Books のアイコンをクリックすると所蔵館が
表示され、本学にある場合は「名寄市立大学図書館」が一番上にきます。その際、所蔵範囲を確認しまし
ょう。
●医中誌（医学中央雑誌）医学・薬学・看護学系の国内約 7000 誌を対象としたデータベースです。
＊学内同時アクセス数 4
→例えば「病院給食」と入れて検索すると次のような論文が表示されます。

管理栄養士の活動最前線 病院 食べる楽しみ、喜びの提供をめざして
Author：平井 順子(島根大学医学部附属病院)
Source：日本栄養士会雑誌(2187-4476)57 巻 2 号 Page95(2014.02)
このマークがついていれば、当館に雑誌の所蔵があります。
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、

これらのマークがあれば、アイコンをクリックして、本文を読むことができます。

〉〉〉新聞記事を探す〈〈〈
最新のニュースや動向などは、新聞が重要です。読むことができる一般紙・専門紙は次のとおりです。
●原紙
資料情報
種類
所蔵範囲
朝日新聞
一般紙
過去 3 カ月程度
毎日新聞
一般紙
過去 3 カ月程度
北海道新聞
一般紙（地方紙）
過去 1 年程度
読売新聞
一般紙
過去 1 年程度
産経新聞
一般紙
過去３カ月程度
＊朝日新聞については、縮刷版の所蔵もあります。
（1948,1-2011.3～書庫）
●新聞データベース
「聞蔵ビジュアルⅡ」
（学内のみ）～キーワード・日付などから検索できます。
→「大量調理」と入れて検索すると、次のような記事が見つかります。
（一例）

アレルギー事故防げ、千歳市取り組み 原因食材除き給食みな同じ／北海道
2014 年 5 月 5 日 朝刊 1 道 ２１ページ

〉〉
〉専門的な情報源・統計〈
〈〈
更に深くテーマを掘り下げるには、白書や統計・法令などの情報源が役立ちます。
【図書館で所蔵している資料の一例】
資料情報
『栄養調理六法』新日本法規 毎年発行 →第 3 編「健康増進」
、第４
編「給食」など 《法令》
『栄養関係法規集』建帛社 《法令》
『栄養・健康データハンドブック』同文書院 毎年発行
→第 18 章“特定給食施設指導”に種類別施設数、各施設における給食
の歴史、ガイドラインなどが載っています。
《統計・調査》
『食育白書』内閣府 毎年発行 →「学校、保育所等における食育の推
進」の章で、学校給食等の動向や統計が載っています。 《白書》
http://www.maff.go.jp/j/syokuiku/

請求記号
R498.54/E/
2014
R498.55/E
R498.55/F

配架場所
3F 参考図書

R374.97/S

3F 参考図書

3F 参考図書
3F 参考図書

〉〉
〉Web サイト〈
〈〈
関連サイトには次のようなものがあります。
●文部科学省
→学校における食育の推進・学校給食の充実
http://www.mext.go.jp/a_menu/sports/syokuiku/index.htm
「調理場における衛生管理＆調理技術マニュアル」などが掲載されています。
→学校給食実施状況調査
http://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/chousa05/kyuushoku/1267027.htm
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学校給食実施状況、給食費調査、米飯給食実施状況調査などがあります。
●日本栄養士会
http://www.dietitian.or.jp/index.html
→栄養士・管理栄養士からなる団体です。学会誌『日本栄養士会雑誌』は J-STAGE で公開されています。
文献検索システムや、各業界・分野で活躍する管理栄養士の仕事を紹介するページなどがあります。
●日本給食経営管理学会
http://www.gakusai.co.jp/kyusyoku/keiei.htm
→給食経営管理に関する実践的研究、情報提供などを行う学会です。学会誌『日本給食経営管理学会誌』
はメディカルオンラインから目次を見ることができます。
●最適厨房研究会 http://eee.tokyo-gas.co.jp/chubokenkyukai/
→業務用厨房に関する研究を行う団体です。
「給食研究部会」では衛生管理をテーマに掲げています。

〉〉
〉さあ、実習へ !〈
〈〈
給食経営管理論実習が始まる前の準備と、実習中調べものに役立つ図書の一例を紹介します。
これが知りたい!
給食の現状と課
題
衛生管理の確認

資料情報
『食卓の向こう側③～給食 未来をひらく～』
西日本新聞社 2004
『大量調理施設衛生管理のポイント HACCP の考え

請求記号
498.5/N/3
498.54/T

配架場所
3F
ブックレット
2F

『調理場における衛生管理&調理技術マニュアル』
文部科学省スポーツ青少年局学校健康教育課/編
学建書院 2011
『地域食材大百科』第 1 巻～第 14 巻 農文協
2010-2014
『食物アレルギーの栄養指導』今井孝成ほか/編著
医歯薬出版 2012

374.94/M

3F

R498.52/N/
1～14
493.14/S

3F
参考図書
2F

『管理栄養士・栄養士になるための国語表現』
田中貞一郎、田中ひさよ 萌文書院 2012
『新卒で“給食のおばさん”になりました～女の園は
敵だらけ』松山ルミ メディアファクトリー 2013
『新卒で“給食のおばさん”になりました その後』
松山ルミ メディアファクトリー 2014

498.14/T

2F

498.59/|M

2F
S 字書架

方に基づく衛生管理手法』

衛生管理
調理技術
食材の知識
アレルギーへの
対応・基礎知識確
認
実習記録/お礼状
の書き方
（ちょっと気分
転換にマンガで
も）

498.59/M

図書館にない資料を入手するには
■直接利用
所蔵している図書館を調べ（CiNii Books など）直接出向いて閲覧することができます。
★北海道地区大学図書館相互利用サービス…学生証を提示し、利用登録手続きをすると、閲覧や
館外貸出が可能です。（道内 39 大学 47 館）
★その他の大学図書館…おおむね、学生証の提示で閲覧が可能ですが、各大学図書館のホームページ
で確認してから訪問しましょう。
＊「紹介状」が必要な場合は発行しますので、カウンターで申し込んでください。
★国立国会図書館…満 18 歳以上であれば誰でも利用できます。
★北海道立図書館…北海道内に居住している方・帰省先などがある方は誰でも利用できます。
■複写取り寄せ・現物貸借
他大学・国立国会図書館・道立図書館から、資料の複写物・図書現物を取り寄せることができます。
-4-

申込用紙に記入の上、申し込んでください。
＊国立国会図書館から借りた場合は、館内閲覧のみです。ご注意ください。
■リクエスト
要望があれば、購入します。リクエストカードに記入して申し込んでください。
＊絶版などの理由で購入できない場合もあります。
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