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タイトル 出版社 刊行頻度 内容 所蔵

1 Food　Style21 食品化学新聞社 月刊
機能性素材の研究と新しい食品
スタイルを提案する、健康、栄養
指向の専門情報誌。

2巻3号通巻10号
（1998.3）-

2 Food　Culture
キッコーマン国際
文化研究センター

年刊
食文化研究・取材の成果を収載。
キッコーマン国際文化研究セン
ターのピーアール誌。

4号（2002.6）-

3 Ｖｅｓｔａ
味の素食の文化セ
ンター

季刊

古代ローマの「カマドの神」に因
んで名づけられた。民俗学、史
学、考古学、医学など様々な学問
分野から食を眺め、身近な食生
活の背景にある深奥な世界に迫
る。

45号（2002年冬）-

4 Veggy キラジェンヌ 隔月刊
健康で生命力に溢れているベジ
タリアンの雑誌。 25号（2012.11）-

5 味の味 アイデア 月刊
全国の料理・菓子・食品店、調味
料、酒類、旅館・ホテルなどのPR
誌。

188号（1981.3）-

6 味の手帖 味の手帖 月刊
飲食店ガイド及び食べ物を中心と
した食通向けの専門雑誌。

1巻1号通巻1号
（1968.6）-

7 醤油の研究と技術
日本醤油技術セン
ター

隔月刊
日本醤油技術センターの機関
誌。醤油に関する情報と研究の
成果を収載。

33巻3号通巻193号
（2007.5）-

8 食生活 カザン 月刊

日本の人々に食に関する情報を
提供する食情報誌。食の文化的
背景や農業との関わりをとらえ、
食のプロフェショナルに有益な情
報を収録する。

75巻4号通巻850号
（1981.4）-109巻11
号通巻1265号
（2015.11）

9 新そば 北白川書房 季刊
東西の有名そば老舗店の会「新
そば会」発行。そばにまつわる
エッセイ中心に掲載。

134号（2009.6）-

10 蕎麦春秋
リベラルタイム出
版社

季刊

日本中の蕎麦愛好家に向けた蕎
麦愛好誌。蕎麦職人の生き方、
仕事ぶりの微細な部分を掘り下
げて掲載。

1号（1975.8）-

11 伝統食品の研究
日本伝統食品研
究会

年刊

日本伝統食品研究会誌。伝統食
品の品質・技術を再現させ、日本
人の健全な食生活に寄与してき
た過程の中で先人が到達したわ
ざをできるだけ解明し、記録し、報
告する雑誌。

38号（2012.6）-

　人が「食べる」ということは、食べものの生産加工、調理、食習慣、食事作法など、様々な事柄に関
係します。また、私たちの健康や栄養学にも深く関わっています。私たちに深い関わりがある「食」に
関する雑誌にはどのようなものがあるのでしょうか。継続している主なタイトルを「食の雑誌①」ではA
食文化、B 食育、C 飲食店経営、D 業界誌、E 学術誌の5項目に分けて紹介します。

　　A 食文化

食 の 雑 誌 ①



タイトル 出版社 刊行頻度 内容 所蔵

12 優しい食卓 優しい食卓 年刊
テーブルコーディネート関連の情
報を収載した食空間関連情報
誌。

30号（2008.4）-

13
いただきますごちそう
さま

キッズエクスプレス 季刊
保育中の食育をサポートする雑
誌。 24号（2008年夏）-

14 学校の食事 学校食事研究会 月刊
学校給食関係者が常に必要とす
る問題を独自の調査、研究データ
により解明している給食専門誌。

5巻1～12号通巻41
～52号（昭47.1～
12）-

15 学校給食
全国学校給食協
会

月刊

栄養教諭、学校栄養職員を対象
とする、献立・衛生・食物アレル
ギー・施設設備の管理・運営、食
育、栄養指導誌。

23巻1～12号通巻
206～217号（昭47.1
～12）-

16 食品安全
内閣府食品安全
委員会

季刊
厚生労働省から要請を受けた食
品安全委員会の広報誌。 1号・2号（2004.7）-

17 食品と暮らしの安全
食品と暮らしの安
全基金

月刊
身の回りに潜む危険性をいち早く
調査し、消費者が求めるより安心
な暮らしの方法を提供。

216号（2007.4）-

18 食べもの文化 芽ばえ社 月刊

子どもたちが安全で豊かな食生
活を築くために必要とされる基礎
的な知識とノウハウを平易な文章
で紹介。

37号（1981.4）-

19 食べもの通信 食べもの通信社 月刊
心と体と社会の健康を高める食
生活を目ざす雑誌。 94号（1974.1）-

20 とうきょうとの学校給食
公益財団法人
東京都学校給食
会

月刊 東京都の学校給食の広報誌。 419号（2013.5）-

21 飲食店経営 商業界 月刊
飲食業界向けの経営専門雑誌。
経営知識、商品情報、実践的経
営ノウハウ等を提供。

34巻4号通巻384号
（2007.4）-

22 カフェ＆レストラン 旭屋出版 月刊

時代の変化に敏感なカフェ、喫茶
店、コーヒーショップ、レストラン、
西洋料理店の繁盛経営を編集す
る専門誌。

27巻4号通巻309号
（2007.4）-

23 近代食堂 旭屋出版 月刊
飲食業界の経営総合指導誌。幅
広い業種に必要な繁盛記事も掲
載。

39巻4号通巻458号
（2007.4）-

24 珈琲と文化 いなほ書房 季刊 コーヒー店経営の情報誌。 65号（2007年春）-

25 月刊食堂 柴田書店 月刊

外食産業の経営者層を対象に、
最新経営理論、成長店ルポ、
サービス、メニュー開発指導等を
掲載。

21巻4号通巻246号
（1981.4）-

　　C 飲食店経営

　　B 食育



タイトル 出版社 刊行頻度 内容 所蔵

26 そば・うどん 柴田書店 年刊

そば・うどん店の経営者、従業
員、開店希望者を対象に、そば・
うどんの技術、器具、文化・伝統
および開店実務、経営に関するノ
ウハウ等を掲載。

1号（1975.8）-

27 日経レストラン 日経BP社 月刊

激動の飲食ビジネスを勝ち抜くた
めの実務情報誌。きめ細かい店
舗取材を通じて繁盛店づくりに有
益な経営情報を提供する。

267号（1999.1）-

28 ヘルスケア・レストラン 日本医療企画 月刊
保健・医療・福祉の食事サービス
を考える情報誌。

16巻5号通巻177号
（2008.5）-

29 月刊米と流通 食品産業新聞社 月刊
米穀卸、小売販売店及び農協を
対象に、米の生産から販売まで
の動向を解説。

6巻4号（1981.4）-

30 コンビニ 商業界 月刊

コンビニ業界の経営実務情報
誌。チェーン本部機能分析、売れ
筋アイテム動向、売り場作りな
ど。

10巻4号通巻80号
（2007.4）-

31 酒類食品統計月報 日刊経済通信社 月刊

酒類・食品産業30余業種の統計
など約1,000表を収録。1996年以
降の10大ニュース等業界動向を
収録。

31巻2号（1989.4）-

32 砂糖類・でん粉情報
農畜産業振興機
構調査情報部

月刊
国内外の砂糖・甘味資源作物お
よびでん粉・でん粉原料用作物に
関する情報の提供。

1号（2012.10）-

33 食品と容器 缶詰技術研究会 月刊
食品の容器に関する業界情報
誌。

54巻8号通巻637号
（2013.8）-

34 食品包装 日報ビジネス 月刊
食品と包装に関わる技術・マーケ
ティング・経営の情報誌。

51巻4号通巻580号
（2007.4）-

35 食と健康
日本食品衛生協
会

月刊
「食品衛生」の改題。食品関係営
業者を対象とした食の安全と健康
生活のための業界誌。

51巻4号通巻604号
（2007.4）-

36 食糧ジャーナル 食糧問題研究所 月刊
米の生産・流通・販売についての
総合専門誌。増刊号『日本が誇る
「米のブランド」』も発行。

33巻3号（2008.4）-

37 ストアーズレポート ストアーズ社 月刊
デパート、ストアー等を対象に流
通・経済の業界動向、大型販売
技術を解説。

49巻5号通巻488号
（2008.4）-

38 特産情報 プランツワールド 月刊
「特産情報きのこetc.」の改題。山
の幸マガジン。

28巻9号通巻333号
（2007.4）-

39 日本食品科学会誌
日本食品科学工
学会

月刊
日本食品科学工学会の機関誌。
食品科学工学に関する科学技術
の進歩発展に寄与する。

54巻4号通巻580号
（2007.4）-

40 月刊麺業界
食品産業新聞社
大阪支局

月刊

生・茹めん、即席めん、乾めん業
者および製粉、製麺機械・資材業
者等を対象に、めん類業界の生
産・流通状況を報道解説する。

33巻4号通巻403号
（2007.4）-

41 輸入食料協議会報
輸入食料協議会
事務局

月刊 輸入食料協議会の広報誌。 695号（2008.9）-

　　D 業界誌



タイトル 出版社 刊行頻度 内容 所蔵

42 FFIジャーナル
FFIジャーナル編集
委員会

季刊

食品・食品添加物に関する技術
資料。文化、科学、技術等につい
て産学官のあらゆる角度から発
表、討論の場を提供。

13号（2005.11）-

43 浦上財団研究報告書
浦上食品・食文化
振興財団

年刊

食品産業の振興と食文化の向上
を願って設立された、公益財団法
人　浦上食品・食文化振興財団
の研究助成報告書。

13号（2005.11）-

44 栄養学雑誌
日本栄養改善学
会

隔月刊

健康維持に対する食品あるいは
食品成分を研究する「特定非営
利活動法人　日本栄養改善学
会」の学会誌。

39巻3～6号（1981.5
～11）-

45
国立健康・栄養研究所
研究報告

国立健康・栄養研
究所

年刊
国立健康・栄養研究所の研究報
告。 55号（2006年）-

46 食品衛生学雑誌
日本食品衛生学
会

隔月刊
日本食品衛生学会の学会誌。各
分野の食品衛生に関する総合学
術記事を収載。

48巻2号通巻273号
（2007.4）-

47 食品衛生研究
日本食品衛生協
会

月刊

食品衛生行政情報、研究に適し
た各種の研究論文、講座、論説
等を収載し、さらに法令、告示の
改正、通知等を掲載・解説する。

27巻1号通巻322号
（1977.1）-

48 女子栄養大学紀要 香川栄養学園 年刊 女子栄養大学の研究紀要。 1号（1970.11）-

49 水産振興 東京水産振興会 月刊
東京水産振興会の催す講演会の
収録、水産業全般に関する寄稿
文等。

41巻4号通巻472号
（2007.4）-

50 生物工学会誌 日本生物工学会 隔月刊

日本生物工学会の機関誌。食
品、酒類、医薬品、農薬等、微生
物工業からバイオテクノロジー関
係の論文を収載。

85巻1号（2007.1）-

51 日本栄養士会雑誌 日本栄養士会 月刊
日本栄養士会の機関誌。広く国
民に信頼できる健康、栄養関連
情報をわかりやすく提供。

55巻9号通巻697号
（2012.9）-

52
日本フードサービス学
会年報

日本フードサービ
ス学会

年刊
日本ヅードサービス学会の研究
論文などを掲載。 1号（1996.5）-

53
バイオサイエンスとイ
ンダストリー

バイオインダスト
リー協会

月刊

産業化を念頭に置いて解説した
バイオサイエンスに関する学術記
事と産業と行政の動き、国際的な
業界動向、協会の活動等。「発行
と工業」と「Bidec News」の合併改
題。

66巻4号（2008.4）-

　　E 学術誌


