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図3 ダシに欠かせない「かつを節」
図1 京都新聞掲載記事（2008年12月16日朝刊）
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図5 東京国立科学博物館人類展示「人類進化と食べ物」
人類の進化と食のつながりが、子どもたちにも分かりや
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図4 研究のきっかけとなった山極寿一『サルは
なにを食べてヒトになったか』
（女子栄養
大学出版部）

促成栽培的「食育」
と
しないために

