
【一般書】

書名 著者名 請求記号

感染症対策サポート・ブック 　藤井　祐子∥監修 ３７６　カ

安保徹の体温免疫力で病気は治る 　安保　徹∥著 ４９１　ア

免疫力をあなどるな！ 　矢崎　雄一郎∥著 ４９１　ヤ

好きになる微生物学 　渡辺　渡∥著 ４９１　ワ

　寝てもとれないだる～い疲れは中指もみでスグ
とれる！

　内田　輝和∥著 ４９２　ウ

看護の現場ですぐに役立つ感染症対策のキホン 　大口　祐矢∥著 ４９２　オ

　自分のからだと上手につきあうツボ＆リンパ
マッサージ

　山田　光敏∥監修 ４９２　ジ

　深部（コア）体温を上げれば、やせる！不調が
とれる！！

　有吉　与志恵∥著 ４９３　ア

感染症の世界史 　石　弘之∥著 ４９３　イ

怖くて眠れなくなる感染症 　岡田　晴恵∥著 ４９３　オ

こどもの感染症 　金子　光延∥著 ４９３　カ

川嶋流「温活」で心とからだの万病を防ぐ 　川嶋　朗∥著 ４９３　カ

冷えとりの教科書 　川嶋　朗∥著 ４９３　カ

冷え克服法 　川嶋　朗∥著 ４９３　カ

その不調、冷えが原因です 　川嶋　朗∥監修 ４９３　ソ

夏冷え・冬冷えがつらいときの本 　対馬　ルリ子∥総監修 ４９３　ナ

ホントはコワイ冷え性６６の対策 　福田　千晶∥監修 ４９３　ホ

感染症ワールド 　町田　和彦∥著 ４９３　マ

冷え症治してキレイにやせる 　山口　勝利∥著 ４９３　ヤ

１日１０分！足の悩みは自分で治せる 　福田　千晶∥著 ４９４　フ

女性の気になる不調を解決！ 　池谷　敏郎∥著 ４９５　イ

お悩み別オトナ女子のための漢方手帖 　蔭山　充∥著 ４９５　カ

お風呂の達人 　石川　泰弘∥著 ４９８　イ

一生歩ける！カラダづくり 　伊藤　和磨∥著 ４９８　イ

体幹コアウォーキング 　今村　大祐∥著 ４９８　イ

今すぐできる！免疫力を上げる３１のルール 　安保　徹∥監修 ４９８　イ

どんなに眠りが浅い人でも快眠美人になる方法 　稲木　千明∥著 ４９８　イ

美しくなる入浴術 　漆畑　修∥著 ４９８　ウ

ＮＨＫガッテン！なるほど新スゴ技 　ＮＨＫ科学　環境番組部∥編 ４９８　エ

“お疲れ女子”お助けレシピ 　松村　圭子∥監修 ４９８　オ

親子でのびやか楽しいキッズヨガ 　友永　淳子∥監修 ４９８　オ

≪　免疫力
めんえきりょく

を高
たか

めよう！　≫

2020年3月　免疫力を高めよう！



書名 著者名 請求記号

５秒ひざ裏のばしですべて解決 　川村　明∥著 ４９８　カ

スッキリした朝に変わる睡眠の本 　梶本　修身∥著 ４９８　カ

１日５分であらゆる不調が治る体幹ヨガ健康法 　亀井　佐千雄∥著 ４９８　カ

体が元気になる乳酸菌の摂り方 　阿久澤　良造∥監修 ４９８　カ

“筋力アップ”で健康 　石井　直方∥総監修 ４９８　キ

疲れない大百科 　工藤　孝文∥著 ４９８　ク

　１００歳まで寝たきりにならないアンチエイジ
ング・ヨガ

　くらもと　えりこ∥著 ４９８　ク

　玉ねぎみかん「皮」を食べるだけで病気になら
ない

　熊沢　義雄∥著 ４９８　ク

子ども整体 　古久澤　靖夫∥著 ４９８　コ

　１日１０分でＯＫ！体幹を鍛える最強の
「歩き方」

　木場　克己∥著 ４９８　コ

医者が考えた猫背がなおる３０秒ストレッチ 　小林　弘幸∥著 ４９８　コ

　ぐっすり眠れる、美人になれる！読むお風呂の
魔法

　小林　麻利子∥著 ４９８　コ

も～っとずぼらヨガ 　崎田　ミナ∥著 ４９８　サ

〈図解〉「疲れない身体」をつくる本 　齋藤　孝∥著 ４９８　サ

　６０歳からの筋力づくり体にホントにいいのは
どっち？

　周東　寛∥著 ４９８　シ

　１００歳まで病気知らずでいたければ「発酵
食」を食べなさい

　白澤　卓二∥著 ４９８　シ

冷えとり薬膳レシピ 　新開　ミヤ子∥著 ４９８　シ

旬の食材で作る免疫力を高めるレシピ 　安保　徹∥監修 ４９８　シ

自然免疫力をぐんぐん高める２００％の基本ワザ 　新谷　弘実∥監修 ４９８　シ

不調女子のカラダよろこぶ栄養ＢＯＯＫ 　杉山　明美∥著 ４９８　ス

その調理、まだまだ９割の栄養捨ててます！
　東京慈恵会医科大学附属病院栄養部
∥監修

４９８　ソ

５０代からの老けない、太らない体の作り方 　立花　龍司∥著 ４９８　タ

老いない体のつくり方 　仲野　孝明∥著 ４９８　ナ

定年後が１８０度変わる大人の運動 　中野　ジェームズ修一∥著 ４９８　ナ

「昨日の疲れ」が抜けなくなったら読む本 　西多　昌規∥著 ４９８　ニ

はたらく女性のコンディショニング事典 　岩崎　一郎∥監修 ４９８　ハ

感染症・衛生管理の知識と心構え 　服部　万里子∥著 ４９８　ハ

子どもの「免疫力」を高める方法 　藤田　紘一郎∥著 ４９８　フ

引っぱって、ゆるめて疲れない身体になる方法 　藤本　靖∥著 ４９８　フ

一生歩ける１日１回５秒ストレッチ 　松井　薫∥著 ４９８　マ

　マンガでわかる自律神経を整える習慣・運動・
メンタル

　小林　弘幸∥監修 ４９８　マ

寝たままできる骨ストレッチ 　松村　卓∥著 ４９８　マ

医者が教える食事術最強の教科書 　牧田　善二∥著 ４９８　マ

免疫力がグンと上がる！腸内フローラ改善レシピ 　辨野　義己∥監修 ４９８　メ
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免疫力をあげる子育て法 　安保　徹∥著 ４９８　メ

免疫力がぐんぐん高まる大百科 　落合　敏∥監修 ４９８　メ

メンズ・ヨガ 　ケン・ハラクマ∥監修 ４９８　メ

免疫力をしっかり高めるコツがわかる本 　星野　泰三∥監修 ４９８　メ

野菜のとり方早わかり 　川端　輝江∥監修　解説 ４９８　ヤ

ゆる健康大全 　石原　新菜∥監修 ４９８　ユ

医師たちが認めた「玄米」のエビデンス 　渡辺  昌∥監修 ４９８　ワ

女４０歳から体が若くなる食べ方 　済陽　高穂∥著 ４９８　ワ

顔診断で不調を治す・防ぐ 　渡邉　由∥著 ４９８　ワ

これを食べれば医者はいらない 　若杉　友子∥著 ４９８　ワ

動かないゼロトレ 　石村　友見∥著 ４９８．３　イ

誰でも簡単に疲れをスッキリとる方法 　梶本　修身∥著 ４９８．３　カ

疲れたら動け！ 　小林　弘幸∥著 ４９８．３　コ

大丈夫！何とかなります免疫力は上げられる 　奥村　康∥監修 ４９８．３　ダ

調子いい！がずっとつづくカラダの使い方 　仲野　孝明∥著 ４９８．３　ナ

１０歳若い動きになるシルキー体操 　中村　多仁子∥著 ４９８．３　ナ

１分で体がすっきり生き返る鼻トレ！ 　深堀　真由美∥著 ４９８．３　フ

死ぬまで歩くには１日１分股関節を鍛えなさい 　南　雅子∥著 ４９８．３　ミ

ピーナッツで長生き！ 　井上　浩義∥著 ４９８．５　イ

そろそろ、からだにいいことを考えてみよう 　伊藤　まさこ∥著 ４９８．５　イ

からだを整えるフルーツｉｎ紅茶 　薬日本堂∥監修 ４９８．５　カ

　子どもをじょうぶにする食事は、時間もお金も
手間もかからない

　幕内　秀夫∥著 ４９８．５　マ

医者が教える食事術　２ 　牧田　善二∥著 ４９８．５　マ　２

内臓の老化を防ぐ鶏ガラとゼラチンのスープ 　植木　もも子∥著 ４９８．５８　ウ

天然発酵の世界 　サンダー　Ｅ．キャッツ∥著 ５８８　キ

あなたの知らない乳酸菌力（パワー） 　後藤　利夫∥著 ５８８　ゴ

発酵食品の科学 　坂本　卓∥著 ５８８　サ

日本酒。 　 ５８８　ニ

農家が教える発酵食の知恵 　農文協∥編 ５８８　ノ

飲んでみたい！本格梅酒カタログ 　やなか事務所∥編著 ５８８　ノ

農家が教える発酵食の知恵　２ 　農文協∥編 ５８８　ノ　２

発酵はおいしい！ 　ｆｅｒｍｅｎｔ　ｂｏｏｋｓ∥著 ５８８　ハ

有元葉子　のり、わかめ、ひじき、昆布、もずく 　有元　葉子∥著 ５９６　ア

大根、白菜づくし 　枝元　なほみ∥著 ５９６　エ
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からだにやさしく効くおクスリおやつ 　荻田　尚子∥著 ５９６　オ

おいしい紅茶の図鑑 　山田　栄∥監修 ５９６　オ

おいしい「お茶」の教科書 　大森　正司∥著 ５９６　オ

華麗なる紅茶の世界 　磯淵　猛∥監修 ５９６　カ

体の芯の冷えをとる！ウルトラしょうが美味レシピ 　幸井　俊高∥監修 ５９６　カ

ヨウ素たっぷり海藻浄化レシピ 　汲玉∥著 ５９６　キ

鶏本 　コウ　ケンテツ∥著 ５９６　コ

塩麹と発酵食のレシピ 　白澤　卓二∥著 ５９６　シ

　上新粉・玄米粉でできる米粉１００％のもっち
りパン＆しっとりスイーツ

　陣田　靖子∥著 ５９６　ジ

大根おろしアート 　主婦の友社∥編 ５９６　ダ

玄米菜食美人べんとう 　濱田　美里∥著 ５９６　ハ

浜内千波のしょうがで冷えとり美肌ダイエット 　浜内　千波∥著 ５９６　ハ

発酵食のおかず 　浜内　千波∥著 ５９６　ハ

しょうが、にんにく、ねぎ！ 　藤井　恵∥著 ５９６　フ

こうじ甘酒レシピ作りおき 　伏木　暢顕∥著 ５９６　フ

発酵おやつ 　山田　奈美∥著 ５９６　ヤ

からだポカポカしょうがレシピ１２９ 　行正　り香∥著 ５９６　ユ

丸鶏レシピ 　コウ　静子∥著 ５９６．３　コ

健康になりたければ家の掃除を変えなさい 　松本　忠男∥著 ５９７　マ

飲むお茶、食べるお茶 　磯淵　猛∥著 ６１９　イ

紅茶の教科書 　磯淵　猛∥著 ６１９　イ

３０分で人生が深まる紅茶術 　磯淵　猛∥著 ６１９　イ

基礎から学ぶ紅茶のすべて 　磯淵　猛∥著 ６１９　イ

ニッポンの地紅茶《完全ガイド》 　藤原  一輝∥監修 ６１９　ニ

ウケる筋トレ 　なかやまきんに君∥著 ７８０　ナ

老けない身体（からだ）を一瞬で手に入れる本 　中嶋　輝彦∥著 ７８０　ナ

世界一効く体幹トレーニング 　中野　ジェームズ修一∥著 ７８０　ナ

大人の体幹トレーニング 　本橋　恵美∥著 ７８０　モ

　体が硬い人のための関節が柔らかくなるスト
レッチ＆筋トレ

　荒川　裕志∥著 ７８１　ア

体が硬い人のためのストレッチ 　荒川　裕志∥著 ７８１　ア

寝たままできる！体がよみがえる！！きくち体操 　菊池　和子∥著 ７８１　キ

これ１冊できちんとわかるピラティス 　新井　亜樹∥監修 ７８１　コ

鈴木尚広式体軸トレーニング 　鈴木　尚広∥著 ７８１　ス

　カチコチ体が１０秒でみるみるやわらかくなる
ストレッチ

　永井　峻∥著 ７８１　ナ
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みんなのストレッチ 　フィジカルトレーナー協会∥著 ７８１　ミ

アレルギーの９割は腸で治る！ 　藤田　紘一郎∥著 Ｂ　４９３　フ

【児童書】

書名 著者名 請求記号

生命科学の今を知る　１ 　 ４６０　セ　１

からだの免疫キャラクター図鑑 　岡田　晴恵∥監修 ４９０　キ

野菜と栄養素キャラクター図鑑 　田中　明∥監修 ４９０　キ

感染症キャラクター図鑑 　岡田　晴恵∥監修 ４９０　キ

からだの細菌キャラクター図鑑 　岡田　晴恵∥監修 ４９０　キ

栄養素キャラクター図鑑 　田中　明∥監修 ４９０　キ

　どうしてかぜをひくの？インフルエンザになる
の？

　清水　直樹∥監修 ４９０　ヤ

　てあしくちびょうやようれんきんってどんな
びょうき？

　清水　直樹∥監修 ４９０　ヤ

からだのなかのびっくり事典 　こざき　ゆう∥文 ４９１　コ

からだのなかのびっくり事典　もっと！！ 　こざき　ゆう∥文 ４９１　コ

なぜ？の図鑑　からだ 　阿部　和厚∥監修 ４９１　ナ

はたらく細胞人体のふしぎ図鑑 　講談社∥編 ４９１　ハ

感染症とたたかった科学者たち 　岡田　晴恵∥著 ４９３　オ

おしえて！インフルエンザのひ・み・つ 　岡田　晴恵∥著 ４９３　オ

うつる病気のひみつがわかる絵本　１～５ 　おかだ　はるえ∥文 ４９３　オ　1～5

知ろう！防ごう！インフルエンザ　３ 　田代　眞人∥監修 ４９３　シ　３

からだと心 　松本　麻希∥マンガ　イラスト ４９８　カ

楽しく遊ぶ学ぶげんきの図鑑 　中村　裕∥監修 ４９８　タ

どうして野菜を食べなきゃいけないの？ 　せのお　しんや∥絵 ４９８　ド

なぜ、好きなものだけ食べてはいけないの？ 　服部　幸應∥著 ４９８　ハ

行ってみよう！発酵食品工場 　中居　惠子∥著 ５００　タ

つくってみよう！発酵食品 　中居　惠子∥著 ５００　タ

おもしろふしぎ日本の伝統食材　３,４,１０ 　おくむら　あやお∥作 ５９６　オ 3,4,10

旬ってなに？　春・冬 　本多　京子∥監修 ５９６　シ　１

梅パワーのひみつ 　田川  滋∥漫画 ６００　ガ

日本茶のひみつ 　青木  萌∥作  文 ６００　ガ

食べものはかせになろう！　４ 　石谷　孝佑∥監修 ６１９　タ　４

身近な食べもののひみつ　５ 　 ６１９　ミ　５
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