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大人の体力測定  
―どこでもできる!1人でできる!― 

同時1アクセス（本体） ¥2,860 

同時3アクセス（本体） ¥4,290 

冊子版ISBN 9784895894579  

著編者名 田中 喜代次 発行年 2014 商品コード 1018695895 

身の回りにあるものを使って、短時間で1人でも手軽にできる体力測定を紹介。屋内でできるもの、屋外ででき
るもの、フィットネス施設で行うものの3つに分けて解説する。書き込みページあり。 

100歳まで歩ける脚づくり  
（病院で治す・自分でよくするシリーズ） 

同時1アクセス（本体） ¥2,860 

同時3アクセス（本体） ¥4,290 

冊子版ISBN 9784895894333  

著編者名 林 泰史 発行年 2013 商品コード 1018695900 

最期まで寝たきりにならない、丈夫な脚づくりを始めましょう。歩くことによる健康なからだづくりのポイントから
意外な効果、毎日続けられる歩き方のコツまでを、高齢者医療の専門医がわかりやすく解説します。 

35歳からの育児  
―高齢妊娠・出産、その先のおはなし― 

同時1アクセス（本体） ¥3,300 

同時3アクセス（本体） ¥4,950 

冊子版ISBN 9784895893749  

著編者名 渡辺 とよ子 発行年 2011 商品コード 1018695911 

高齢出産の新米お母さんに向けて、楽しく育児ができるようにエールを送る「育児・育“自”書」。赤ちゃんとの生
活、育児とママをサポートするもの、子育てと仕事の両立などについてアドバイスする。発育・発達早わかり表
つき。 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時１アクセス 
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同時３アクセス 

（本体） 
商品コード 

話を聴かない耳栓医者と思いを呑み込む仮面患者 嵯峨崎 泰子 2014 9784895894609 ¥3,300 ¥4,950 1018695889 

パソコンによる首・肩のコリと痛みはこうやって治す 渡辺 靖之 2014 9784895894623 ¥3,520 ¥5,280 1018695890 

穏やかに動かして治すひざの痛み （病院で治す・自分でよくするシリーズ） 黒澤 尚 2014 9784895894616 ¥3,300 ¥4,950 1018695891 

足の痛みを正しくとる （病院で治す・自分でよくするシリーズ） 宇佐見 則夫 2014 9784895894586 ¥3,300 ¥4,950 1018695892 

妊活カップルのためのオトコ学 小堀 善友 2014 9784895894593 ¥3,300 ¥4,950 1018695893 

女医が教える働く男の怒りと疲れをパワーに変える処方箋 奥田 弘美 2014 9784895894562 ¥2,860 ¥4,290 1018695894 

ポジティブ脳に切り替えるストレッチ ―うつ・不安に克つテクニック― 永松 俊哉 2014 9784895894388 ¥2,860 ¥4,290 1018695896 

母と娘(コ)のホルモンLesson 吉野 一枝 2014 9784895894364 ¥2,860 ¥4,290 1018695897 

お酒が減らせる練習帳 樋口 進 2013 9784895894319 ¥2,860 ¥4,290 1018695898 

美しくなる入浴術 ―お風呂と温泉で心・からだ・素肌をきれいにする― 漆畑 修 2013 9784895894357 ¥2,750 ¥4,125 1018695899 

データとケースレポートから見た圧迫療法の基礎と臨床 平井 正文 2013 9784895893992 ¥8,360 ¥12,540 1018695901 

こどものアレルギー ―アトピー性皮膚炎・食物アレルギー・ぜんそく―（国立成育医療研
究センターBookシリーズ） 

大矢 幸弘 2013 9784895894326 ¥3,520 ¥5,280 1018695907 

子どもの頭痛 ―頭が痛いって本当だよ― 藤田 光江 2013 9784895894265 ¥3,520 ¥5,280 1018695908 

そうなんだ!遺伝子検査と病気の疑問 ―モヤモヤを解決する33― 櫻井 晃洋 2013 9784895894272 ¥3,520 ¥5,280 1018695915 

そもそも、すべてが「体質」のせいなのか? ―自然治癒力を引き出し幸せになる方法― 大塚 吉則 2012 9784895893947 ¥3,080 ¥4,620 1018695902 

自分と向き合うためのスーパーヨーガ ―こたえは身体の中にある―（グランド世代book） 西川 眞知子 2012 9784895893930 ¥2,860 ¥4,290 1018695903 

こどものおなかの病気 （国立成育医療研究センターBookシリーズ） 新井 勝大 2012 9784895893923 ¥3,300 ¥4,950 1018695909 

男が40を過ぎてなんとなく不調を感じ始めたら読む本 秋下 雅弘 2012 9784895893824 ¥2,860 ¥4,290 1018695910 

医学データにもとづく認知症を予防する生活習慣 羽生 春夫 2012 9784895893770 ¥3,300 ¥4,950 1018695914 

不整脈の不安と疑問に答えます 山下 武志 2011 9784895893756 ¥3,080 ¥4,620 1018695904 

脚がむずむずしたら読む本 ―眠れない…イライラする…― 井上 雄一 2011 9784895893725 ¥3,300 ¥4,950 1018695912 

「聞こえ」に不安を感じたら… ―補聴器の使いこなし方― 河野 淳 2011 9784895893718 ¥3,300 ¥4,950 1018695913 

むくみ体質をあきらめない ―医師が教える予防・解消の知恵― 平井 正文 2010 9784895893572 ¥3,300 ¥4,950 1018695905 

わかりやすい医学統計学 森實 敏夫 2004 9784895893015 ¥12,320 ¥18,480 1018695906 
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