
読んでリフレッシュ！
福岡大学図書館 分室企画展示 2020.12.7（月）～2021.2.27（土）

コロナ禍が長期化する中、
人々の疲労は少しずつ蓄積していっています。

食、旅、写真、小説、健康など
精神面と身体面の両方のケアにも
あてはまるような本を集めました。

疲れを癒したい方、気分転換したい方、ぜひ覗いてみてください。



リフレッシュする30(冊)の方法
理学部分室

タ イ ト ル 著 者 （ 出 版 社 ）
（ ク リ ッ ク す る と O P A C に 飛 び ま す ）

気象で見直す日本史の合戦 松嶋憲昭（洋泉社）

ノーザンライツ 星野道夫（新潮社）

週末ナチュラリストのすすめ 谷本雄治（岩波書店）

Google Earthで行く火星旅行 後藤和久ほか（岩波書店）

算額道場 佐藤健一ほか（研成社）

双眼鏡で星空ウォッチング 白尾元理（丸善）

地球の素顔 : fantastic earth （小学館）

川原の石から宝石まで鉱物の楽しみ 西川勢津子（三水社）

Oh！生きもの：生物のみごとなしくみ マーロン・ホーグランドほか（三田出版会）

標本の作り方：自然を記録に残そう 大阪市立自然史博物館（東海大学出版会）

自然の見方が変わる本 日本自然保護協会（山と溪谷社）

お茶 : おいしいクスリ : 飲んで食べて料理して : あっと驚く薬効性 小國伊太郎（保健同人社）

Tree C・W・ニコル 宮崎駿（徳間書店）

巨樹紀行：最高の瞬間に出会う 芦田裕文（家の光協会）

ぼくが海からもらったもの：井上慎也フォトエッセイ 井上慎也（東方出版）

森の標本箱 Forest Farm（小学館）

世界でもっとも美しい
10の数学パズル

マーセル・ダネージ（青土社）

この本は、パズルのコレク
ションではない。パズルと
数学との間の関係について
の案内書である。読めば
(いわゆる)数学恐怖症の
学生でも自信が持てる！

Pick up！

Pick up！ 武田康男の空の撮り方
武田康男（誠文堂新光社）

虹、雪、月…撮りたい空模
様を簡単に撮影するには？
そのちょっとしたコツを
「空の探検家」として気象
現象を撮り続けてきた著者
が、美しい写真と共に紹介。
すぐに真似できる！

Pick up！

Pick up！ 野生ネコの百科
今泉忠明（データハウス）

フォルムが美しいチーター
のような大きめ野生ネコに
加え、砂漠の天使スナネコ、
ずんぐりキュートなマヌル
ネコなど、イエネコ以外の
魅力的な野生ネコを沢山掲
載。

粘菌生活のススメ
奇妙で美しい謎の生きものを求めて

新井文彦（誠文堂新光社）

美しくて、かわいくて、
不思議で、ちょっと気持ち
悪くて、だけどものすごく
魅力的な粘菌は、ごく普通
に日本各地で生きています。
まずは写真をお楽しみ下さ
い。

https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_details/?reqCode=fromlist&lang=0&amode=11&bibid=LT00996694&opkey=B160585337747850&start=1&totalnum=1&listnum=0&place=&list_disp=20&list_sort=6&cmode=0&chk_st=0&check=0
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_details/?reqCode=fromlist&lang=0&amode=11&bibid=LT00534073&opkey=B160619505133243&start=1&totalnum=1&listnum=0&place=&list_disp=20&list_sort=6&cmode=0&chk_st=0&check=0
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_details/?reqCode=fromlist&lang=0&amode=11&bibid=LT00884700&opkey=B160619508763007&start=1&totalnum=1&listnum=0&place=&list_disp=20&list_sort=6&cmode=0&chk_st=0&check=0
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_details/?reqCode=fromlist&lang=0&amode=11&bibid=LT00887292&opkey=B160619510947329&start=1&totalnum=1&listnum=0&place=&list_disp=20&list_sort=6&cmode=0&chk_st=0&check=0
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_details/?reqCode=fromlist&lang=0&amode=11&bibid=LT00652218&opkey=B160619516637955&start=1&totalnum=1&listnum=0&place=&list_disp=20&list_sort=6&cmode=0&chk_st=0&check=0
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_details/?reqCode=fromlist&lang=0&amode=11&bibid=LT00671556&opkey=B160619518264799&start=1&totalnum=1&listnum=0&place=&list_disp=20&list_sort=6&cmode=0&chk_st=0&check=0
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_details/?reqCode=fromlist&lang=0&amode=11&bibid=LT00635040&opkey=B160619523633015&start=1&totalnum=1&listnum=0&place=&list_disp=20&list_sort=6&cmode=0&chk_st=0&check=0
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_details/?reqCode=fromlist&lang=0&amode=11&bibid=LT00721477&opkey=B160619527182717&start=1&totalnum=1&listnum=0&place=&list_disp=20&list_sort=6&cmode=0&chk_st=0&check=0
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_details/?reqCode=fromlist&lang=0&amode=11&bibid=LT00511374&opkey=B160619528687629&start=1&totalnum=1&listnum=0&place=&list_disp=20&list_sort=6&cmode=0&chk_st=0&check=0
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_details/?reqCode=fromlist&lang=0&amode=11&bibid=LT00774477&opkey=B160619531366716&start=1&totalnum=1&listnum=0&place=&list_disp=20&list_sort=6&cmode=0&chk_st=0&check=0
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_details/?reqCode=fromlist&lang=0&amode=11&bibid=LT00772676&opkey=B160619532548042&start=1&totalnum=1&listnum=0&place=&list_disp=20&list_sort=6&cmode=0&chk_st=0&check=0
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_details/?reqCode=fromlist&lang=0&amode=11&bibid=LT00503650&opkey=B160619535057253&start=1&totalnum=1&listnum=0&place=&list_disp=20&list_sort=6&cmode=0&chk_st=0&check=0
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_details/?reqCode=fromlist&lang=0&amode=11&bibid=LT00336765&opkey=B160619536629167&start=21&totalnum=29&listnum=24&place=&list_disp=20&list_sort=6&fc_val=dptidpl%23%40%231CS&fc_val=datatype%23%40%23%2810+OR+11+OR+12%29&cmode=0&chk_st=20&check=000000000
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_details/?reqCode=fromlist&lang=0&amode=11&bibid=LT00545957&opkey=B160619540117782&start=1&totalnum=1&listnum=0&place=&list_disp=20&list_sort=6&cmode=0&chk_st=0&check=0
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_details/?reqCode=fromlist&lang=0&amode=11&bibid=LT00677271&opkey=B160644347286008&start=1&totalnum=2&listnum=1&place=&list_disp=20&list_sort=6&cmode=0&chk_st=0&check=00
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_details/?reqCode=fromlist&lang=0&amode=11&bibid=LT00648817&opkey=B160619544478681&start=1&totalnum=1&listnum=0&place=&list_disp=20&list_sort=6&cmode=0&chk_st=0&check=0
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_details/?reqCode=fromlist&lang=0&amode=11&bibid=LT00734885&opkey=B160619514646821&start=1&totalnum=1&listnum=0&place=&list_disp=20&list_sort=6&cmode=0&chk_st=0&check=0
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_details/?reqCode=fromlist&lang=0&amode=11&bibid=LT00997877&opkey=B160619533730811&start=1&totalnum=1&listnum=0&place=&list_disp=20&list_sort=6&cmode=0&chk_st=0&check=0
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_details/?reqCode=fromlist&lang=0&amode=11&bibid=LT00600071&opkey=B160619521662792&start=1&totalnum=1&listnum=0&place=&list_disp=20&list_sort=6&cmode=0&chk_st=0&check=0
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_details/?reqCode=fromlist&lang=0&amode=11&bibid=LT00957840&opkey=B160644340021851&start=1&totalnum=1&listnum=0&place=&list_disp=20&list_sort=6&cmode=0&chk_st=0&check=0


リフレッシュする30(冊)の方法
電子BOOK

Maruzen eBook Library

本をクリックすると閲覧ページへ飛びます

青空文庫

タイトルをクリックすると閲覧ページへ飛びます

行乞記 : 06 北九州行乞 種田山頭火

野草雑記・野鳥雑記 : 01 野草雑記 柳田国男

虫喰い算大会 海野十三ほか

冬ごもり 中谷宇吉郎

国立国会図書館デジタルコレクション

タイトルをクリックすると閲覧ページへ飛びます

助造仙吉当世膝栗毛 よぼ六

九州鉄道遊覧案内 西山金三郎

集容動物写真帖 山岡千太郎

郷土産業開発の跡 鉄道省

学外から電子リソースを利用する
（リモートアクセス）については
こちらから確認してください。

https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000046348;jsessionid=8C375AEA3AED47939BE1206FF10CDBC2?0
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072239;jsessionid=3D3D5E34C05F7B96AF517EFD5A157EA8?0
https://www.aozora.gr.jp/cards/000146/card48232.html
https://www.aozora.gr.jp/cards/001566/card52945.html
https://www.aozora.gr.jp/cards/000160/card43533.html
https://www.aozora.gr.jp/cards/001569/card56012.html
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/911843
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/766597
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/832821
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1718434
https://www.lib.fukuoka-u.ac.jp/files/uploads/20200914_katsuyoupp4.pdf


世界のふしぎ建築物語
鈴木博之ほか（新潮社）

有名建築家らによる
「とっておき」を紹介。
写真が豊富で、世界旅行を
した気分になれます。通天
閣や首里城など日本の例も。

図解絵本東京スカイツリー
モリナガ・ヨウ（ポプラ社）

かわいらしい絵や色使いで、
工事の様子や中で働く人々
などが詳細に描かれていま
す。後半のページでは
ちょっとした仕掛けも！

世界の
デザインミュージアム
暮沢剛巳（大和書房）

デザインミュージアム＝
デザインを収集や展示の
対象とする博物館。
日本でも、設立に向けての
動きが広がっています。

けんちく世界をめぐる
10の冒険

伊東豊雄建築塾編（彰国社）

建築家たちの建築について
の考えが、小さな本ギュッ
と詰まっています。
「やさしく語ることにこだ
わった」1冊です。

おうちで旅行
工学部分室

タ イ ト ル 著 者 （ 出 版 社 ）
（ ク リ ッ ク す る と O P A C に 飛 び ま す ）

世界の夢の本屋さん （エクスナレッジ）

一〇〇年前の世界一周：ある青年が撮った日本と世界
ワルデマール・アベグ （日経ナショナルジオグラフィック社）

ビバ★いなかもん！ 永浜敬子（講談社）

世界の居住文化百科 : さまざまな民族の伝統的住まい : ビジュアル版
ジョン・メイ（柊風舎）

工場萌え 石井哲（東京書籍）

死ぬまでに見たい世界の名建築1001 マーク・アーヴィング（エクスナレッジ）

世界のとんでも建築物語 鈴木博之ほか（新潮社）

アーキトラベル：建築をめぐる旅 中谷俊治（TOTO出版）

日本の近代・現代を支えた建築：建築技術100選
日本の近代・現代を支えた建築「建築技術100選」委員会（日本建築センター）

昭和モダン建築巡礼 磯達雄文（日経BP）

福岡ド-ム 日経ア-キテクチュア（日経BP社）

藤森照信現代住宅探訪記 藤森照信（世界文化社）

乗り物の博物館 松澤正二（成山堂書店）

世界鉄道探検記：ユーラシア大陸をゆく 秋山芳弘（成山堂書店）

世界の鉄道の歴史図鑑：ビジュアル版 : 蒸気機関車から超高速列車までの200年
ジョン・ウェストウッド（柊風舎）

西鉄電車おもいでアルバム : 昭和晩年の福岡市内線・大牟田線急行電車・宮地岳線
大田治彦（櫂歌書房）

Pick up！

Pick up！

Pick up！

https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_details/?reqCode=fromlist&lang=0&amode=11&bibid=LT00855924&opkey=B160619557661311&start=1&totalnum=1&listnum=0&place=&list_disp=20&list_sort=6&cmode=0&chk_st=0&check=0
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00823612
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_details/?reqCode=fromlist&lang=0&amode=11&bibid=LT00711303&opkey=B160619560918624&start=1&totalnum=1&listnum=0&place=&list_disp=20&list_sort=6&cmode=0&chk_st=0&check=0
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00932610
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_details/?reqCode=fromlist&lang=0&amode=11&bibid=LT00761560&opkey=B160619563727786&start=1&totalnum=3&listnum=0&place=&list_disp=20&list_sort=6&cmode=0&chk_st=0&check=000
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_details/?reqCode=fromlist&lang=0&amode=11&bibid=LT00797348&opkey=B160619566299120&start=1&totalnum=1&listnum=0&place=&list_disp=20&list_sort=6&cmode=0&chk_st=0&check=0
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_details/?reqCode=fromlist&lang=0&amode=11&bibid=LT00797355&opkey=B160619569047608&start=1&totalnum=8&listnum=3&place=&list_disp=20&list_sort=6&cmode=0&chk_st=0&check=00000000
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_details/?reqCode=fromlist&lang=0&amode=11&bibid=LT00647730&opkey=B160619572537967&start=1&totalnum=1&listnum=0&place=&list_disp=20&list_sort=6&cmode=0&chk_st=0&check=0
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_details/?reqCode=fromlist&lang=0&amode=11&bibid=LT01014530&opkey=B160619574085166&start=1&totalnum=1&listnum=0&place=&list_disp=20&list_sort=6&cmode=0&chk_st=0&check=0
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_details/?reqCode=fromlist&lang=0&amode=11&bibid=LT01028115&opkey=B160619575234832&start=1&totalnum=2&listnum=0&place=&list_disp=20&list_sort=6&cmode=0&chk_st=0&check=00
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_details/?reqCode=fromlist&lang=0&amode=11&bibid=LT00470435&opkey=B160619578451280&start=1&totalnum=5&listnum=3&place=&list_disp=20&list_sort=6&cmode=0&chk_st=0&check=00000
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_details/?reqCode=fromlist&lang=0&amode=11&bibid=LT01027996&opkey=B160619579982417&start=1&totalnum=1&listnum=0&place=&list_disp=20&list_sort=6&cmode=0&chk_st=0&check=0
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_details/?reqCode=fromlist&lang=0&amode=11&bibid=LT00618736&opkey=B160619582132941&start=1&totalnum=1&listnum=0&place=&list_disp=20&list_sort=6&cmode=0&chk_st=0&check=0
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_details/?reqCode=fromlist&lang=0&amode=11&bibid=LT00672329&opkey=B160619583349443&start=1&totalnum=1&listnum=0&place=&list_disp=20&list_sort=6&cmode=0&chk_st=0&check=0
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00825404
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00913432
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_details/?reqCode=fromlist&lang=0&amode=11&bibid=LT00797333&opkey=B160619567684716&start=1&totalnum=1&listnum=0&place=&list_disp=20&list_sort=6&cmode=0&chk_st=0&check=0
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_details/?reqCode=fromlist&lang=0&amode=11&bibid=LT00883371&opkey=B160619577073484&start=1&totalnum=1&listnum=0&place=&list_disp=20&list_sort=6&cmode=0&chk_st=0&check=0
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_details/?reqCode=fromlist&lang=0&amode=11&bibid=LT00937561&opkey=B160619587543285&start=1&totalnum=1&listnum=0&place=&list_disp=20&list_sort=6&cmode=0&chk_st=0&check=0
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_details/?reqCode=fromlist&lang=0&amode=11&bibid=LT00797789&opkey=B160619571242491&start=1&totalnum=1&listnum=0&place=&list_disp=20&list_sort=6&cmode=0&chk_st=0&check=0


おうちで旅行
電子BOOK

Maruzen eBook Library

本をクリックすると閲覧ページへ飛びます

旅館
―国際化の中
で日本文化を
継承する―

国立国会図書館デジタルコレクション

タイトルをクリックすると閲覧ページへ飛びます

江戸城全図

博覧会建築図集年鑑1930年 洪洋社

青空文庫

タイトルをクリックすると閲覧ページへ飛びます

浦島太郎 楠山正雄

銀河鉄道の夜 宮沢賢治

地図をながめて 寺田寅彦

可愛い山 石川欣一

母を尋ねて三千里 エドモンド・デ・アミーチス

学外から電子リソースを利用する
（リモートアクセス）については
こちらから確認してください。

https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027219?3
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000005218?7
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/10317564
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1213477
https://www.aozora.gr.jp/cards/000329/card3390.html
https://www.aozora.gr.jp/cards/000081/card43737.html
https://www.aozora.gr.jp/cards/000042/card2508.html
https://www.aozora.gr.jp/cards/001380/card49593.html
https://www.aozora.gr.jp/cards/001048/card45381.html
https://www.lib.fukuoka-u.ac.jp/files/uploads/20200914_katsuyoupp4.pdf


自分で採れる
薬になる植物図鑑
増田和夫監修（柏書房）

薬になる植物、薬になる野
菜・ハーブ、危険な毒草を
たっぷりの写真で紹介。

花のくすり箱
: 体に効く植物事典
鈴木昶著（講談社）

身近な植物の薬効をわかり
やすく解説し、食べ方、煎
じ方、生薬の作り方を紹介。
2021年、健康を意識して
みましょう。

日本の薬草
：437種：初めてでも迷わず
採取できる：ポケット判
伊沢一男著（主婦の友社）

各薬草の特徴を細かく記
載！ポケットサイズだけれ
ど写真が大きくて見やす
い！

地域食材大百科
(第4巻：乳・肉・卵・昆
虫・山菜・野草・きのこ)
農文協編（農山漁村文化協会）

日頃よく利用する食材、加
工品から珍味まで！栄養、
機能性まで詳しく解説。

With Nature
薬学部分室

タ イ ト ル 著者（出版社）
（クリックするとOPACに飛びます）

野の花・山の花図鑑：花色別 講談社（講談社）

植物観察入門：花・茎・葉・根 原襄ほか（培風館）

日本のきのこ
今関六也, 大谷吉雄, 本郷次雄（山と溪谷社）

The mushroom book
Thomas Læssøe and Anna Del Conte（Dorling Kindersley）

生薬単：語源から覚える植物学・生薬学名単語集：ギリシャ語・ラテン語
原島広至（エヌ・ティー・エス）

薬史こぼれ話 杉山茂（薬事日報社）

アロマセラピーで痛みとかゆみは治せる
川端一永, 田水智子, 吉井友希子（マキノ出版）

薬草に親しむために：自分で健康を守ろう 北岡繁（東京図書出版会）

心と体を癒す世界のフラワーエッセンス 小川政信（広済堂出版）

福岡薬草さんぽ道 才所洋子（薬師丸ドレミ薬局）

日本の薬草 指田豊（学習研究社）

薬草の散歩道 正山征洋（九州大学出版会）

九州の薬草 [正] 高橋貞夫（葦書房）

九州の薬草 続 高橋貞夫（葦書房）

アロマテラピーの科学 鳥居鎮夫（朝倉書店）

Pick up！

Pick up！

Pick up！

Pick up！

https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00740286
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00594996
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00220780
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00552102
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00672463
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00766503
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00721632
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00615022
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00615735
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00637266
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00956916
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00721503
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00676666
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00652527
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00652527
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00668433
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00743507
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00674327
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00823151


With Nature
電子BOOK

青空文庫

タイトルをクリックすると閲覧ページへ飛びます

ありときのこ 宮沢賢治

季節の植物帳 佐左木俊郎

きのこ会議 夢野久作

茸狩り 和辻哲郎

植物知識 牧野富太郎

植物一日一題 牧野富太郎

花の話 折口信夫

花物語 寺田寅彦

やまなし 宮沢賢治

Maruzen eBook Library

本をクリックすると閲覧ページへ飛びます

学外から電子リソースを利用する
（リモートアクセス）についてはこちらから確認してください。

https://www.aozora.gr.jp/cards/000081/card2657.html
https://www.aozora.gr.jp/cards/000134/card715.html
https://www.aozora.gr.jp/cards/000096/card46694.html
https://www.aozora.gr.jp/cards/001395/card49885.html
https://www.aozora.gr.jp/cards/001266/card46821.html
https://www.aozora.gr.jp/cards/001266/card46820.html
https://www.aozora.gr.jp/cards/000933/card46314.html
https://www.aozora.gr.jp/cards/000042/card2331.html
https://www.aozora.gr.jp/cards/000081/card46605.html
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000062417?22
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000014585?24
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016544?23
https://www.lib.fukuoka-u.ac.jp/files/uploads/20200914_katsuyoupp4.pdf


タ イ ト ル 著者 （出版社）
（クリックするとOPACに飛びます）

忘れるだけでうまくいく脳と心の整理術 茂木健一郎（PHP研究所）

プロは逆境でこそ笑う：成功への糸口が見つかる思考法：本調子2 西田文郎ほか（総合法令出版）

「ふくらはぎをもむ」と超健康になる：1日4分で体の不調も心の悩みも消える！
大谷由紀子（マキノ出版）

毎朝10回の「深い呼吸」で体が変わる 藤麻美子（文響社）

涙の治癒力：人は泣くとなぜスッキリ、健康になるのか 柏瀬宏隆（リヨン社）

体脂肪計タニタの社員食堂 : 500kcalのまんぷく定食 タニタ（大和書房）

アスリートの夢 : 26人のアスリート×きむ 日本ドリームプロジェクト（いろは出版）

挫折と苦難の克服 （学研教育出版）

体幹を鍛えてお腹が凹むトレーニング：「いつでもどこでも」30秒でできる
広戸聡一（PHP研究所）

中野ジェームズ修一の1日5分筋トレと1回30秒ストレッチ （日経BP社）

百歳、山スキーと山岳写真に生きる 三浦敬三（草思社）

ココロとカラダ
スポーツ科学部分室

Pick up！

Pick up！

逆風のときこそ高く飛べる
鈴木秀子（青春出版社）

昨日より１ミリだけ、
上を向いて生きてみませんか。
人生で辛いとき・苦しいとき
にあなたの心を支える45の
言葉。

Pick up！

Pick up！動かないゼロトレ
= Motionless zero training
石村友見（サンマーク出版）

寝た姿勢で３０秒から１分
じっとしているだけで、
首や腕や腰やひざがスーッ
と伸びていく、ゼロトレの
究極のカタチ。

日体大の超簡単
ダイエットレシピ
リバウンドなし！

生活を見直すだけでやせる！
安達瑞保（JTBパブリッシング）

意識次第でいつもの生活が
運動になる？朝食からおや
つまで“ラクうま”ダイエッ
トレシピ８５。

君が勇気をくれた
九回裏のフルスイング
松尾健史（現代書林）

九回裏、ツーアウト二、三
塁。逆転のチャンスが劣勢
の南台にめぐってきた！
―ひとつの白球を見つめる
人々が織りなす、心洗われ
る成長物語。

https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00977564
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT01020277
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT01025418
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00975979
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00783233
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00859050
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT01016598
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00734080
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00924162
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00785995
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00873913
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00914185
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00985166
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00674273
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00967492


青空文庫Maruzen eBook Library

本をクリックすると閲覧ページへ飛びます

タイトルをクリックすると閲覧ページへ飛びます

走れメロス 太宰治

波乗りの島 片岡義男

両国今昔 木村荘八

ベースボール 正岡子規

希望をくれた人

パラアスリートの
背中を押したプロ
フェッショナル 学外から電子リソースを

利用する（リモートアクセス）
についてはこちらから確認してください。

ココロとカラダ
電子BOOK

https://www.aozora.gr.jp/cards/000035/card1567.html
https://www.aozora.gr.jp/cards/001506/card52459.html
https://www.aozora.gr.jp/cards/001312/card47603.html
https://www.aozora.gr.jp/cards/000305/card43619.html
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000031096?2
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001604?13
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028194?4
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026396?5
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000078806?6
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057991?7
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001069?8
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007765?9
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000562?10
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044050?14
https://www.lib.fukuoka-u.ac.jp/files/uploads/20200914_katsuyoupp4.pdf

