
実は身近な

SDGｓ
展示期間 2021.6.23（水）～8.20（金）

福岡大学図書館 分室企画展示

各分室では実際に資料を展示しています

SDGｓでは、地球上のあらゆる問題を解決し、よりよい世界を作っていくための17の目標が掲げられています。
最近よく耳にするようになりましたが、「世界の目標」と聞くと途端に難しく感じ、
どのように関わってよいかわからない人も多いのではないでしょうか。
今回の展示では、各分室が目標を選び、それに合った資料を集めました。また、関連する取組事例も併せて紹介します。
SDGｓを少しでも身近に感じてもらい、SDGｓについて考えたり、行動を起こすきっかけになることを願います。

男女共同参画オンライン展示



実は身近なSDGｓ

理学部分室

地球を救う小さな一歩

関連する取組事例はこちらから
↓

『いきものがたり : 生物多様性11の話』
Think the Earthプロジェクト（ダイヤモンド社）

「生物多様性」の重要性を、
詩や先住民の言葉、アーティスト、
専門学者など様々な視点から説いた本です。

『CO[2]のQ&A50 : グラフと図表でわかる環境問題』
笠原三紀夫, 東野達, 酒井広平（丸善出版）

CO2排出量の計算方法や日本の現状、
削減のための取り組み等を具体的に解説。
家庭でできる取り組みも書かれているので
ぜひ実行してみてください。

図書

電子BOOK

↑表紙をクリックすると図書情報が表示されます↑

この他にも多数展示しております。詳しいリストはこちらから
↓

環境問題に関する資料を中心に集めました。身近なことに気づき、
できることから少しずつ取り組んでみませんか。

イオン

SUNTORY
トップページにリンクしています。トップページ上部
「環境」→「サントリーの愛鳥活動」を
ご覧ください。

リスト

目標の詳細はアイコンをクリック↑（朝日新聞社HPへリンクしています）

https://miraimedia.asahi.com/sdgs-14/
https://miraimedia.asahi.com/sdgs-15/
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00772608
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000513?1
https://www.topvalu.net/tv-osakana/
https://www.suntory.co.jp/?ke=hd


工学部分室

つくるために、つかうために実は身近なSDGｓ

『リファイニングが導く公共建築の未来』
青木茂（総合資格）

リファイニング建築＝建築の再生。
八女市や福岡市西区、北九州市等、
福岡の公共施設が多数掲載
されています。

『ICT未来予想図
―自動運転, 知能化都市, 
ロボット実装に向けて―』
（共立出版）

ICT＝Information and 
Communication 
Technology（情報通信技術）
ICT社会にメスを入れた大作。

図書 電子BOOK

関連する取組事例はこちらから→この他にも多数展示しております。詳しいリストはこちらから→

消費や生産に関する資料を中心に集めました。
「つくるために、つかうために」
何ができるのか考えてみませんか。

ニトリ

TOYOTA
トップページにリンクしています。
ページ上部「サスティナビリティ」→「SDGｓへの取り組み」を
ご覧ください

リスト

目標の詳細はアイコンをクリック↑（朝日新聞社HPへリンクしています）

←表紙をクリックすると図書情報が表示されます→

https://miraimedia.asahi.com/sdgs-06/
https://miraimedia.asahi.com/sdgs-07/
https://miraimedia.asahi.com/sdgs-09/
https://miraimedia.asahi.com/sdgs-11/
https://miraimedia.asahi.com/sdgs-12/
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00962154
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000041360?2
https://www.nitorihd.co.jp/csr/environment/
https://global.toyota/jp/


薬学部分室

わたしたちの街の薬局がつなぐ人と未来と実は身近なSDGｓ

『Not doing, but being : 「在宅訪問薬剤師」奮闘記』
日本調剤株式会社在宅訪問薬剤師
ブログ書籍化プロジェクト（幻冬舎）

高齢化社会に伴い、在宅医療が増加する現代。
在宅医療現場で活躍する薬剤師たちの
12のストーリーから、薬剤師の在り方を
考えてみましょう。
（Image by Google）

『ポリファーマシー見直しのための医師・
薬剤師連携ガイド』
日本老年薬学会, 日本医療研究開発機構・
長寿科学研究開発事業
「高齢者の多剤処方見直しのための
医師・薬剤師連携ガイド作成に関する研究」
研究班（南山堂）

臨床現場ごとのアクションチャートを通して、
医師と薬剤師の連携方法を学べ、
地域連携がいかに重要か理解できます。

図書 電子BOOK

関連する取組事例はこちらから→この他にも多数展示しております。詳しいリストはこちらから→

健康や環境に関する資料を中心に集めました。
どのように健康を維持し、生活しやすい環境を
整えればよいのか、考えてみませんか。

中川調剤薬局クオール薬局リスト

目標の詳細はアイコンをクリック↑（朝日新聞社HPへリンクしています）

←表紙をクリックすると図書情報が表示されます→

https://miraimedia.asahi.com/sdgs-03/
https://miraimedia.asahi.com/sdgs-04/
https://miraimedia.asahi.com/sdgs-11/
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT01034290
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000060304?3
https://nakagawa-ph.jp/about/kakaritsuke.html
https://www.qol-net.co.jp/efforts/contribution.html


スポーツ科学部分室

Sport × Development

実は身近なSDGｓ

『スポーツと人権・福祉 : 
「スポーツ基本法」の処方箋』
内海和雄著（創文企画）

スポーツとは何か。何であったか。
何でありうるのか。
【スポーツ・フォー・オール】
について理解を深められる1冊です。

『スポーツは誰のためのものか』
（慶應義塾大学出版会）

半世紀以上スポーツ報道現場に
たちつづけた著者による
これからの「日本スポーツ論」。
「スポーツは誰のためのものなのか」
を考えさせられる1冊。

図書 電子BOOK

関連する取組事例はこちらから→この他にも多数展示しております。詳しいリストはこちらから→

健康や教育に関する資料を中心に集めました。
スポーツとSDGｓがどのように関わっているのか
考えてみませんか。

スポーツ庁 福岡大学スポーツ科学部リスト

目標の詳細はアイコンをクリック↑（朝日新聞社HPへリンクしています）

←表紙をクリックすると図書情報が表示されます→

https://miraimedia.asahi.com/sdgs-03/
https://miraimedia.asahi.com/sdgs-04/
https://miraimedia.asahi.com/sdgs-05/
https://miraimedia.asahi.com/sdgs-17/
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00946366
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015308?5
https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop08/list/1410259.htm
https://www.spo.fukuoka-u.ac.jp/community


理学部分室 選書リスト
タ イ ト ル 請求 記号

1 にっぽん自然再生紀行：散策ガイド付き 408/I95-2/169

2 地球環境の事件簿 408/I95-2/170

3
海洋プラスチック汚染：「プラなし」博士、ごみを語
る

408/I95-2/288

4 追いつめられる海 408/I95-2/294

5
次なるパンデミックを回避せよ：環境破壊と新興感染
症

408/I95-2/301

6 身近な実験で学ぶ地球環境 432/H46/1

7 絵でわかる地球温暖化 451.85/W46-1/1

8 福岡県の希少野生生物：福岡県レッドデータブック 462.191/F82-1

9
エイリアン・スピーシーズ：在来生態系を脅かす移入
種たち

468/H68/2

10自然の見方が変わる本 468/N77-2/4

11いきものがたり：生物多様性11の話 468/TH4/1

12サンゴ礁の世界 468.8/SC9/1

13身近な野生動物観察ガイド 481.7/SU96/1

14都市のみどりと鳥 488.1/KA86-1/1

15森の野鳥を楽しむ101のヒント 488.1/N77/1

16エコライフ：ドイツと日本どう違う 519.834/TA42/1

17雑木林をつくる：人の手と自然の対話・里山作業入門 650.4/KU53/1

18里山はトトロのふるさと 653.17/H71/1

19魂の森を行け：3000万本の木を植えた男の物語 653.4/I85/1

20
森へ行こう、山村へ行こう：NPO地球緑化センターの
森林ボランティア活動

653.4/N88/1

21森里海連環学への道 656.5/TA84/1

22
ジオパーク：地質遺産の活用・オンサイトツーリズム
による地域づくり

689.4/H66/1

23ぼくが海からもらったもの：井上慎也フォトエッセイ 748/I57-4/1-1

雑誌

1
Newton 40(1) プラスチックごみは何が問題なのか? ：
有害物質の運び屋であるマイクロプラスチックが世界
の海をただよっている/p.102〜109

2

遺伝:生物の科学65(4) 環境保全の現状 身近な生き物を
通じて環境保全を考える--絶滅危惧種ニホンザリガニと
特定外来生物ウチダザリガニを取り巻く問題 / 中田 和
義 / p.77〜82

3
日経サイエンス50(1) 特集 深海生物 深海クラゲの世界
を見る / p.65〜69

電子ＢＯＯＫ

1 地球温暖化の事典
Maruzen
eBook Library

2 CO2のQ&A50 ―グラフと図表でわかる環境問題―
Maruzen
eBook Library

3 深海と地球の事典
Maruzen
eBook Library

4
生態系を観る・測る・守る （遺伝：生物の科学 Vol.70 
No.1）

Maruzen
eBook Library

5
ストーリーで学ぶ開発経済学 ―途上国の暮らしを考え
る―

Maruzen
eBook Library

6 地球環境「危機」報告
eBooks
on EBSCOhost

7 環境の汚染とヒトの健康
eBooks
on EBSCOhost

https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00814202
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00815030
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT01017801
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT01027781
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT01036638
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00645919
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00645919
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00614805
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00635274
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00772676
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00772608
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00901503
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00673199
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00723038
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00688554
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00686941
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00527146
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00692480
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00687863
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00676946
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00768026
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00953477
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00677271
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LZ00000647
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LZ00008665
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LZ00011089
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000013602;jsessionid=E84598CDD8A8BF37A90DC066AAB40F58?0
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000513?1
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000018521?2
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000030889?3
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000030838?4
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/OB00028976
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_details/?reqCode=fromlist&lang=0&amode=11&bibid=OB00021639&opkey=B162339525510300&start=1&totalnum=1&listnum=0&place=&list_disp=20&list_sort=6&cmode=0&chk_st=0&check=0


工学部分室 選書リスト
タ イ ト ル 請求記号

6.安全な水とトイレを世界中に

1 水の世界地図 : 刻々と変化する水と世界の問題 517/B52/1

2 川のユニバーサルデザイン : 社会を癒す川づくり 517/Y89/1

3 水力ドットコム : 水力発電所の異空間美景 543.3/A39/1

7.エネルギーをみんなに そしてクリーンに

4 地球・環境・資源 : 地球と人類の共生をめざして 450/TA29/1

5 「再生可能エネルギー」のキホン 501.6/H85/3

6 地球環境の教科書10講 519/KU48/1

7 資源を未来につなぐ 519.1/KA36/4

8 地域循環共生圏の創出による持続可能な地域づくり 519.1/KA56-7

9
持続可能な未来のための地域循環共生圏 : 気候変動影響への適応
とプラスチック資源循環の取組

519.1/KA56-7

10 図解風力発電のすべて 543.6/MA81-1/1

11
自転車発電機(ハブダイナモ)による超小型風車の製作 : 付・手作
り風車競技会(WINCOM)への招待

543.6/MI45/1

12 わかりやすい風力発電 543.6/N83/1

13
太陽光発電システムがわかる本 : 基礎知識から導入・設計・施工
まで

543.8/KO75/1

14
世界の土・日本の土は今 : 地球環境・異常気象・食料問題を土か
らみると

613.5/N77/4

9.産業と技術革新の基盤をつくろう

15
豪雨のメカニズムと水害対策 : 降水の観測・予測から浸水対策、
自然災害に強いまちづくりまで

369.33/N43/1

16 人口減少下のインフラ整備 510.9/U96/1

17 エコセメントコンクリート利用技術マニュアル 511.7/D81-2/1

18 新設コンクリート革命 : 長持ちするインフラのつくり方 511.7/N62/1

19 震災に強い家 524.91/H55/2

20 熱電併給システムではじめる木質バイオマスエネルギー「発電」 543.4/KU36/1

21 エネルギー、古紙、バイオマス : 持続可能性への挑戦 585/KA37-3

11.住み続けられるまちづくりを

22 人口減少時代の都市 : 成熟型のまちづくりへ 318.7/MO77/1

23 壊さないマンションの未来を考える 365.3/J98-7/5

24 アーバンデザインセンター : 開かれたまちづくりの場 518.8/A11/1

25 都市計画とまちづくりがわかる本 518.8/I89-5/1

26 オランダの持続可能な国土・都市づくり : 空間計画の歴史と現在 518.8/KA28/1

27 福祉国家デンマークのまちづくり : 共同市民の生活空間 518.8/KO31/1

28 共生のユニバーサルデザイン : 建築・交通・まちづくりをつなぐ 518.8/MI17/1

29 いま、都市をつくる仕事 : 未来を拓くもうひとつの関わり方 518.8/N77-12/1

30 スマートシティ時代のサステナブル都市・建築デザイン 518.8/N77-2/17

31 コンパクトシティはどうつくる? : 暮らしてみたいまちづくり 518.8/TA63/1

32 入門都市計画 : 都市の機能とまちづくりの考え方 518.8/TA87-2/1

33 団地再生・まちづくりプロジェクトの本質 518.83/D36/1

34
サステイナブル・スイス : 未来志向のエネルギー、建築、交通 =
Nachhaltige Schweiz : Energie, Architektur, Mobilität auf dem
Weg in die Zukunft

519.1/TA71/1

タ イ ト ル 請求記号

35 東京のまちづくり : 近代都市はどうつくられたか 519.8/F62/2

36
まちづくりの方法と技術 : コミュニティー・デザイン・プライ
マー

519.8/H53-2/1

37 建築再生学 : 考え方・進め方・実践例 520/MA82/2

38 耐震、制震、免震の科学 524.91/KO88/1

39 トコトンやさしい地震と建物の本 524.91/SA25/1

40 ランドスケープのしごと : 人と自然があやなす風景づくりの現場 629/R14-1/1

41
エコ&ヒーリング・ランドスケープ : 環境配慮と癒しの環境づく
り

629/TO83/1

42 まちづくり:デッドライン : 生きる場所を守り抜くための教科書 673.7/KI46/1

43
近未来モビリティとまちづくり : 幸福な都市のための交通システ
ム

681.8/A47/1

44 地方都市圏の交通とまちづくり : 持続可能な社会をめざして 681.8/TS43/1

12.つくる責任 つかう責任

45 世界の空き家対策 : 公民連携による不動産活用とエリア再生 365.3/Y84/1

46 「5R+1R」とは? : ゴミ焼却炉から宇宙ゴミまで 518.52/I51/1-3

47 新しい防災設計 : 大地震に備え今すぐ実践する 524.91/N73-2/4

48 絵解き住まいを守る耐震性入門 : 地震に強い木の家をつくる 524.91/Y18/1

49 リファイニングが導く公共建築の未来 526.3/A53/1

50 資源政策と環境政策 : 日本の自動車リサイクル政策を事例に 537.09/TO22/2

51 古材 : 環境時代の選択 651.4/I57/1

52 リノベーションまちづくり : 不動産事業でまちを再生する方法 673.99/SH49-1/1

53 実践する自転車まちづくり : 役立つ具体策 685.8/KO49/3

54 クリエイティブリユース : 廃材と循環するモノ・コト・ヒト 702.07/O89/1

55 北欧スウェーデンの幸せになるデザイン 757/Y31/1

電子ブック

1 水力学 ―流れ現象の基礎と構造― Maruzen eBook Library

2 公衆トイレ ―まちづくりの視点から― Maruzen eBook Library

3 マンガでわかる発電・送配電 Maruzen eBook Library

4 地方創生まちづくり大事典 ―地方の未来、日本の未来― Maruzen eBook Library

5 電気とエネルギーの未来は? Maruzen eBook Library

6 エコカーの技術と未来 Maruzen eBook Library

7 ICT未来予想図 Maruzen eBook Library

8 スマートネットワークの未来 Maruzen eBook Library

9 ロボット考学と人間 Maruzen eBook Library

10 雪は資源である 青空文庫

https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00841478
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00720070
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00963050
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT01016256
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00901697
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00940777
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00955362
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT01001840
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT01016615
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00716994
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00854017
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00913567
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00783746
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00971829
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00982566
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00941571
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00941571
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00998574
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00845130
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00996909
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00922474
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00996673
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT01013961
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00897876
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00902815
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00798504
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00760826
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00941614
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00941859
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00952170
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT01033975
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00941641
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00887879
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00797829
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00223442
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00546685
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00966187
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00902871
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00963570
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00668158
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00780390
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00916415
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT01019546
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00797824
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT01003735
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00985128
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00883373
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00735711
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00962154
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00985143
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00818520
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00941233
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00942082
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00922951
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00711917
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004579;jsessionid=2600291F4E39138E87A7E754D79CAD1A?0
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000005176?1
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007380?2
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033868?3
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002718?4
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002680?5
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000041360?6
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015326?7
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016510?8
https://www.aozora.gr.jp/cards/001569/card57313.html


薬学部分室 選書リスト

タ イ ト ル 請求記号

1 世界の薬物乱用防止教育 374.97/KA88/2

2 くすり教育のヒント 374.97/KU93/1

3 医療・福祉のための人間関係論 : 患者は対等なパートナー 490.14/G67/1

4 医療心理学特講 : 生と死の心理学 490.14/MA59/1

5 わかる身につく医療コミュニケーションスキル 490.14/SA95/1

6
絶対使える!臨床検査値 : 薬剤師のための地域医療連携ス
タートBOOK

492.1/KA57/1

7
実践ファーマシューティカルコミュニケーション : 服薬指
導のスキルが上がる

492.3/I19/1

8
明日から取り組む病棟業務とチーム医療 : 臨床薬剤師を育
てる15の対話

492.3/KI64/1

9
「在宅アセスメント」虎の巻 : 薬剤師の視点を連携に生か
す

492.3/N73-1/7

10 薬剤師のための糖尿病療養指導ガイド 493.123/N77/1

11 薬物乱用防止の知識とその教育 493.155/I76/1

12 図解ストレス、精神疲労の治し方 493.49/SH97/1+2

13 精神科薬物療法の管理 493.72/N77-3/1

14 公衆衛生がみえる2018-2019 498/I67-2/2

15 Not doing, but being : 「在宅訪問薬剤師」奮闘記 498/N77-6/1

16 福祉のための公衆衛生 498/U39/1

17 在宅医療Q&A : 服薬支援と多職種協働・連携のポイント 498/Z1

18
医薬看クロスオーバー演習 : チーム医療の現状と問題点,そ
してその未来

498.163/Y64/1

19 保健・医療・福祉のための栄養学 498.55/W46-3/2

20
サプリメント・健康食品の「効き目」と「安全性」 : 「医
薬品との飲み合わせ」についてもわかりやすく解説!

498.583/TA84/1

21
医療機器と一緒に街で暮らすために : シンポジウム報告書 :
震災と停電をどう生き延びたか : 福島の在宅難病患者・人
工呼吸器ユーザーらを招いて

498.89/G63/1

22 薬剤師のための災害対策マニュアル 498.89/N77/1

23 地域医療薬学 499/H47/1

24 薬と社会をつなぐキーワード事典 499.033/KU93/1

25 薬学から市民へのメッセ-ジ 499.04/KO97/1-1

26 これからはじめるIT活用術 499.07/A47/1

27
薬剤師と薬学生のためのコミュニケーション実践ガイド :
患者カウンセリング・服薬指導のスキルを磨く

499.07/B38/1

28
薬局管理の基本 : 医薬品管理・情報の活用から地域におけ
る役割まで

499.07/KA37/1-2

29 21世紀に求められる薬剤師像と薬局の在り方 499.09/KO51-1/1

30 薬剤師と社会 : 変わりゆく職能 499.09/KO61/1

タ イ ト ル 請求記号

31 服薬援助のための医療コミュニケーションスキル・アップ 499.09/MA16/1

32
活動報告書 : 地域医療等社会的ニーズに対応した質の高い
医療人養成推進プログラム : 文部科学省

499.09/ME25

33
薬剤師を活用するチーム医療の推進に向けて : 中小病院の
成功事例を中心に

499.09/N77-3/2-2

34
大規模災害時の医薬品等供給マニュアル : 大規模災害時の
医薬品等供給システム検討会報告書

499.091/D21/1

35 かかりつけ薬局への道 : 薬歴管理と服薬管理 499.095/SA99/1

36 ジェネリック医薬品講座 499.1/H52/1

37
後発医薬品の上手な使い方ガイドブック : 患者志向のジェ
ネリック医薬品77のQ&A

499.1/H87/2

38 ここが知りたかった在宅ケアのお薬事情 499.1/KA57/1

39
役立つ実践OTC薬学 : 真のセルフメディケーション支援の
ために

499.1/TO17-1/1

40
知っておきたい薬害の知識 : 薬による健康被害を防ぐため
に

519.79/N77/1

電子ブック

1 はじめるとりくむ災害薬学
Maruzen
eBook Library

2 在宅医療チームスタッフのための必携薬剤手帳!
Maruzen
eBook Library

3 どうなるどうするストレスチェック ―ストレスと心の健康―
Maruzen
eBook Library

4 ワクチン ―基礎から臨床まで―
Maruzen
eBook Library

5
症例でわかる明日のケアに活かせる糖尿病薬物療法指導力アッ
プ講座 ―看護師、薬剤師、管理栄養士…糖尿病スタッフの力で
患者を支える―

Maruzen
eBook Library

6 地域連携論 ―医療・看護・介護・福祉の協働と包括的支援―
Maruzen
eBook Library

7 ポリファーマシー見直しのための医師・薬剤師連携ガイド
Maruzen
eBook Library

8 新衛生・公衆衛生学 新装版 第6版
Maruzen
eBook Library

9
自殺予防の基本戦略 （専門医のための精神科臨床リュミエール
29）

Maruzen
eBook Library

10
頼れる「かかりつけ薬剤師」になる! ―処方箋を手にしたら即
チェック―

Maruzen
eBook Library

https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_details/?reqCode=fromlist&lang=0&amode=11&bibid=LT00713165&opkey=B162339249689103&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=LT00926233&opkey=B162339252875729&start=1&totalnum=8&listnum=2&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=LT00598030&opkey=B162339254853165&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=LT00750757&opkey=B162339258142733&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=LT00717193&opkey=B162339260140510&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=LT00954473&opkey=B162339261724487&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=LT00771633&opkey=B162339263491568&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=LT00904454&opkey=B162339265877320&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=LT00926261&opkey=B162339267568937&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=LT00926373&opkey=B162339270372839&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=LT00605087&opkey=B162339272345975&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=LT00223694&opkey=B162339274059774&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=LT00884055&opkey=B162339275958958&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=LT00996736&opkey=B162339277798540&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_search/?lang=0&amode=2&appname=Netscape&version=5&cmode=0&smode=0&kywd=Not+doing%2C+but+being+%3A+%E3%80%8C%E5%9C%A8%E5%AE%85%E8%A8%AA%E5%95%8F%E8%96%AC%E5%89%A4%E5%B8%AB%E3%80%8D%E5%A5%AE%E9%97%98%E8%A8%98&ind
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_details/?reqCode=fromlist&lang=0&amode=11&bibid=LT00615433&opkey=B162339281522857&start=1&totalnum=3&listnum=1&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=LT00903496&opkey=B162339283920061&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=LT00920565&opkey=B162339285647989&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=LT00750948&opkey=B162339287469887&start=1&totalnum=3&listnum=1&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=LT00761882&opkey=B162339290670676&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=LT00917510&opkey=B162339292573436&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=LT00926382&opkey=B162339294132132&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=LT00926158&opkey=B162339295954899&start=1&totalnum=3&listnum=1&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=LT00925973&opkey=B162339298046745&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=LT00508057&opkey=B162339299866201&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=LT00903535&opkey=B162339301555434&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=LT00721462&opkey=B162339303520831&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=LT00781244&opkey=B162339305818553&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=LT00605069&opkey=B162339308611395&start=1&totalnum=1&listnum=0&place=&list_disp=20&list_sort=6&cmode=0&chk_st=0&check=0
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スポーツ科学部分室 選書リスト
タ イ ト ル 請求記号

1
ブルー・セーター : 引き裂かれた世界をつなぐ起業家たちの物
語

333.8/N97/1

2 会社を元気にしたければF・E・D社員を大切にしなさい 335.21/SA32/2

3
前へ!前へ!前へ! : 足立区の落ちこぼれが、バングラデシュでお
こした奇跡。

335.8/SA22/1

4
社会貢献でメシを食う。 : だから、僕らはプロフェッショナル
をめざす

335.8/TA62/1

5
「20円」で世界をつなぐ仕事 : “想い"と“頭脳"で稼ぐ社会起
業・実戦ガイド

335.89/KO26/1

6 現場女子 : 輝く働き方を手に入れた7つの物語 366.29/E59-1/1

7
車いすの人でも楽しめる!レクリエーション50+盛り上げるアイ
デア100 : もう困らない!悩まない!

369.263/SE91/1

8 学校教育の中のジェンダー : 子どもと教師の調査から 371.3/N49/1

9 認知的個性 : 違いが活きる学びと支援 371.5/MA82/2

10
いつか、すべての子供たちに : 「ティーチ・フォー・アメリ
カ」とそこで私が学んだこと

372.53/KO78/1

11 ラテンアメリカの教育戦略 : 急成長する新興国との比較 372.55/O69/1

12 ラテンアメリカの教育改革 372.55/U93/1

13 特別支援教育時代の体育・スポーツ : 動きを引き出す教材80 378/G72/1

14 いのち輝く日 : ダウン症児ナーヤとその家族の旅路 378.6/Z6/1

15 データでわかる2030年地球のすがた 519/F87/1

16 スポーツ政策論 780/KI23/1

17 2030年のスポーツのすがた 780/SU75-10

18 スポーツと人権・福祉 : 「スポーツ基本法」の処方箋 780/U24/3

19 よくわかるスポーツとジェンダー 780.13/I26/2

20 スポーツで挑む社会貢献 780.13/KO12/2

21
福祉社会のアミューズメントとスポーツ : 身体からのパースペ
クティブ

780.13/MA74-1/2

22 スポーツボランティア・ハンドブック 780.13/N77-3/1

23 データでみるスポーツとジェンダー 780.13/N77-4/1

24 身体障がいとジェンダーにスポーツを読む 780.13/W46-1/1

25
スポーツのちから : 地域をかえるソーシャルイノベーションの
実践

780.21/MA76/1

26 女性スポーツの現在 : 特集 780.4/N37/10-33

27 スポーツ教育の時代 : 特集 780.4/N37/10-38

28 スポーツライフ・データ : スポーツライフに関する調査報告書 780.59/SU75-3

29 スポーツ・コモンズ : 総合型地域スポーツクラブの近未来像 780.6/KU77/3

30
子どものココロを育てるコミュニケーション術 : トップアス
リートという夢に向かって

780.7/I96/4

31 障がい者スポーツ指導教本 780.7/N77-4/5-1

32
国際スポーツ組織で働こう! : 世界の最先端スポーツ大学院でマ
ネジメントを学ぶ

780.7/TS66-1/1

電子BOOK

1 幼児の体育 ―子どもの未来づくり―
Maruzen
eBook Library

2
実践に生かすスポーツ教養 ―スポーツのあるライフスタイルのすす
め― 第2版

Maruzen
eBook Library

3
生涯スポーツの理論と実際 ―豊かなスポーツライフを実現するため
に―改訂版

Maruzen
eBook Library

4
アクティブ・ラーニングで学ぶ小学校体育の授業づくり ―読書を通
して―

Maruzen
eBook Library

5 2050年 ―超未来予測―（週刊東洋経済eビジネス新書 No.26）
Maruzen
eBook Library

6 スポーツは誰のためのものか
Maruzen
eBook Library

7
共に生きるための障害福祉学入門 （シリーズ大学生の学びをつく
る）

Maruzen
eBook Library

8 身体が求める運動とは何か ―法則性を活かした運動誘導―
Maruzen
eBook Library
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