
読むSDGs

男女共同参画展示

福岡大学図書館 分室企画展示

展示期間 2022.6.23(木)～8.26(金)

各分室では実際に資料を展示しています

理学部分室

工学部分室

薬学部分室

スポーツ科学部分室



１７の目標は、
全て他の目標と関連している。
一つの目標に取り組むことは、
他の目標への相乗効果を生む。

2021年度ＳＤＧｓ報告書によると、 日本のＳＤＧｓ達成状況は79.8点で世界18位でした。
日本では、17の目標のうち「深刻な課題がある」とされているのが「5 :ジェンダー平等」「13 :気候変動」
「14 :海の生物多様性」「15 :陸の生物多様性」「17 :パートナーシップ」の5つとされています。

福岡大学では、2021年8月に「カーボンニュートラル（ＣＮ）首位新基本方針2021」を策定し、脱炭素キャ
ンパスの実現を目指してＣＮ推進活動に取り組んでいます。さらに、2022年4月には、ＣＮ推進活動の中核
組織として「福岡大学ＣＮ推進拠点」を設置しました。（5月31日福岡大学ＨＰプレスリリースより抜粋）

今回は「読むＳＤＧｓ」と題してそれぞれの分室がそれぞれの「守る」をテーマとした展示を行います。
17の目標は一見無関係なようでも実はつながっているということを、展示を通して感じてもらえればと
願います。

データの出典（SDGs報告書 2021）Sustainable Development Report 2021 

現在の達成率

達成度にバラつき
があります。

今後の目標

バラつきをなくす
ためにできること
とは？



環境は、地球も、社会も、室内も、みんな何か
の問題を抱えています。これを汚さず、資源を
使い切ることもせず、大切に使い続けるために
は何が必要なのか。さまざまな環境とその問題
について、ニュートラルな目線で易しく解説し
た入門書です。

待ったなしの危機「プラごみ問題」。とりわけ
海洋の汚染は深刻です。人気サイト「プラなし
生活」運営者でもある若手海洋研究者が現状を
報告，問題を整理し，現時点での解決策を提示
した1冊です。

21世紀、地球上に起こった主な環境問題をテー
マごとにわかりやすく理解できる本！
親しみやすいイラストと図表がふんだんに織り
こまれていて、どこから読んでも楽しめる紙面
構成になっています。

地球最後のフロンティア、深海。深海研究の最
先端にいる専門家たちが、これまで明らかに
なってきた深海の科学と研究を支える技術開発、
さらに研究からわかった地球の姿を、豊富なカ
ラー図版とともに解説します。

↑画像をクリックすると図書の詳細情報を確認できます

「環境の科学」が一冊でまるごとわかる
齋藤勝裕著 ベレ出版

「海洋プラスチック汚染 : 
プラなし」博士、ごみを語る
中嶋亮太著 岩波書店

深海と地球の事典
丸善出版（電子ブック）

地球環境問題がよくわかる本
オーム社（電子ブック）

この他にも多数展示しております。リストはこちらから→

水を守る
理学部分室

水を守る
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https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT01037192
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT01017801
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/OB00047533
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/OB00026876


プラスチックから染み出す有害物質が、私たちの
体にどのような影響をもたらすのか知っています
か？もはや今、プラスチックを減らす必要がある
のです。そのために私たちが何をしたら良いのか
具体的に提案する図書です。

建築現場というのは一からのものづくりの場所で
す。その場所が一体どういうものなのか、段階的
にイラスト付きで面白く説明してあります。サス
ティナブルな未来社会を作るための建築現場を覗
いてみませんか？

建築現場ものづくり魂 :
イラストでたのしいケンチク生産
木谷宗一著 彰国社

プラスチック・フリー生活
シャンタル・プラモンドン, ジェイ・シンハ著

;服部雄一郎訳 NHK出版

環境科学の基礎 第2版
東京電機大学出版局（電子ブック）

途上国の学びを拓く
対話で生み出す教育開発の可能性
明石書店（電子ブック）

この他にも多数展示しております。リストはこちらから→

↑画像をクリックすると図書の詳細情報を確認できます

環境科学の基礎をわかりやすく、幅広く説明し
ている図書です。環境が色々な危機に面してい
る今、これから先、どういう風に自然と付き
合っていけばいいのか改めて考えさせられます。

世界中で日本から赴いた人々が、様々な教育開発
を行っています。そういった人々が矛盾や葛藤と
戦いながら活動してきた体験がこの図書には書か
れています。教育開発に興味のある方、この図書
を読んでみませんか？

工学部分室

身近にあるSDGsを新たに認識してもらうために
建築、資源、環境など暮らしに関する図書を展示します

暮らしを守る暮らしを守る

https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT01040811
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT01046300
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/OB00021634
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/OB00047538


この他にも多数展示しております。リストはこちらから→

不死細胞ヒーラ : 
ヘンリエッタ・ラックスの永遠 (とわ) なる人生
レベッカ・スクルート著 ; 中里京子訳 講談社

感染症や薬害といった医学・薬学関係、環境問題や人権問題など
「命を守る」ことにつながる本を紹介します

現在でも世界中で試験や研究に用いられている不死細
胞「ヒーラ」。それはヘンリエッタという女性から無
断で採取されたものだった。医療倫理、差別、法律な
ど様々な問題を扱った1冊

新型コロナウイルス : 
脅威を制する正しい知識
水谷哲也 著 東京化学同人

新型コロナウイルスの分類から経済活動
まで様々な情報を解説。感染を抑えるた
めにも正しい知識を身につけましょう。

↑画像をクリックすると図書の詳細情報を確認できます

あなたが感染症を発症したときに「薬がもう効かない
ので治せません」と言われたら…？抗生物質の効かな
い薬剤耐性(AMR)菌は世界中で増えており大きな問題
になっています。現状を知り、未来を変えよう！

まだ変えられる!くすりがきかない未来
―知っておきたい薬剤耐性(AMR)のはなし―
南山堂 （電子ブック）
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教養としてのジェンダーと平和
法律文化社 （電子ブック）

ジェンダー、国際スポーツ、労働、核、
災害 etc…世界のあらゆる課題を考える。
新たな視点を発見する手掛かりとなる本
です。

薬学部分室

命を守る命を守る

https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00853654
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT01038313
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/OB00033771
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/OB00047510


肥満の原因は頭のなかにあるそうだ。そして
低脂肪食は減量に効果がない！

やせたければ脂肪をたくさんとりなさい
ジョン・ブリファ著 ; 大田直子訳
朝日新聞出版

90秒スロージョギング・ダイエット
田中宏暁著 メディアファクトリー

ライフスタイルに合わせて無理なく「やせ習慣」
が身につくスロージョギング。筋肉を目覚めさせ
てみませんか？

Image by GoogleImage by Google

体は顔から朽ちていく 小さなところからわ
かるカラダの重大サイン
ダイヤモンド社 （電子ブック）

最初のボヤは顔から起こり、健全な体は顔から
生まれるそうです。顔大事！
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エコヘルス ―21世紀におけるあらたな健康
概念―（別冊・医学のあゆみ）
医歯薬出版 （電子ブック）
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「エコヘルス」は、医療や疾病研究の視点での
「健康」を、暮らしや生態環境、生業、食生活
等との関わりから探求しようとする新たな研究
です。

食やスポーツ・文化を通して自身のカラダを守り、
ジェンダーや差別、ボランティアのことを知ろう

この他にも多数展示しております。リストはこちらから→
↑画像をクリックすると図書の詳細情報を確認できます

スポーツ科学部分室

カラダを守るカラダを守る

https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00962016
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00954470
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/OB00047507
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/OB00019845


水を守る 選書リスト水を守る 選書リスト
タ イ ト ル 請 求 記 号

1 SDGs入門 335.15/MU43/1

2 Newton : graphic science magazine = ニュートン 400

3 にっぽん自然再生紀行 : 散策ガイド付き 408/I95-2/169

4 日本の海はなぜ豊かなのか 408/I95-2/188

5 うれし、たのし、ウミウシ。 408/I95-2/240

6
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

7 追いつめられる海 408/I95-2/294

8
地球はなぜ「水の惑星」なのか : 水の「起源・分
布・循環」から読み解く地球史

450/KA63/1

9 変化する地球環境 : 異常気象を理解する 450/KI39/2

10 雨の科学 : 雲をつかむ話 451.64/TA59/1

11 チェンジング・ブルー : 気候変動の謎に迫る 451.85/O53/2

12 絵でわかる地球温暖化 451.85/W46-1/1

13 海洋地球環境学 : 生物地球化学循環から読む 452.13/KA92/1

14 水の惑星 : 地球と水の精霊たちへの讃歌 452.9/W48/2

15 新川なぜなぜおもしろ読本 : 防災から親水まで 517/KE51-1/2

16
ウォーター・ウォーズ : 水の私有化、汚染そして
利益をめぐって

517/SH92/1

17 地球の水危機 : 日本はどうする 517.04/TA33/1

タ イ ト ル 請 求 記 号

18 水供給 : これからの50年 518.1/J55/1

19 膜を利用した水再生 : 水循環の時代 518.15/N77-1/1

20 酸性雨とわたしたち 519.08/MO44/1

21 水と豚 : 21世紀の地球を救う、微生物最前線 519/H89/1

22 「環境の科学」が一冊でまるごとわかる 519/SA25/1

23 海洋プラスチック : 永遠のごみの行方 519.4/H91/1

24 地球と一緒に生きる 519.5/KI24/1 

25 いまできることから : 草の根からの報告 519.5/MI88/1

26 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

27 水の星のさざ波 914.6/TA94/4

タ イ ト ル 電子ブック

1 地球環境問題がよくわかる本
Kinokuniya Digital 
Library (KinoDen)

2 地球環境「危機」報告
eBooks on 
EBSCOhost

3 公共哲学9 地球環境と公共性
eBooks on 
EBSCOhost

4
地球はなぜ「水の惑星」なのか ―水の「起源・分布・
循環」から読み解く地球史―

Maruzen eBook 
Library

5 深海と地球の事典
Maruzen eBook 

Library

分室TOPへ戻る→ 理学部分室

TOPへ戻る→
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https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00931383
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00716990
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00994835
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT01000215
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00783894
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https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/OB00026876


暮らしを守る 選書リスト暮らしを守る 選書リスト
タ イ ト ル 請 求 記 号

1 世界のSDGs都市戦略 : デジタル活用による価値創造 318.9/SA47/1

2 60分でわかる!SDGs超入門 335.15/B28/1

3
SDGsの基礎 : なぜ、「新事業の開発」や「企業価値の向上」につなが
るのか?

335.15/J48/1

4 SDGs入門 335.15/MU43/1

5 サスティナブル・コーチング : 「自走する組織」の創り方 336.4/G67/1

6
ストック時代の住まいとまちづくり : スクラップ・アンド・ビルドを
のりこえて

365.3/KA23/3

7 宅地の防災学 : 都市と斜面の近現代 369.3/KA31/1

8 にげましょう : 災害でいのちをなくさないために 369.3/KA98/2

9 水害列島日本の挑戦 : ウィズコロナの時代の地球温暖化への処方箋 369.33/KI22/1

10 湖上の家、土中の家 : 世界の住まい環境を測る 383.9/MA67/1

11 台所の一万年 : 食べる営みの歴史と未来 383.9/Y24/2

12 トコトンやさしい触媒の本 431.35/SH96-1/4

13 光合成の光化学 431.53/Y48/1

14 分析によって知る世界 433/N37/4

15 はかってなんぼ 433/N77-3/8

16 新炭素革命 : 地球を救うウルトラ"C" 435.6/TA63/1

17 地球温暖化と社会イノベーション 451.85/R63/1

18
海がやってくる : 気候変動によってアメリカ沿岸部では何が起きてい
るのか

451.85/R88/1

19 地域環境水文学 452.9/MA59/1

20 水 : 江戸･東京/水の記録 452.9/SH49/1

21 極限環境生命 : 生命の起源を考え,その多様性に学ぶ 468.3/I89-1/1

22 雑説技術者の脱炭素社会 501.6/MU43/2

23
エネルギー400年史 : 薪から石炭、石油、原子力、再生可能エネル
ギーまで

501.6/R31/1

24 エネルギーと社会 501.6/SA43/1

25 エコ・デザイン・ハンドブック 501.83/F51/1

26 世界に勝てる!日本発の科学技術 502.1/SH56/3

タ イ ト ル 請 求 記 号

27 Society 5.0 : 人間中心の超スマート社会 504/H77/1

28 建築現場ものづくり魂 : イラストでたのしいケンチク生産 510.9/KI84/1

29 洪水と人間 : その相剋の歴史 517.215/I89-2/1

30 水系都市京都 : 水インフラと都市拡張 517.6/O67-1/1

31 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

32 団地再生・まちづくりプロジェクトの本質 518.83/D36/1

33 レイチェル・カーソンに学ぶ環境問題 519/C22/4

34 プラスチックごみ問題入門 : 安心して暮らせる未来のために 519/KU66/1

35 プラスチック・フリー生活 : 今すぐできる小さな革命 519/P71/1

36 脱プラスチック : データで見る課題と解決策 519/SA56/1

37 地球環境保全論 : 持続可能な社会をめざして 519/W12-2/1

38
これってホントにエコなの? : 日常生活のあちこちで遭遇する
“エコ"のジレンマを解決

519/W75/1

39 サステイナブル・スイス : 未来志向のエネルギー、建築、交通 519.1/TA71/1

40 食料にも燃料にも!?ミドリムシで世界を救う 519.13/SO41/1

41 建築からみたまちいえたてもののシナリオ 520.4/KA21/1

42 風力発電機とデンマーク・モデル : 地縁技術から革新への途 543.6/MA86/1

43
英国の持続可能な地域づくり : パートナーシップとローカリ
ゼーション

601.33/N34/1

44 土のひみつ : 食料・環境・生命 613.5/N77/5

45
人に話したくなる土壌微生物の世界 : 食と健康から洞窟、温泉、
宇宙まで

613.56/SO36/1

46 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

タ イ ト ル 電子ブック

1 環境共生建築 ―多様な省エネ・環境技術の応用― 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 環境科学の基礎 Maruzen eBook Library

4 熱とエネルギーを科学する Maruzen eBook Library

5 途上国の学びを拓く―対話で生み出す教育開発の可能性
Kinokuniya Digital 
Library KinoDen

TOPへ戻る→

工学部分室分室TOPへ戻る→

https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT01042071
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT01037389
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT01012483
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT01013877
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT01045525
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00693102
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT01030428
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00948863
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT01038035
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00778745
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00778744
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00765090
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00856420
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00768276
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00648980
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00975698
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00997432
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT01040794
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00574474
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00602496
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00976860
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT01045526
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT01016260
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT01016377
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00693027
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00857786
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT01012155
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT01046300
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00810489
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00989257
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00952170
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00887879
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00850146
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT01040630
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT01040811
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT01040635
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT01040632
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT01040629
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00797829
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT01004189
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00818504
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00692852
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00726960
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00971959
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT01040051
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00922951
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/OB00021635
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/OB00002153
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/OB00021634
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/OB00045229
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/OB00047538


命を守る 選書リスト命を守る 選書リスト

TOPへ戻る→

タ イ ト ル 請 求 記 号

1 上 ; 文明崩壊：滅亡と存続の命運を分けるもの 204/D71/2-1

2 下 ; 文明崩壊：滅亡と存続の命運を分けるもの 204/D71/2-2

3
エミリー・デュ・シャトレとマリー・ラヴワジエ：18
世紀フランスのジェンダーと科学

289.3/C36/1

4 世界の薬物乱用防止教育 374.97/KA88/2

5
くすり教育のヒント : 中学校学習指導要領をふまえ
て

374.97/KU93/1

6 環境・くらし・いのちのための化学のこころ 430/I89-1/1

7 共生という生き方：微生物がもたらす進化の潮流 467.5/W29/1

8 人体ビジネス：臓器製造・新薬開発の近未来 490.15/TA72/1

9
不死細胞ヒーラ：ヘンリエッタ・ラックスの永遠(と
わ)なる人生

491.65/L12/1

10 寄生虫なき病 491.9/V56/1

11 薬物依存：恐るべき実態と対応策 493.155/SA85/2

12 感染症の世界史：人類と病気の果てしない戦い 493.8/I71/1

13
周産期のくすり大事典：妊娠期・分娩時・産褥期・新
生児の薬剤&ワクチン133大解説

495.5/N43/1

14 水は健康を育む 498.41/N37/1

15 日本人を苦しめた感染症と新型コロナウイルス感染症 498.6/I52/1

16
グローバル・エイズ：途上国における病の拡大と先進
国の課題

498.6/I67/1

17 新型コロナウイルス：脅威を制する正しい知識 498.6/MI97/1

18 真実を直視する：薬害エイズ訴訟の証人医師として 498.6/U14-2/1

タ イ ト ル 請 求 記 号

19
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

498.89/G63/1

20 薬剤師のための災害対策マニュアル 498.89/N77/1

21 薬の品質 : 本草書からGMPまで 499.021/H44/1

22
薬局ですぐ使える接遇・英会話・手話マナーブッ
ク : コミュニケーションスキルと考え方

499.09/H82/2

23 日本の薬害事件：薬事規制と社会的要因からの考察 499.09/I97-4/1

24 世界の薬剤師と薬事制度 499.09/TE66/1

25
くすりと健康についてくすりになる話：わかる調べ
る使えるハンドブック

499.1/KU93-2/1

26 新薬誕生：100万分の1に挑む科学者たち 499.1/SH96/1

27
医師もMRも幸せにする患者のための情報吟味：ディ
オバン事件以降の臨床研究リテラシー

499.4/Y48/1

28 風で読む地球環境 519/MA34/1

29 創造：生物多様性を守るためのアピール 519.8/W75/1

30 沈黙の春 615.88/C22/3

タ イ ト ル 電子ブック

1
まだ変えられる!くすりがきかない未来 ―知っておき
たい薬剤耐性(AMR)のはなし―

Maruzen eBook 
Library

2 教養としてのジェンダーと平和
Kinokuniya Digital 
Library (KinoDen)

3 はじめるとりくむ災害薬学
Maruzen eBook 

Library

4 健康格差 （週刊東洋経済eビジネス新書 No.185）
Maruzen eBook 

Library

5 伝染病・感染症医療史事典 ―トピックス1347-2020―
Maruzen eBook 

Library

薬学部分室分室TOPへ戻る→

https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00724039
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00724039
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00708553
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00713165
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00926233
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00828902
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00750694
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00716327
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00853654
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00949230
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00833421
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00950741
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT01013863
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00673586
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT01038555
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00734992
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT01038313
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00748153
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00917510
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00926382
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00674336
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00779214
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00867303
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00721505
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00773061
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00950036
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00750715
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00814348
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00222293
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/OB00033771
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/OB00047510
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/OB00031623
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/OB00023110
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/OB00049978


カラダを守る 選書リスト

TOPへ戻る→

カラダを守る 選書リスト
タ イ ト ル 請 求 記 号

1 農業再生人間再生 : 大切にしたい目に見えないもの 159/KI39/1

2
多様性の科学 : 画一的で凋落する組織、複数の視点
で問題を解決する組織

361.44/SY2/1

3
メディア文化を社会学する : 歴史・ジェンダー・ナ
ショナリティ

361.453/TA34/1

4
沖縄が長寿でなくなる日 : 「食」、「健康」、「生
き方」を見つめなおす

367.7/O52/1

5 小説みたいに楽しく読める生命科学講義 460/I81/3

6 なんでもカロリー換算 464.9/TA67/1

7
くつろいで、くつろいで、とことんくつろいで : イ
ケダ自然体操

498.3/I32-1/1

8
寿命力がわかる本 : チェックシート&チャートであ
なたの病気が判断できる

498.3/N51/1

9
すごい弁当力! : 子どもが変わる、家族が変わる、
社会が変わる

498.5/SA85-1/2

10
フードファディズム : メディアに惑わされない食生
活

498.5/TA33-2/1

11 もの食うスポーツマン 498.5/TS75/1

12
食と健康Q&A : チョットおかしな情報の見分け方・
接し方

498.55/TA33-1/1

13
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! 

498.583/A16/1

14 シリコンバレー式自分を変える最強の食事 498.583/A93/1

15
やせたければ脂肪をたくさんとりなさい : ダイエッ
トにまつわる20の落とし穴

498.583/B73/1

16 盛るだけ!女子栄養大学のダイエットプレート 498.583/I43/1

17 DNA再起動人生を変える最高の食事法 498.583/MO11/1

18
奇跡のリンゴ : 「絶対不可能」を覆した農家木村秋
則の記録

625.21/KI39/1

タ イ ト ル 請 求 記 号

19 すべては宇宙の采配 625.21/KI39/2

20 成功する自転車まちづくり : 政策と計画のポイント 685.8/KO49/2

21 フェミニズム・スポーツ・身体 780.13/H21/1

22 よくわかるスポーツとジェンダー 780.13/I26/2

23 スポーツボランティア・ハンドブック 780.13/N77-3/1

24 よくわかるスポーツ人類学 780.13/SO27/2

25 身体障がいとジェンダーにスポーツを読む 780.13/W46-1/1

26
スポーツ・インテグリティーを考える : スポーツの
正義をどう保つか

780.4/N37/10-32

27 女性スポーツの現在 780.4/N37/10-33

28 スポーツとボランティア 780.4/N37/10-37

29 90秒スロージョギング・ダイエット 782/TA84/4

30 野外で変わる子どもたち : 地球は彼らの学校だ 786/TA47/1

タ イ ト ル 電子ブック

1 エコヘルス ―21世紀におけるあらたな健康概念
Maruzen eBook 

Library

2 自宅でできる自重筋力トレーニング
Maruzen eBook 

Library

3 身体のからくり事典
Maruzen eBook 

Library

4 酒を愛する専門医が教える アルコールの健康学 eBooks on EBSCOhost

5
体は顔から朽ちていく 小さなところからわかるカラ
ダの重大サイン

Kinokuniya Digital 
Library (KinoDen)

スポーツ科学部分室分室TOPへ戻る→

https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00967457
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT01040514
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00830623
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00687488
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT01041188
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00913294
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00734138
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00733252
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00806771
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00767764
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00526909
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00692802
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00977564
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT01012019
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00954470
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00924244
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT01033714
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00779440
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00793936
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00852153
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00623513
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT01002617
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00773058
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00990551
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00718831
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00952188
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00962207
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00990784
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00962016
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/LT00762211
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/OB00019845
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/OB00024843
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/OB00024852
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/OB00036812
https://fuopac.lib.fukuoka-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/OB00047507

