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[著]. 講談社, 2002.10. -- (講談社+アルファ文庫).  
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１５．寂聴般若心経 : 生きるとは  瀬戸内寂聴著. 中央公論社, 1991.10. (中
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１６．生きるのが楽しくなる15の習慣  日野原重明[著]. 講談社, 2005.6. (講
談社+アルファ文庫).  
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１９． 生きてるだけで100点満点 : 99歳のぼくから君たちへ 日野原重明著. ダイ
ヤモンド社, 2010.9.
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２０．十歳のきみへ : 九十五歳のわたしから 日野原重明著. -- 冨山房インター
ナショナル, 2006.4.
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２１．いのちの絆 : ストレスに負けない日野原流生き方  日野原重明著. -- ダイ
ヤモンド社, 2009.8.
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２２．ワインがからだに良い理由(わけ)   ニコライ・ヴォルム著 ; 藤村美織
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２４．コレステロールを下げる食事メニュー : コレステロールの正しい知識とタイ
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498.5/57

２５．食事から学ぶ長寿 : 長生きの秘訣は食事にあり   河野友美著. -- リバ
ティ書房, 1994.9.

498.5/48

２６．健康食品百科 : 内科専門医が書いた食療と食養の知恵   西崎統著. --
新版. -- ブレーン出版, 1996.9.

498.5/65

２７．自然の恵み健康法 : 野菜とフルーツの自然食   ノーマン・W・ウォー
カー〔著〕 ; 弓場隆訳. -- 春秋社, 1998.1.
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２８．サプリメント事典 　　 蒲原聖可著. -- 平凡社, 2004.10. 498.5/92
２９．辛いもの好きにはわけがある : 美食の進化論   ゲイリー・ポール・ナ
ブハン著 ; 栗木さつき訳. -- ランダムハウス講談社, 2005.11.

498.5/114

３０．免疫力を高める生活 : 健康の鍵はミトコンドリアが握っている 491.8/32
３１．長寿の食文化を究める真の栄養学   エム・オー・エー沖縄事業団編集. -
- 沖縄篇. -- エム・オー・エー沖縄事業団

498.5/8

３２．1分で頭の中を片づける技術  　　鈴木進介著. -- あさ出版, 2011.12.   336.2/41
３３．こころの水 　　　森清範著. -- 角川マガジンズ 188.214/6
３４．心が変われば社会が変わる 　　　平本憲孝著. -- 日新報道, 2007.3. 493.7/723
３５．「体を温める」と病気は必ず治る  石原結實著. -- 実践編. -- 三笠書
房, [2003.4]-[2007.10].

498.3/120

３６．「しつこい怒り」が消えてなくなる本  　　　石原加受子著. -- すばる舎, 159/325



３７．なぜ、「これ」は健康にいいのか? : 副交感神経が人生の質を決める 
 小林弘幸著. -- サンマーク出版, 2011.4.

498.3/121

３８． 100歳までサビない生き方 : 体の中からキレイになれる101の習慣   
白澤卓二著. -- ポプラ社, 2012.1.  
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３９．生活習慣病に克つ新常識 : まずは朝食を抜く!   小山内博著. -- 新潮
社, 2003.5. -- (新潮新書 ; 015).

498.3/122

４０．苦しみはどこから生まれるのか?   池口惠観 [著]. -- 角川書店. -- (角
川oneテーマ21 ; A-148).  
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４１．人は誰でも「元気な100歳」になれる : 長寿遺伝子活性化の秘訣   坪田
一男著. -- 小学館, 2011.4. -- (小学館101新書 ; 105).  
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４２．死ぬまで老けない人になる久保明、増田美加（著）小学館　1010.4 498.3/123
４３．養生の実技　五木寛之　2044.12初版　角川書店 498.3/124


