
さようならストレス（Ｈ30年5～6月展示資料リスト）

（※一般：大人向け　児童：子ども向け）
資料区分 書名 巻次 著者名 出版者 出版年
一般 自分でできるツボ刺激と家庭療法 竹之内　三志∥監修 主婦の友社 2007.2
一般 脳と心の整理術 茂木　健一郎∥著 ＰＨＰ研究所 2012.2
一般 歩くことからはじめよう 黒田／恵美子∥著 リヨン社 2004.5
一般 これでスッキリ！ハーブの心療内科 太田　光代∥著 しょういん 2006.12
一般 朝５時起きが習慣になる「５時間快眠法」 坪田  聡∥著 ダイヤモンド社 2016.12
一般 温ペットボトル経絡マッサージ 薄井  理恵∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2013.11
一般 出口のない海 横山／秀夫∥著 講談社 2004.8
一般 ストレスが消える朝１分の習慣 西多  昌規∥著 フォレスト出版 2015.2
一般 こだわらない練習「それ、どうでもいい」という過ごしかた 小池  竜之介∥著 小学館 2015.1
一般 深く短く眠って、朝に強くなる本 福辻　鋭記∥著 ＰＨＰ研究所 2013.8
一般 健康ヨガ 荒谷／美枝子∥著 ＰＨＰ研究所 2004.11
一般 「ムカッとくる怒り」がスーッとおさまる本 植西　聡∥著 ＰＨＰエディターズ・グループ 2011.12
一般 脳内美人 ヒサヨ  グレイス  オースチン∥著 青月社 2012.5
一般 はじめてのフェルデンクライス かさみ　康子∥著 地球丸 2013.2
一般 はじめてのアロマテラピー 梅原  亜也子∥監修 学研パブリッシング 2014.1
一般 体幹力アップ！くびれをつくる！１日５分！「座ってピラティス」 沢田　美砂子∥著 講談社 2012.9
一般 動物〔ω〕図鑑 松原　卓二∥写真　文 マガジンハウス 2009.5
一般 「イライラぐせ」を直せばすべてがうまくいく 鴨下／一郎∥著 新講社 2003.6
一般 卵の緒 瀬尾／まいこ∥著 マガジンハウス 2002.11
一般 正しいツボの見つけ方・押し方 福辻　鋭記∥監修 西東社 2011.2
一般 犬と私の１０の約束 川口　晴∥著 文芸春秋 2007.7
一般 人生はニャンとかなる！ 水野  敬也∥著 文響社 2013.1
一般 星守る犬 村上　たかし∥原作 双葉社 2011.6
一般 塗るだけ１０日でアロマ美人 吉田　晶一∥著 新風舎 2006.1
一般 深い疲れをとる自律神経トリートメント 船水 隆広∥著 主婦の友社 2018.1
一般 ３分間で免疫力アップ！しあわせストレッチ 大山／良徳∥著 主婦と生活社 2004.9
一般 怒りに効くクスリ 松本／桂樹∥〔ほか〕監修 ＷＡＶＥ出版 2003.7
一般 悩まない 矢作  直樹∥著 ダイヤモンド社 2014.7
一般 眠る前５分間エクササイズで快眠生活 三橋　美穂∥監修 有楽出版社 2008.8
一般 ３分間ツボ＆リンパマッサージ 浅井　隆彦∥著 有楽出版社 2006.9
一般 元気回復足もみ力 近沢　愛沙∥著 ワニブックス 2012.4
一般 こころが元気になる！かんたんな生活習慣 鴨下　一郎∥著 新講社 2008.1
一般 がんばらない仕事術 伊庭　正康∥著 マガジンハウス 2010.11
一般 こころがスーッと軽くなる本 斎藤／茂太∥監修 大和書房 1999.9
一般 呼吸マッサージ 劉／勇∥著 法研 2006.2
一般 １００回泣くこと 中村／航∥著 小学館 2005.11
一般 日常の小さなイライラから解放される「箱」の法則 アービンジャー  インスティチュート∥著 きずな出版 2014.6
一般 世界一簡単！「ストレス」と上手につき合う方法 堀北  祐司∥著 三笠書房 2014.11
一般 「昨日の疲れ」がとれちゃう本 梶村  尚史∥監修 日本文芸社 2014.7
一般 「つらいから、会社やめます」が言えないあなたへ 心屋 仁之助∥著 宝島社 2017.9
一般 心に火をつける言葉 遠越  段∥著 総合法令出版 2014.2
一般 １日５分であらゆる不調が治る体幹ヨガ健康法 亀井  佐千雄∥著 ＰＨＰ研究所 2014.5
一般 旅猫リポート 有川　浩∥著 文芸春秋 2012.11
一般 不屈 辻  仁成∥著 キノブックス 2014.7
一般 健康ホームストレッチ 山田　多佳子∥監修 ナツメ社 2006.8
一般 絶対、よくなる！ 斎藤  一人∥著 ＰＨＰエディターズ・グループ 2016.7
一般 疲れを明日に残さないからだリセット 永井  峻∥著 自由国民社 2014.12
一般 犬がいたから 石黒　謙吾∥著 集英社 2007.11
一般 脳と体がよみがえる!リズム深呼吸 北 一郎∥著 山と溪谷社 2017.1
一般 「朝がつらい」がなくなる本 梶村 尚史∥著 三笠書房 2017.11
一般 失敗を越えることで人生は開ける 加藤  諦三∥著 ＰＨＰ研究所 2017.1
一般 うごいてやすむ 天野　泰司∥著 春秋社 2006.9
一般 快眠レシピ 内田　直∥監修 コナミデジタルエンタテインメント 2007.8
一般 考えない練習 小池　竜之介∥著 小学館 2010.2
一般 デューク更家のぴんしゃんウォーキング デューク更家∥著 中央法規出版 2012.9
一般 たのしいお灸 横山　美樹∥監修 学研パブリッシング 2013.3
一般 これで身も心も軽くなる！ウオーキングの基本 上野　敏文∥監修 ＪＴＢパブリッシング 2007.4
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一般 「匂い」脳セラピー 高橋  克郎∥著 合同フォレスト 2015.5
一般 毎日が幸せだったら、毎日は幸せと言えるだろうか？ さとう  みつろう∥著 ワニブックス 2015.1
一般 きっと、心はラクになる 最上　悠∥著 かんき出版 2006.8
一般 人間関係で「キレそう！」になったら読む本 斎藤　茂太∥著 新講社 2008.4
一般 苦しまなくて、いいんだよ。 プラユキ　ナラテボー∥著 ＰＨＰ研究所 2011.4
一般 君の膵臓をたべたい 住野 よる∥著 双葉社 2015.6
一般 折れない心の作り方 斎藤　孝∥著 文芸春秋 2008.8
一般 世界から猫が消えたなら 川村　元気∥著 マガジンハウス 2012.1
一般 最新クラゲ図鑑 三宅　裕志∥著 誠文堂新光社 2013.5
一般 正しく歩けば不調が消える！１日３００歩ウォーキング 新保  泰秀∥著 日本文芸社 2016.6
一般 脳を使った休息術 茂木 健一郎∥著 総合法令出版 2017.12
一般 はじめての経絡リンパマッサージ 渡辺  佳子∥著 西東社 2015.4
一般 悩まなくなる考え方 白取  春彦∥著 大和書房 2016.12
一般 カチコチ体が10秒でみるみるやわらかくなるストレッチ 永井 峻∥著 高橋書店 2017.8
一般 動物[モグ]図鑑 松原 卓二∥写真  文 小学館 2017.3
一般 ほんわかクラゲの楽しみ方 平山  ヒロフミ∥著 誠文堂新光社 2016.2
一般 「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 2011.5
一般 寝てもとれない疲れをとる本 中根 一∥著 文響社 2017.1
一般 ナミヤ雑貨店の奇蹟 東野　圭吾∥著 角川書店 2012.3
一般 図解対人関係が一瞬で楽になる心の技術 名越  康文∥著 ＰＨＰ研究所 2015.3
一般 いい明日がくる夜の習慣 佐藤　伝∥著 中経出版 2006.12
一般 くちびるに歌を 中田　永一∥著 小学館 2011.11
一般 ＤＶＤつき心と体を癒す手のひらマッサージ 池田　明子∥著 主婦の友社 2013.2
一般 疲れたときは、からだを動かす！ 山本　利春∥著 岩波書店 2006.9
一般 世界の中心で、愛をさけぶ 片山／恭一∥著 小学館 2001.4
一般 目立たなくても本当に必要とされる人になる小さなコツ 野沢　卓央∥著 大和出版 2012.5
一般 こんな日もあるさ 上原　隆∥著 文芸春秋 2012.7
一般 スタンフォード式最高の睡眠 西野 精治∥著 サンマーク出版 2017.3
一般 にっぽんスズメしぐさ 中野 さとる∥写真 カンゼン 2017.3
一般 わらういきもの 松阪 崇久∥監修 エクスナレッジ 2017.12
一般 しつこい「イライラ」「ムカツキ」が消えてなくなる本 保坂　隆∥著 日本文芸社 2013.2
一般 長友佑都のヨガ友 長友 佑都∥著 飛鳥新社 2016.12
一般 岸朝子の元気ごはん 岸／朝子∥著 文化出版局 2006.4
一般 いつもの飲み物にちょい足しするだけ！薬膳ドリンク 小林  香里∥著 河出書房新社 2015.11
一般 ＫＩＭＩＫＯのハッピーウオーキング ＫＩＭＩＫＯ∥著 主婦の友社 2005.6
一般 コンビニへ「健康」を買いに行こう！ 小林　弘幸∥著 主婦の友社 2013.7
一般 ストレス＆プチうつ解消レシピ 生田　哲∥監修 コナミデジタルエンタテインメント 2007.5
一般 一日がしあわせになる朝ごはん 小田  真規子∥料理 文響社 2015.1
一般 お茶のある暮らし心静かな。 主婦と生活社 2005.12
一般 ちょっと調子がよくないときのいたわりスープ 今泉  久美∥著 河出書房新社 2015.1
一般 カラダにおいしい健康みそ汁レシピ 赤堀　博美∥著 誠文堂新光社 2012.1
一般 からだを整えるお手当て料理 ウー  ウェン∥著 地球丸 2017.1
一般 ３６５日のめざましスープ 有賀  薫∥著 ＳＢクリエイティブ 2016.3
一般 ボタニカルズ式ハーブティーＰｅｒｆｅｃｔ　Ｂｏｏｋ ボタニカルズ∥監修 河出書房新社 2010.9
一般 免疫力アップ楽々レシピ 本多　京子∥監修 ＮＨＫ出版 2011.11
一般 カラダが変わる、おいしいスープ 藤井　恵∥著 新星出版社 2012.11
一般 “お疲れ女子”お助けレシピ 松村　圭子∥監修 主婦の友社 2012.9
一般 ハーブティー 池田書店 1998.11
一般 雨の日も、晴れ男 水野　敬也∥著 文芸春秋 2008.6
児童 だいじょうぶだいじょうぶ いとう／ひろし∥作・絵 講談社 1995.1
ＡＶ モーツァルトがいっぱい！ モーツァルト∥作曲 ＮＨＫサービスセンター（発行） 1995.1
ＡＶ おじいちゃんもおばあちゃんも聴いてねむった子守唄 ペギー葉山∥〔ほか〕歌 Ｋｉｎｇ　Ｒｅｃｏｒｄ 2003.9
ＡＶ ヨガ・ベーシックス 初級編 コロムビアミュージックエンタテインメント 〔2005.3〕
ＡＶ 神経疲労解消 ジェニック 2001.2
ＡＶ スマート　ピラティス コロムビアミュージックエンタテインメント 〔2005.9〕
ＡＶ 自律神経にやさしい音楽 Ｍａｋｉｋｏ　Ｈｉｒｏｈａｓｈｉ∥作曲　編曲　演奏 デラ 〔2007.7〕
ＡＶ 不安解消 ジェニック 2002.3
ＡＶ 健康回復 ジェニック 2006.5
ＡＶ 夜は瞑想のとき 東京フィルハーモニー交響楽団∥〔ほか〕演奏 ＮＨＫサービスセンター（発行） p2006
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ＡＶ もっと！モーツァルト 東京フィルハーモニー交響楽団∥〔ほか〕演奏 ＮＨＫサービスセンター（発行） p2006
ＡＶ ＮＨＫ健康ストレッチング 長野　信一∥指導 2011.5
ＡＶ 精神疲労解消 ジェニック 2001.2
ＡＶ デューク更家のウォーキングエクササイズ Ｖｏｌ．１ デューク更家∥指導 ＮＨＫソフトウェア（発行） 2004.7
ＡＶ モーツァルト：ヴァイオリン・ソナタ集（３曲） モーツァルト∥作曲 マーキュリー・ミュージックエンタテインメント 1996.1
ＡＶ アクティブヨーガ ヒューマックス 〔2004.7〕
ＡＶ ピアノとヴァイオリンのためのソナタ集 ヴォルフガング　アマデウス　モーツァルト∥作曲 ユニバーサルミュージック 2006.6
ＡＶ ヴァイオリン・ソナタ第３４番変ロ長調Ｋ．３７８ ヴォルフガング　アマデウス　モーツァルト∥作曲 ユニバーサルミュージック 2000.4
ＡＶ 集中力強化 ジェニック 2002.3
ＡＶ 精神安定 ジェニック 2003.3
ＡＶ レッツフィットエアロビック 基本編１０級～８級 菊池　貴美子∥講師 ＮＨＫソフトウェア（発行） 2004.7
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