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資料区分 書名 巻次 著者名 出版者 出版年
一般 素晴らしきラジオ体操 高橋／秀実∥著 小学館 1998.9
一般 高齢者のための歌レク体操 今井／弘雄∥著 生活ジャー

ナル 2001.5

一般 今からはじめるボケないためのストレッ
チ 山田／陽子∥著 ベストセ

ラーズ 2004.1
一般 高齢者のための筋力トレーニング 鈴木／正之∥著 黎明書房 2005.1
一般 筋トレ体操支援マニュアル 余暇問題研究所∥著 ミネルヴァ

書房 2005.1
一般 チョットヨガ 大西　Ｑ∥絵 青萠堂 2006.8
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

一般 うごいてやすむ 天野　泰司∥著 春秋社 2006.9
一般 １００歳までは現役で 中島　博文∥著 致知出版社 2006.1
一般 今日から歩く！ 湯浅　景元∥監修 大和書房 2006.1
一般 太る散歩・やせる散歩 亀井　襄治∥著 朱鳥社 2006.1

一般 カンタン快適！プチフィットネス 坂詰　真二∥著
ベースボー
ル・マガジ

ン社
2006.1

一般 老化は「体の乾燥」が原因だった！ 石原　結実∥著 三笠書房 2007.1
一般 健脳体操 長野　茂∥著 河出書房新 2007.6
一般 内臓脂肪がなくなる筋力トレーニングＢ

ＯＯＫ 小山　勝弘∥著 成美堂出版 2007.7
一般 図解本当はすごい「ラジオ体操」健康法 湯浅　景元∥監修 中経出版 2007.7
一般 アクティブレストで疲れをとる！ 藤牧　利昭∥監修 山海堂 2007.9
一般 かんたん健康法コツのコツ 1 リブリオ出 2007.4
一般 かんたん健康法コツのコツ 2 リブリオ出 2007.4
一般 かんたん健康法コツのコツ 3 リブリオ出 2007.4
一般 かんたん健康法コツのコツ 4 リブリオ出 2007.4
一般 「体幹」ウォーキング 金　哲彦∥著 講談社 2010.3
一般 あと１４分歩くと健康になる 君塚　正道∥著 主婦と生活 2010.4
一般 骨博士が教える「老いない体」のつくり 鄭　雄一∥著 ワック 2010.5
一般 ボディメンテナンスメソッド 石井　直方∥監修 成美堂出版 2010.1
一般 心の底から笑える１人から楽しむ健康爆

笑ゲーム＆体操３７ グループこんぺいと∥編著 黎明書房 2011.4

一般 １００歳までボケず、元気に生きる１０
１の方法 白沢　卓二∥著 三笠書房 2011.4

一般 ランキング別体力アップレシピ 久保／明∥著 法研 2000.4
一般 ５０歳からの健康エクササイズ 米国国立保健研究所・老

化医学研究所∥〔編〕 岩波書店 2001.7
一般 ５５歳からの筋力トレーニング 宮畑／豊∥著 池田書店 2000.9
一般 ５０歳からの健康読本 小学館 2005.4
一般 身体のゆがみを直して１００歳まで歩け

る体力をつけるコツ５０ 柳本　有二∥著 メイツ出版 2006.9
一般 〈湯浅式〉速効ウォーキング 湯浅／景元∥著 山海堂 2005.7
一般 ちょっと盗み聞きしたくなるスーパード

クターの健康会議 白沢　卓二∥著 東洋経済新
報社 2012.2

一般 病気にならない歩き方 南　和友∥著 アチーブメン
ト出版 2012.6

一般 たった３センチで人生が変わる座り方 片平　悦子∥著 朝日新聞出 2012.6
一般 病気をよせつけない足をつくる 湯浅　景元∥著 草思社 2012.8
一般 寝たきりにならない食を正す！腸づくり 阿部　一理∥著 コスモ２１ 2013.4
一般 カンタン！すぐ効く！デスクトップヨガ 竜村　修∥監修 自由国民社 2013.7
一般 歩くだけで若返る！プールウォーク超入 高橋　雄介∥著 東邦出版 2013.1
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資料区分 書名 巻次 著者名 出版者 出版年
一般 気づいたら１００歳、だがね ぎんさんの娘４姉妹∥著 小学館 2013.9
一般 いのちの体操 菊池  和子∥著 宝島社 2013.1
一般 間違いだらけのウォーキング 木寺  英史∥著 実業之日本 2014.3
一般 〈健康〉コアストレッチ Ｄｒ．ストレッチ∥監修 池田書店 2014.5
一般 心臓を使わない健康法 池谷  敏郎∥著 マガジンハ

ウス 2014.6
一般 「背中呼吸」で体は老けない！疲れな 片平  悦子∥著 講談社 2014.9

一般 人生を変える１５分早歩き 奥井  識仁∥著
ベースボー
ル・マガジ

ン社
2015.1

一般 養生のヒント 五木  寛之∥著 ＫＡＤＯＫ
ＡＷＡ 2015.3

一般 長く健康でいたければ、「背伸び」をし
なさい 仲野  孝明∥著 サンマーク

出版 2015.1

一般 ５０代からの老けない、太らない体の作
り方 立花  竜司∥著 朝日新聞出

版 2016.1
一般 老けない体は柔らかい筋肉からつくられ 坂詰  真二∥著 青春出版社 2016.2
一般 ラジオ体操は６５歳以上には向かない 戸田  佳孝∥著 太田出版 2016.3
一般 一読、十笑、百吸、千字、万歩 石川  恭三∥著 河出書房新 2016.2
一般 １日１分！「根幹バランス体操」で腰・

肩・膝の痛みがすーっと消える 橋口  保二∥著 徳間書店 2016.8
一般 実はスゴイ四股 木村  匡宏∥著 ワニブック 2016.1
一般 4スタンス理論で毎日の痛み、つらさが

消える本 廣戸 聡一∥著 マイナビ出
版 2017.3

一般 寝たきりにならず、自宅で「平穏死」 長尾 和宏∥著 SBクリエイ
ティブ 2015.1

一般 昼間のパフォーマンスを最大にする正し
い眠り方 友野 なお∥著 WAVE出版 2017.1

一般 プライマリーウォーキングで歩けば若返 岡本 啓司∥著 三笠書房 2018.1
一般 一生歩ける体になる黒田式ケア・ウォー

キング 黒田 恵美子∥著 合同出版 2018.7
一般 定年後が180度変わる大人の運動 中野 ジェームズ修一∥著 徳間書店 2017.8
一般 人生100年時代を元気に楽しむための還

暦筋トレ 坂詰 真二∥著 山と溪谷社 2019.2

一般 シニアダイビングガイドブック 豊田／直之∥著 阪急コミュ
ニケーショ 2004.6

一般 不老上手！ 伊藤／壱裕∥著 メタ・ブ
レーン 2004.9

一般 健康ヨガ 荒谷／美枝子∥著 ＰＨＰ研究 2004.1
一般 おとなの姿勢入門 福田／千晶∥著 山海堂 2004.1
一般 ＡＤＬ体操で元気はつらつ 大久保／洋子∥著 リヨン社 2005.4
一般 痛み解消！関節若返りストレッチ 野口／克彦∥著 家の光協会 2005.9
一般 高齢者の運動ハンドブック 米国国立老化研究所∥ 大修館書店 2001.6
一般 医者もおどろく“若返り”体操 大原／寿美∥著 小学館 2002.1
一般 タオルｄｅストレッチ 野口／克彦∥監修 主婦の友社 2003.3
一般 椅子ｄｅストレッチ 野口／克彦∥監修 主婦の友社 2003.8
一般 ロコモにならないワン・ツー・スリー運 三矢　八千代∥著 ルックナゥ 2013.8
一般 パジャまくら体操 岡田  麻紀∥著 講談社 2014.6
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