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免疫力を高めるには

1日3分!さするだけで免疫力が上がるリンパマッ
サージ

久 優子／監修 宝島社 2020.5 492.7/ﾋｻ20/ 0015221542

免疫力が高まるシンプルな暮らし 体と心が温
まる冷えとり習慣のすすめ

進藤 幸恵／著 徳間書店 2020.6 493.14/ｼﾝ20/ 0015339716

病気にならない1分免活 腸の免疫力を高める
生活習慣

小林 弘幸／著 自由国民社 2020.6 493.46/ｺﾊ20/ 0015351356

免疫力を高めてウイルスに勝つ食べ物、暮らし
方

石原 結實／著 新星出版社 2020.6 498.3/ｲｼ20/ 0015358757

感情を“毒”にしないコツ 心と体の免疫力を高
める「1日5分」の習慣

大平 哲也／著 青春出版社 2020.11 498.3/ｵｵ20/ 0015647027

大丈夫!何とかなります免疫力は上げられる 奥村 康／監修 主婦の友社 2019.7 498.3/ｵｸ19/ 0015064967

医師夫婦が実践するウイルスに負けない親子
の免疫力アップ生活術

工藤 孝文／著 主婦と生活社 2020.12 498.3/ｸﾄ20/ 0015661762

免疫力を上げて体を守る! 酒向 猛／監修 扶桑社 2020.8 498.3/ｻｺ20/ 0015388234

免疫力を高めて病気にならない知恵とコツ
主婦の友社／
編

主婦の友社 2020.6 498.3/ｼﾕ20/ 0015360829

新しい免疫力の教科書 根来 秀行／著
朝日新聞出
版

2021.4 498.3/ﾈｺ21/ 0015803216

免疫の働きUP!4秒で1段昇り降りスローステッ
プ運動

田中 宏暁／著 KADOKAWA 2020.7 498.35/ﾀﾅ20/ 0015369143

医者が教える110歳の秘訣 長寿の決め手は免
疫力だった!

志賀 貢／著
SBクリエイ
ティブ

2020.7 498.38/ｼｶ20/ 0015368699

新型コロナインフルエンザ感染症に負けない、
カラダをつくる。

マガジンハウ
ス

2021.1 L498.3/ｼﾝ21/ 0015424229

免疫アップ名医が教える最強極意 マキノ出版 2020.11 L498.3/ﾒﾝ20/ 0015346893

免疫力と東洋医学

免疫力をあげる東洋医学と漢方の図鑑
木本 裕由紀／
著

宝島社 2020.7 490.9/ｷﾓ20/ 0015343056

漢方で免疫力をつける
仙頭 正四郎／
著

農山漁村文
化協会

2020.9 490.9/ｾﾝ20/ 0015604184

毎日の冷えとり漢方 不調が消え、免疫力アッ
プ

川嶋 朗／著
河出書房新
社

2021.11 493.14/ｶﾜ22/ 0015775653

　　　　　※　リストはテーマに関連する本の一部です。
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免疫力と食事

食品免疫学事典
日本食品免疫
学会／編集

朝倉書店 2021.11 491.8/ﾆﾎ22/ 0015623879

腸内細菌博士が教える免疫力を上げる食事術
藤田 紘一郎／
著

ワニ・プラス 2020.12 493.46/ﾌｼ20/ 0015646995

免疫力は旬を食べれば自然に上がる
植木 もも子／
著

同文書院 2019.8 498.583/ｳｴ19/ 0015065162

免疫力をととのえる薬膳酵素ごはん 内山 葉子／著 ユサブル 2022.5 498.583/ｳﾁ22/ 0016022220

お医者さんが薦める免疫力をあげるレシピ 2 大塚 亮／著 三空出版 2021.11
498.583/ｵｵ
22/2

0015860919

免疫力アップ!いのちの野菜スープ 高橋 弘／著 世界文化社 2019.3 498.583/ﾀｶ19/ 0014862700

食品免疫学のプロが書いたウイルスに負けな
い最高の食事術

戸塚 護／著 扶桑社 2021.2 498.583/ﾄﾂ21/ 0015733462

免疫力を高める食材事典
廣田 孝子／監
修

学研プラス 2020.7 498.583/ﾋﾛ20/ 0015530165

ウイルスに強くなる「粘膜免疫力」 栄養医学界
からの最新報告

溝口 徹／著 青春出版社 2020.10 498.583/ﾐｿ20/ 0015604218

免疫力は食事が9割 森 由香子／著 青春出版社 2020.12 498.583/ﾓﾘ20/ 0015669385

免疫力を食べる! 済陽 高穂／著 工パブリック 2020.10 498.583/ﾜﾀ20/ 0015628118

免疫学

安保徹の免疫学ノート 安保 徹／著 三和書籍 2022.9 491.8/ｱﾎ22/ 0016479107

休み時間の免疫学 齋藤 紀先／著 講談社 2018.2 491.8/ｻｲ18/ 0014254320

みんなの体をまもる免疫学のはなし 坂野上 淳／著
大阪大学出
版会

2017.12 491.8/ｻｶ18/ 0014152086

いちばんやさしい免疫学
西村 尚子／執
筆

成美堂出版 2022.4 491.8/ﾆｼ22/ 0015489321

好きになる免疫学 萩原 清文／著 講談社 2019.3 491.8/ﾊｷ19/ 0014896286

免疫力 正しく知って、正しく整える
藤田 紘一郎／
著

ワニ・プラス 2020.7 491.8/ﾌｼ20/ 0015321904

免疫学の基本
松本 健治／監
修

マイナビ出版 2018.12 491.8/ﾏﾂ18/ 0014805774

免疫力を強くする 宮坂 昌之／著 講談社 2019.12 491.8/ﾐﾔ20/ 0014652176

免疫 からだを護る不思議なしくみ 矢田 純一／著
東京化学同
人

2020.9 491.8/ﾔﾀ20/ 0015581937

☆お探しの資料が見つからない時は、カウンターでおたずねください。　自然科学班
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