
　月岡分館　　７月　展示リスト（一般）

タイトル 責任表示 出版者 出版年 分類

1
バレエ・ストレッチ=ダイエット 1回8秒、1日でシルエットが変わる 宇田 渚/著 講談社 2004.5 595.6

2
シンプルバレエ しなやかな“ボディライン”をつくる 牧阿佐美バレヱ団/監修 新星出版社 2004.9 769.9

3
バレエレッスンで美脚・小尻 1日10分集中講座 泉書房編集部/編著 泉書房 2006.5 595.6

4
29歳からの大人のバレエ ストレッチ、エクササイズから基礎レッスン
まで

豊川 美惠子/指導 技術評論社 2006.7 769.9

5
図解本当はすごい「ラジオ体操」健康法 一番かんたんにできて、カラ
ダによく効く!

湯浅 景元/監修 ラジオ体操研究
会/本文・構成

中経出版 2007.7 781.4

6
6時30分体操 ラジオ体操第1・第2 西山 博昭/著 善本社 2012.11 781.4

7
もっとスゴイ!大人のラジオ体操 決定版 中村/格子‖著 講談社 2013.6 781.4

8
伸ばす筋肉がよくわかる!スポーツ・ストレッチ 秦 ワタル/監修 西東社 2011.1 781.4

9
腰痛・肩こりはストレックスで治る! 自分で簡単にできるストレッチと
トレーニングにツボ押しを組み合わせた統合整体

水嶋 昭彦/著 日本文芸社 2011.6 492.79

10
ホントにやせる!リンパストレッチ・ダイエット 1エクササイズ10秒で
スッキリ!

加藤 雅俊/著 日本文芸社 2011.10 595.6

11
体を芯からやわらげる健康ストレッチ 森 俊憲/著 森 和世/著 永岡書店 2011.11 781.4

12
体が硬い人のためのストレッチ 荒川 裕志/著 石井 直方/監修 PHP研究所 2012.7 781.4

13
大人のタオルストレッチ 腰・肩・ヒザの痛みにサヨナラ! 野口/克彦‖監修 主婦の友社 2013.12 781.4

14
脂肪燃焼体質にカラダを変える体質改善ストレッチ 岡田/隆‖著 石井/直方‖監修 ナツメ社 2014.4 781.4

15
いや!というほど体がかたい人のためのらくらくストレッチ体操 小林/邦之‖著 新星出版社 2014.6 781.4

16
長生きは「唾液」で決まる! 「口」ストレッチで全身が健康になる 植田/耕一郎‖[著] 講談社 2014.7 497.9

17
公式ストレッチポール&ひめトレBOOK 200万人が効果を実感したトレー
ニングメソッド

JCCA‖監修 ワニブックス 2014.8 781.4

展示期間：7月1日（水）～7月31日（金）



タイトル 責任表示 出版者 出版年 分類

18
ストレッチの基本 伸ばすのは進化!縮むのは老化! ストレッチ専門店スリーエス‖監

修
主婦の友社 2014.8 781.4

19
かんたん!よく効く!2ポーズストレッチ 岡部/友‖著 学研パブリッシング 2014.9 781.4

20
美人の骨盤 心も身体も変わる BASIピラティス/監修 2012.2 781.4

21
ピラティス・ダイエット マットの上で、きれいに変身! 主婦の友社 2004.6 595.6

22
ピラティスはじめてレッスン 酒井 里枝/著 主婦の友社 2004.6 781.4

23
ピラティスダイエット綺麗の法則 本気できれいな体をつくりたい人の 酒井 里枝/著 青春出版社 2003.3 595.6

24
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 2012.9 781.4

25
渡辺満里奈ピラティス道 川名 昌代/監修 森川 昇/撮影 マガジンハウス 2005.11 781.4

26
HAPPYパワー・ヨガ こぐれ のりこ/著 集英社 2004.8 498.34

27
毎日をハッピーに変える3分間ヨガ オフィスでもお部屋でも体とこころ
のお悩み解決!

内藤 景代/著 実業之日本社 2004.10 498.34

28
はじめてのヨガ ベーシックポーズで体の中から美しく 深堀 真由美/著 主婦の友社 2004.11 498.34

29
メンズ・ヨガ 男も始めるぜ編 ケン・ハラクマ/監修 PHPエディターズ・グループ 2005.12 498.34

30
恋するヨガ これならデキル!続けられる!ぜったいキレイになる!15分で
完成心と体に効くおうちヨガの決定版

川島 千草/企画・著 馬塚 三枝子
/監修

イースト・プレス 2005.5 498.34

31
50歳からはじめるらくちんヨーガ 成瀬 雅春/著 中央アート出版社 2005.7 498.34

32
ゆるやかヨガレッスン アニール・K.セティ/著 秀子・セ

ティ/著
家の光協会 2005.8 498.34

33
ヨガのすべてがわかる本 知らなかったことがわかる 〓出版社 2006.11 498.34

34
すこやかなお産のためのマタニティ・ヨーガ はじめてでも安心!快適
ヨーガメニューを写真とDVDでわかりやすく解説!!

浦野 晴美/監修 日本文芸社 2006.12 598.2

35
ベッドの上で簡単にできる「寝ヨガ」レッスン 寝ながら楽々! 内藤 景代/監修 実業之日本社 2006.2 498.34



タイトル 責任表示 出版者 出版年 分類

36
タイ・ヨーガマッサージ マッサージとヨーガと指圧が身体の自然なエ
ネルギーのバランスを保つ

ニッキー・スミス/著 阿部 順子/
訳

産調出版 2006.4 492.7

37
フェイスヨーガ 美顔をつくる! アガくみこ/著 高津 文美子/著 主婦の友社 2006.4 595.5

38
ヨガによる病気をなおす知恵 沖 正弘/著 日貿出版社 2006.6 498.34

39
ヨガ呼吸でダイエット 10歳若返る2週間プログラム 竜村 修/著 世界文化社 2006.6 498.34

40
よくわかる女性の医学 気になる症状にヨガ・ツボ 入浴・食事などかん
たんケア方法つき

中村 理英子/監修 西東社 2006.8 495

41
バレリーナヨガ 吉田 さとみ/著 現代書館 2007.2 498.34

42
無理なく続けるちょいちょいヨガ からだスッキリ、心ゆったり! 健康増進研究会/編 はまの出版 2007.3 498.34

43
きれいになるヨガが、すべて載っている本 即効!「ゆがみ直し」と「デ
トックス」

深堀 真由美/著 PHP研究所 2008.3 498.34

44
速効!簡単!美しくなるヨーガ 65パターンのヨーガのポーズで、20歳の
身体を取り戻しましょう!

三采文化/著 山田 多佳子/日本語
版監修 [黄 碧君/訳]

日東書院本社 2012.2 498.34

45
笑って元気!楽しい笑いヨガ アハハ笑いで人生が変わる。作り笑いでも
ハッピーだ!

奇跡の笑いヨガ仲間/著 ベースボール・マガジン社 2012.6 498.34

46
月ヨガ 心とカラダを整える28日間浄化メソッド 島本 麻衣子/著 講談社 2012.7 498.34

47
体が硬くても簡単にできる!究極のシンプル・ヨーガ 体が変わり、生き
る力が高まる35のポーズ

成瀬 雅春/著 マキノ出版 2013.1 498.34

48
魔法の指ヨガ 龍村式 龍村/修‖著 法研 2013.10 498.34

49
アーユルヴェーダ実践BOOK 古代インドの叡智で健康&幸せ生活!今日か
ら始めるヨーガ、食事、マッサージ

上馬塲/和夫‖著 西川/眞知子‖
著

地球丸 2014.10 498.3

50
かたくなったカラダをゆるめる和みのヨーガ 世界で一番「ラク」な
ヨーガ!

ガンダーリ松本‖著 PHPエディターズ・グループ 2014.4 498.34


