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　番号 　　　　　　　　　タイトル 　　　　　　　　　　内容説明 対象 　種類

2000 プラーク・コントロール 歯と歯肉の健康法 一般 ビデオ

2001
ビデオでチェック　成人病　ガンを防
ぐ

予防と早期発見のための正しい知識　胃
ガン・肺ガン・肝臓ガン・子宮ガン・乳ガン

一般 ビデオ

2002
「実用的！ワンタフトブラシで磨き残
しゼロ」プラウト

正しい歯の磨き方 一般 ビデオ

2003 なるほど・ザ・口腔ケア
デンタルピック　世界の歴史とその使い
方

一般 ビデオ

2004 フロッシング
デンタルフロスを使った食後の正しい習
慣

一般 ビデオ

2005 パタカラで笑顔獲得 パタカラの使用法他 一般 ビデオ

2006 NITEホワイトエクセル 患者向けプレゼンテーションビデオ 一般 ビデオ

2007 う蝕と歯周病を予防する
科学的な検査・診断から、あなただけの
予防・治療プログラムをつくります。

一般 ビデオ

2008 ストップ　ザ　口臭！ その原因と予防法 一般 ビデオ

2009 乳酸菌ＬＳ１ 歯周病菌による口臭を止める 一般 ビデオ

1 歯周病番組特集 ｈ１８ ＤＶＤ

2
肺炎　　　　　　　　　　　　　　　　　世
界一受けたい授業

ためしてガッテン Ｈ１９，２ ＤＶＤ

3 歯周病＋Ｑ＆Ａ 今日の健康 H19.3.18 ＤＶＤ

4 入歯の悩み 今日の健康 Ｈ１９，９ ＤＶＤ

5 大腸ガン
ためしてガッテン　　　　　　　　　　　　　今
日の健康

Ｈ１９，１１ ＤＶＤ

6
大腸ガン　　　　　　　　　　　　　　　心
筋梗塞

ためしてガッテン　　　　　　　　　　　　　Ｎ
ＨＫスペシャル

Ｈ１９ ＤＶＤ

7 パタカラの使い方 Ｈ２０，５ ＤＶＤ

8 パタカラ使用法 Ｈ２０， ＤＶＤ

9
ほんとうは怖い歯周病　　　　　　　３
ＭＩＸ

たけしのほんとうは怖い　　　　　　　　　夢
の扉

Ｈ２０，５， ＤＶＤ

10
白い歯は健康？　　　　　　　　　　た
けしの本当は怖し顎関節症

ためしてガッテン　　　　　　　　　　　　　た
けしのほんとうは怖い

Ｈ20、,9.3
H２０、.9.9

ＤＶＤ

11 あなどれない歯周病の新対策 今日の健康 H20.9.15 ＤＶＤ

12
患者が選ぶ№１歯科医　　　　　　あ
なたの歯はだいじょうぶ？

おもいっきりいいTV　　　　　　　　　　　生
活ほっと

H20,10
H20,10

ＤＶＤ

13
歯医者さんがやってきた！！　　森
口クリニックの挑戦

テレビ岩手放送
Ｈ２１，２，
７

ＤＶＤ

14
目・むし歯　　　　　　　　　　　　　　む
せ　　　　　　　　　　　　　　　　　口内
炎

ためしてガッテン　　　　　　　　　　　　　解
体新書　　　　　　　　　　　　　　　　　ためし
てガッテン

Ｈ２１，２， ＤＶＤ

15
口臭　　　　　　　　　　　　　　　　　前
立腺ガン

たけしのほんとうは怖い　　　　　　　　　た
めしてガッテン

Ｈ２１，５， ＤＶＤ

16

もっと知りたい介護負担激減のミラ
クル技　　　　　　　　　　　　　　　　女
性だから気を付けて乳がん、更年
期障害

ためしてガッテン　　　　　　　　　　　　　生
活ホットモーニング

Ｈ２１，８
Ｈ２１，８

ＤＶＤ
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17
　ＬＨ比って何だ、あなたを襲う心筋
梗塞

奇跡の生還ＳＰ Ｈ２１，９ ＤＶＤ

18
急増！口の細菌で肺炎　　　　　①
菌が繁殖する食生活　　　　　　②口
の抗菌力を上げる㊙キノコ

みんなの家庭の医学
Ｈ２２，３，
２

ＤＶＤ

19 歯周病と生活習慣病 名医にＱ Ｈ２２．５ ＤＶＤ

20
痛い！歯がしみる割れる本当は怖
い！知覚過敏　　　　　　　　　　乳が
ん疑問に答えます。

ためしてガッテン　　　　　　　　　　　　　名
医にＱ

Ｈ２２，９
Ｈ２２，９

ＤＶＤ

ＤＶＤ

21
ガンの原因が歯並び！！緊急家庭
でデキル口の中ドック開院

みんなの家庭の医学 Ｈ２２，１０ ＤＶＤ

22 脳と身体を刺激せよ ためしてガッテン Ｈ２３，２ ＤＶＤ

23
老若男女必見噛まないと損する脳
と身体を刺激せよ

たけしのニッポンのミカタ　　　　　　　　た
めしてガッテン

Ｈ２３，２、 ＤＶＤ

24 よ坊さん登場篇 日本歯科医師会 ＤＶＤ

25 よ坊さんとまなぼう篇 日本歯科医師会 ＤＶＤ

26
門外不出　料亭のおかゆ　　　　　こ
どもの歯

ためしてガッテン　　　　　　　　　　　　　す
くすく子育て

Ｈ２３，７
Ｈ２３，７

ＤＶＤ

27
　寝ても疲れがとれない　　　　　発
覚悪魔の歯ぎしり

ためしてガッテン Ｈ２４，１１ ＤＶＤ

28
歯間ブラシ、デンタルフロス　　　　３
０代から要注意！歯周病対策

あさイチ　　　　　　　　　　　　　　　　　　あさ
イチ

Ｈ２５，１
Ｈ２５，２

ＤＶＤ

29 口は生きるの入り口です 日本歯科医師会　ＢＳ朝日 Ｈ２５，４ ＤＶＤ

30 顎関節症の新事実 おはよう日本 Ｈ２５，１２ ＤＶＤ

31 歯 連続クイズホールドオン Ｈ２４，６ ＤＶＤ

32 歯の三大トラブル　徹底検査ＳＰ 駆け込みドクター H26.2.16 ＤＶＤ

33 チョイス＠病気になったとき 大人のむし歯 Ｈ264.11 ＤＶＤ

33 タイムスクープハンター 大江戸入歯事情 Ｈ264.12 ＤＶＤ

33 すくすく子育て 子どものむし歯 H26.5.2 ＤＶＤ

33 団塊スタイル 老化防止は口と歯から H26.5.23 ＤＶＤ

34 駆け込みドクター 歯の3大トラブル　徹底検査ＳＰ H26.2.26 ＤＶＤ

35 きょうの健康 歯周病を予防したい H26.6.18 ＤＶＤ

35 チョイス＠病気になったとき 歯ぐきのトラブル H26.10.11 ＤＶＤ

35 サキどり お口の健康が未来を変える H26.10.26 ＤＶＤ

35 プロフェッショナル　仕事の流儀 ぶれない志　信念の歯科医療　熊谷崇 H26.10.27 ＤＶＤ

35 駆け込みドクター 口の中の病気　SP H26.11.9 ＤＶＤ

36 クローズアップ現代
長寿の鍵は“口”にあり　口腔ケア最前
線

H26.12.1 DVD

36 チョイス＠病気になったとき 続・おしっこの悩み H26.12.27 DVD

36 あさイチ 女性は要注意！ドライマウス H27.2.2 DVD

36 ためしてガッテン
歯が抜ける！３０代からの悪性虫歯　入
れ歯の新常識

H27.2.11 DVD

36 再生医療革命 歯に隠された秘密 H.27.3.29 DVD
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37 主治医が見つかる診療所
ガンも認知症も予防！口の中の最新ケ
ア法

H27.5.11 ＤＶＤ

37 きょうの健康 歯の手入れ　徹底解説 H27.5.26 DVD

37 ＮＨＫニュースおはよう日本 歯みがきの“真”常識 H27.6.6 DVD

37 ヒポクラテスの誓い
お口の健康寿命を守る。歯周病リスク・
アメリカの最先端研究

H27.6.6 DVD

37 ＴＶシンポジウム
高齢者は歯が命～健康寿命と歯科医療
～

   H.27.6.6 DVD

37 華大の知りたいサタデー！
口臭の原因と予防法　　　　　　　　　　寄
席の楽しみ方

H27.6.20 DVD

54 良い「歯」でいきいき健康ライフ 成人病予防のための歯の知識 一般 本

56 元気する人のオーラルケア 健康をぜいたくしたい。 一般 本

85 家庭の歯学　目で見るお口の百科 一般 本

91 こどもの歯ならび相談室 歯の相談室シリーズ 一般 本

92 インプラントって何だろう インプラント治療法の説明 一般 本

94
暮らしと歯　ヒマラヤの村をたずね
て

ヒマラヤの歯科事情 一般 本

96
心配だから聞いておきたい歯の悩
みQ＆A

お答えします。歯の疑問、気になるけど
つい、、、放ったままでいませんか。

一般 本

108 ガク問のススメ 気軽に知りたい　だいじな歯のこと 一般 本

144 歯を白くするホワイトニング きれいな人は歯が白い 一般 本

146 歯の歳時記 歯医者さんが書いた歯の百話 一般 本

1001 法歯学の出番です 事件現場からの報告 一般 本

1002 歯医者さんの歯のことなんでも相談 治療のすべてからエステまで、、 一般 本

1003 悪い歯医者 一般 本

1004
歯医者で虫歯が治らない理由（わ
け）

当てはまらない虫歯の常識 一般 本

1005
ナースが聞いた１００人の泣き笑い
入れ歯人生記

１００人の方の貴重は体験をいつか来る
日の自分や家族に重ね合わせながら読
んでいただけたら幸いです。

一般 本

1006 親知らずのはなし 一般 本

1007 かしこい歯医者のかかり方
親切だけど入れたものがすぐこわれる。
安いけどすぐ痛んでくる。

一般 本

1008 「入歯」が幸せにするあなたの人生
もう一度おせんべいがぱくぱく食べられ
るようになる

一般 本

1009 からだの手帖　パート２ 骨の基礎医学から疾患まで 一般 本

1010 医者いらずの歯の健康法
「たかが虫歯くらい」といっていると大変
なことになる

一般 本

1011 歯が一日で治る 自分の歯を守る驚異の根管治療 一般 本

1012 かしこい薬の飲み方・つきあい方 医者が教える薬のタブーと副作用 一般 本

1013 歯医者がバラした歯医者の本 早期治療が虫歯を増やしている 一般 本

1014
歯医者に行って早死にしたいの
か！

悪徳治療にだまされない方法 一般 本

1015 日本人の歯をダメにした歯医者
歯医者にかかるたびに悪くなると思うこと
はありませんか

一般 本
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1016 ヒトはなぜ虫歯になるのか 食べる前にみがく！！ 一般 本

1017 患者のための歯科のすべて 朝日新聞社編 一般 本

1018 デンタルエステで笑顔に自身が甦る
髪や素肌を整え、女性らしさを表現しよう
とすれば、歯もきれいにしないといけませ
ん。

一般 本

1019 噛み合わせ人間学 一般 本

1020
２００１年の子どもが危ないシリーズ
①栄養編

このままではいけない子どもたちの食事 一般 本

1021 子どもの歯いしゃさん１１０番
子どもの歯についての素朴な疑問におこ
たえします。

一般 本

1022 噛んでふくめる入れ歯の話 入れ歯のある風景他 一般 本

1023 歯槽膿漏　抜かずに治す 自己判断で症状を捕らえる 一般 本

1024 歯は履歴書　横町の歯医者さん
歯は履歴書。その履歴書をつくるのはお
かあさん。ドラキュラの歯や総入歯はな
ぜできる

一般 本

1025 噛む子　できる子　元気な子 頭のいい子を育てる 一般 本

1026 むし歯の予防
むし歯予防をすなおにむし歯を作らない
こととご理解ください。

一般 本

1027 入れ歯とインプラントの本 料金がわかる他 一般 本

1028 噛まない人はだめになる 咀嚼研究センター設立推進グループ編 一般 本

1029 歯できまる丈夫な子 小児歯科医からお母さんへ 一般 本

1030 患者が語るインプラント 一般 本

1031 口唇口蓋裂の理解のために すこやかな成長を願って 一般 本

1032 オニの歯　ヒトの歯 人の寿命と歯の寿命 一般 本

1033 さあ、お口をあけて！ 歯の治療はやっぱり恐い 一般 本

1034
発見！歯のかみ合わせが肩こりの
原因だった

一般 本

1035 ４０才からの歯の治し方
歯槽膿漏も入歯の悩みもすべて解決す
る

一般 本

1036 歯無しにならない話
うまく管理すれば自分の歯で一生噛める
という。ただしうまく管理すればである。

一般 本

1037 健康ちょっといい話 一般 本

1038 歯列矯正で笑顔がもどった 鼻づまり、頭痛、肩こりまで治った 一般 本

1039 口から見た子育て
子育てに取り組む人たちと歯医者として
どんな援助ができるのか。

一般 本

1040
８０２０　一生豊かな歯生活を送るた
めに

妊婦からスタートです。 一般 本

1041
だいじょうぶ？こどもためのハッハッ
歯

ムシ歯げきたい、噛む力をつける 一般 本

1042 歯の健康と食生活 一般 本

1043 エピソードでつづる義歯の歴史 一般 本

1044 ぶっとばせ糖尿病 まんがホーム・ドクター１ 一般 本

1045 ぶっとばせ高血圧 まんがホーム・ドクター２ 一般 本

1046 ぶっとばせ心臓病 まんがホーム・ドクター３ 一般 本

1047 人間はなぜ歯を磨くのか それで歯はよくなったのでしょうか。 一般 本
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1048 歯・歯・歯の時間 長野県歯科医師会編 一般 本

1049
十二歯考　歯が語る十二支の動物
誌

一般 本

1050 保育園におけるブラッシング指導 歯科保健教育を考える３ 一般 本

1051 めぐみ幼稚園のカリキュラム 歯科保健教育を考える６ 一般 本

1052 丸森賢二のブラッシング指導 一般 本

1053 歯の悪いヤツの顔がみたい
何しに歯医者へいくのか、歯医者に行く
から虫歯がふえる！！

一般 本

1054 むしばのたはごと　上 一般 本

1055 むしばのたはごと　下 一般 本

1056 元気な子供の歯をつくる お母さんはファミリイードクター 一般 本

1057 歯の相談室 お母さんの質問に答えて。 一般 本

1058 強い歯の子に育てる
しっかりかめる子、げんきな子、あごを鍛
えて歯並びをよくしよう

一般 本

1059 悪い医者 一般 本

1060 死体に歯あり 法歯学の現場より 一般 本

1061 ヘボ医のつぶやき 医者のグチを聞いてください。 一般 本

1062 鹿の歴史おもしろ読本 歯科関係の雑学集 一般 本

1063 続・医者の書いた医者いらずの本
朝から夜寝るまでどんなことに日常注意
をすれば健康を維持できるのか

一般 本

1064 好き嫌いをなくす味覚トレーニング
おかあさん、これで子どもの偏食はなお
る

一般 本

1065
あう入れ歯あわない入れ歯　ここが
違う

NHKスペシャル「入れ歯のハナシ」はな
ぜ大反響を呼んだのか

一般 本

1066 歯は治る「抜くな削るな冠せるな AIDS時代の歯医者に行く前に読む本 一般 本

1067 歯が痛くないときに読む本 歯医者の仕事を理解して下さい 一般 本

1068 子供の虫歯が怖い！ 性格が暗くなる。心臓病の引き金が、、 一般 本

1069 満天星　あの人あの時 落語もできる田舎医者のエッセイ 一般 本

1070 子どもの歯があぶない お母さんに知ってほしい歯並びの話 一般 本

1071 まつごの入れ歯
消え何とする命の私に入れ歯を。「その
時」に臨んだ女性の思いは。

一般 本

1072 歯でこんなに人生が変わる 奇跡を起こす東洋医学的歯科治療 一般 本

1073 ひと口ばなし 歯と口の１１９番他 一般 本

1075 歯なしにならない日本人
自然はものすごく化学している健全な歯
を残すオリエンタルマジック

一般 本

1076
マリリンとチビタン　妊娠から第一大
臼歯萌出まで

お母さんのデンタル教室 一般 本

1077 すべての管楽器奏者へ 歯並びによるマウスピース法 一般 本

1078 歯にいいはなし 香川県歯科医師会編 一般 本

1079 しっかりかんでいますか かむことの大切さがよくわかる本 一般 本

1080 歯の風俗誌 一般 本

1081 これでもう大丈夫！お口のニオイ
だれも教えてくれない口臭を退治する７７
の知恵

一般 本

1082 サヨナラお口の臭い 口臭　Q＆A 一般 本
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1083 歯とアゴび話 歯科医にかかる前に読む本 一般 本

1084 続・すべての管楽器奏者へ 歯並びによるマウスピース法 一般 本

1085 ねこが虫歯にならないわけ 法歯学者の動物談義 一般 本

1086 歯周病より恐い「歯みがき」病
食後歯を磨くのはおやめなさい。おいし
かった味をそっと楽しんでください。

一般 本

1087 虫歯から守る方法
歯医者さんがそっと教える絶対虫歯にし
ないテクニック

一般 本

1088 子どもの歯があぶない
歯は虫歯にならないためにあるのではな
い

一般 本

1089 かぐや姫の入れ歯 看護婦さんが見た入歯泣き笑い 一般 本

1090 新血圧なんでもQ＆A
高血圧の知識と血圧測定の技術　日野
原重明監修

一般 本

1091
口腔ケアQ＆A　口から始まるクオリ
ティ・オブ・ライフ

介護関連 一般 本

1092
家族といっしょに義歯でおいしく食
べる

女子栄養大学出版部 一般 本

1093 医者が書いた《気》の本
誰でも〝気〟が使える。病気も〝気〟で
治る

一般 本

1094 「気」と波動医学の驚異 細胞レベルから健康になる 一般 本

1095 こんなんじゃなおらん
「ホスピタウン」日本医療企画に連載した
「ナミイ先生のおくちアングリ」シリーズ

一般 本

1096 通風が気になる人へ
ほうっておくと高血圧や肥満、糖尿病，腎
臓病，心臓病も起きる

一般 本

1097 歯医者は治療の質を保証せよ
ダマされていないのか歯の治療代！イン
プラント治療は開業医ではムリ！

一般 本

1098 歯は保険でここまで治る
歯医者のウソにだまされるな！適正な値
段で最高級の治療を受ける法

一般 本

1099 よくわかる顎偏位の治療と予防
「たかが咬みあわせ」と言えない悪影響
の数々

一般 本

1100 「歯科」本音の治療がわかる本
一生自分の歯でかむために知っておき
たいこと

一般 本

1101 いい歯医者・悪い歯医者 噛み合わせが狂えば命も危ない 一般 本

1102
人間らしくの介護ケア　噛んで食べ
て生きる（歯科訪問診療とその周
辺）

「元気で長生き」には噛んで食べることが
大切。歯は人権を守る最後の砦と考える
著者が沢山の手がかりをここに用意した

一般 本

1103
ひよこクラブ　虫歯ゼロ完璧ガイド
BOOK

ひよこクラブ・ごっこクラブ特別編集 一般 本

1104 咀嚼健康法
体を健康に保ち、脳の動きを活性化スル
ソシャクの効用を考える

一般 本

1105
「子育て歯科」キレる理由は歯に
あった

大人が見逃しているキレるサイン 一般 本

1106 歯・生命のかがやき ヒマラヤの人々との出会いから 一般 本

1107 そしゃく器官の発達と歯科保健 噛めない子・飲み込めない子の原因等 一般 本

1109 唾液は語る 唾液は身体を映す鏡 一般 本

1110 医者の言葉がよくわかる
病院での上手なコミュニケーションのた
めに

一般 本
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1111 免疫学個人授業 生徒役　南伸坊 一般 本

1112 人生を生き抜く智恵とアドバイス 進行がんと診断されたあなたに 一般 本

1113 時を大切に
がんの患者さんと彼らを思いやる人々を
支える

一般 本

1114 肩こりの治し方<絶対こらない法>
症状にあった治療と予防ができる。肩こ
り症の人必携の治療法

一般 本

1115
痛みが消える<痛い部分の治し方と
予防>

症状別に家庭で治療ができる、手、足、
ひざ

一般 本

1116 虫歯のない子に育てる本 子どもの“いい歯”はお母さんがつくる！ 一般 本

1117 予防歯科医療「最前線」 一般 本

1118 噛むかむクッキング
健康レシピシリーズ。全料理にエネル
ギー量のデータつき

一般 本

1119 タバコをやめよう 喫煙は「ゆるやかな自殺」です。 一般 本

1121 笑顔を変えてみませんか 審美歯科入門書　アメリカ編 一般 本

1123 むし歯の歴史 歯に残されたヒトの歴史 一般 本

1124 むし歯になる人ならないヒト
あなたは子供に、愛情と一緒に虫歯菌を
注いでいませんか？

一般 本

1125 歯科からの逆襲
寝たきり老人が歩き出す歯科医療って何
だ

一般 本

1126 人さし指は魔法のブラシ
歯周病予防に一番有効なのは人さし指
だ！

一般 本

1127 くちびる体操
くちびるを閉じる力を高めれば高血圧・不
整脈が改善し、イビキ・口臭・シワも消え
る！

一般 本

1128 いきいき生きる
介護サービスを受ける高齢者の口腔ケ
ア

一般 本

1128 落語で学ぶ生活習慣病 一般 本

1129 起承転結、落語で学ぶ糖尿病 一般 本

1130 ２１世紀の最先端歯科治療
レーザー治療から歯科材料まで　PHP研
究所編

一般 本

1131
歯医者のぼくが怖くて歯医者に行け
ない理由

歯医者に行こうと思ったら、今の歯医者
に疑問を感じたら読む本

一般 本

1132 もうむし歯にならない
こうすれば虫歯は消える。磨くだけじゃダ
メ、最先端の予防を教えます。

一般 本

1133 「歯を抜かない」歯科医を選ぼう
あなたの健康を守る予防歯科医療のす
すめ

一般 本

1135 かむ力　いきる力
親から子に伝えたい。食育推進全国協
議会推薦

一般 本

1136 むし歯とキッパリわかれる本
あなたとお子様の歯はこの本がむし歯か
ら守ります。

一般 本

1137 喫煙とお口の健康 タバコの害を知ることが禁煙への近道 一般 本

1138 タバコ副流煙の恐怖 都内レストラン禁煙コーナーチェック 一般 本

1139 歯科・インプラントは悪魔のささやき インプラントに対する警告 一般 本

1142
お母さんに伝えたい！！子どもの
病気ホームケアガイド

日本外来小児科学会編集 一般 本

1143 喫煙年肉 出生児の身長・体重低下等 一般 本
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1144 合う入れ歯　ダメな入れ歯 ブリッジ、インプラントはやめなさい 一般 本

1146 歯周病の犯人はカビだった！ これまでの治療法では治らない 一般 本

1147 悪徳歯医者にご用心 悪徳歯科医を訴えてわかったこと 一般 本

1148 あなたは歯医者に殺される！？
これを知らないとあなたは歯科治療で一
番苦労する

一般 本

1149 あなたも名医 死から生を見つめる東洋医学 一般 本

1150 おもしろい歯のはなし６０話 歯にまつわるよもやま話 一般 本

1151 歯のお話 健康な美しい歯をつくるために 一般 本

1152 歯と口の病気 家庭のメディカル専科 一般 本

1153 癒しの思想 病むいのち、病む社会、病む自然 一般 本

1154 宇宙飛行士はイビキをかかない くちびるの不思議な働き 一般 本

1155 YOU＆MEのデンタル夢ファイル 生涯を美しく生きるしかの健康つくり 一般 本

1156 遺体鑑定
たった一本の歯が悲しい真実を明かし犯
人を追い詰める。

一般 本

1157
墜落遺体・御巣鷹山の日航機１２３
便

全遺体の身元確認までの１２７日を最前
線で捜査にあたった責任者が切々と語る

一般 本

1158 歯とスパイ
この歯が痛むとき必ず、要人が暗殺され
る！東欧的想像力が生んだ寓意と奇想
あふれる物語

一般 本

1159
Ｑ＆Ａ　じゅうずにかんで　しっかり
ゴックン

食べもの文化４月号別冊　芽ばえ社 一般 本

1160 なぜ増えているの？　かまない子 食べもの文化編集部編　芽ばえ社 一般 本

4 歯をみがくのはなぜ
きれいでけんこうな歯のためのたいせつ
な３つのルール

親子 本

13 ①歯はなんぼんあるの？ 歯のしくみとはたらき 親子 本

14 ②どうして虫歯になるの？ むし歯のげんいんとよぼう 親子 本

15 ③歯ぐきのびょうき しそうのうろうってなあに 親子 本

16 ④歯いしゃさんはこわくない 歯いしゃさんのしごと 親子 本

17 ⑤あっ歯ががえてきた 子どもの歯からおとなの歯へ 親子 本

18
⑥じょうずにはなせる？たべられ
る？

歯ならびとかみあわせ 親子 本

19 ⑦ねこの歯はなぜとがっているの？ どうぶつの歯とにんげんの歯 親子 本

20 ⑧げんきな歯をつくろう けんこうなからだはじょうぶな歯から 親子 本

35 ゆびしゃぶりやめられるかな 指しゃぶりの本 親子 本

38 むしばちゃんをやっつけろ！ ママといっしょによむえほん 親子 本

52 歯槽膿漏激闘編・歯苦歯苦
歯槽膿漏と闘って健康を取り戻した患者
さんの体験記

親子 本

53 知らんべだった私・歯苦歯苦
十代が危ない。我が子を虫歯にしない親
の願い

親子 本

58 こどもの歯の健康のために 親子 本

59 １、赤ちゃんの歯 赤ちゃん誕生への準備 親子 本

60 ２，６さいきゅうし はじめてはえる大人のハ 親子 本

61 ③、食事とおやつのポイント１８ 食事とおやつに知恵を働かせて下さい。 親子 本

62 4、虫歯ができてしまったら 虫歯の原因療法 親子 本
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63 ５、むし歯予防の知識
むし歯予防は決してむずかしいことでは
ありません

親子 本

64
母と子のムシ歯予防大作戦　－が
んばれりょう太

マンガでわかる歯の健康 親子 本

65 上　自分でまもろう自分のからだ 心とからだ健康百科　上 親子 本

66 下　自分でつくろう元気なからだ 心とからだ健康百科　下 親子 本

68 チャトラとミケンマの一日から ネコの虫歯予防写真集 親子 本

89 マンガでわかるこどもの歯と健康 健康医学シリーズ 親子 本

90 マンガでわかる砂糖の有害性 健康医学シリーズ 親子 本

106 こどもの歯のけが口のけが相談室 すぐ歯医者に行く前に応急処置を、、 親子 本

123 のんちゃんたちの口の中探検（上） よい歯をつくろう虫歯予防コース 親子 本

124 ノンちゃんたちの口の中探検（下） 楽しくおいしく食べようかみかみコース 親子 本

130 おいしくたべる口と歯のはたらき ドクタートミーのからだの本３ 親子 本

140
虫歯をキック！なぞなぞ山のフッソ
マン

フッ素に焦点をあてた絵本 親子 本

1074 ひみこのはがい～ぜ 噛んでつくろう健康ライフ 親子 本

2 Ⅱまねっこしましょう 子供 本

3 おうさまのペロペロキャンディー
おうさまはおかしがだーいすき。なかでも
ペロペロキャンディーがいちばんすき。

子供 本

5
もぐらのもぐとめぐ・歯ブラシちょう
じゃ

子供 本

6 たぬどんのはなし 絵本のせかい４　ポプラ社 子供 本

7 がんばれはぶらしハーマン しかけ絵本８ 子供 本

8 むしばきんがやってきた アリス館 子供 本

9 かっちゃんのともだち 歯科衛生士がつくる創作絵本① 子供 本

10 歯なしのプーク 歯科衛生士がつくる創作絵本 子供 本

11 はみがきしゅっしゅっ 子供 本

12 アンパンマンとはみがきまん 子供 本

21 １、はいってますか
基本的な生活習慣を考える。①排便の
絵本

子供 本

22 ２、おはようおはよう
基本的な生活習慣を考える。②睡眠の
絵本

子供 本

23 ３、いただきまーす
基本的な生活習慣を考える。③食事の
絵本

子供 本

24 上　はいしゃさんがわらった 歯と体が強くなる絵本 子供 本

25 下　むしばきんがにげた 歯と体が強くなる絵本 子供 本

26 １、肉や魚を食べる動物 動物おもしろ歯の百科 子供 本

27 ２、草や葉っぱを食べる動物 動物おもしろ歯の百科 子供 本

28 ３、いろいろな物を食べる動物 動物おもしろ歯の百科 子供 本

29 むしばがすっぽん かばのむしばをみんなでぬきました 子供 本

30 わにのはいた ゆかいなゆかいなおはなし　大日本図書 子供 本

31 もりのはいしゃさん 子供 本

32 きつねのはぶらし 創作こども文庫　偕成社 子供 本
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33 むしばのミュータンスのぼうけん３ かこさとし　からだの本３　童心社 子供 本

34 まえばがぐらぐら しまったくんはーい　５ 子供 本

36 むしばくんだいすき？ からだのえほん１　あかね書房 子供 本

37 アンパンマンとムシバラス
やなせたかし作・絵 全国学校図書館協
議会選定図書

子供 本

40 つとむくんのかばみがき 創作えほん　偕成社 子供 本

41 わらってよカバのはいしゃさん えほん・ドリームランド１８ 子供 本

42 かばのはいしゃさん
歯医者さんが書いたむし歯予防のえほ
ん

子供 本

43 わにさんどきっ、はいしゃさんどきっ 五味太郎　偕成社 子供 本

44 どようびはたんじょうび 子供 本

45 くちのはたらき 知識の絵本 子供 本

46 むしばちゃんのなかよしだあれ かこさとし　むしばのえほんシリーズ 子供 本

47 むしばになったらどうしよう かこさとし　むしばのえほんシリーズ 子供 本

48 ぼくのハはもうおとな かこさとし　むしばのえほんシリーズ 子供 本

49 はははのはなし かこさとし　ぶんとえ　福音館書店 子供 本

50 ミュータン旅へ行く 子供 本

51 ミュータン旅へ行く２ 子供 本

57 口の中の戦争　むし歯の科学 子ども科学図書館　大日本図書 子供 本

67
ひゃーおばけがいっぱい　こわいも
の大集合

偕成社 子供 本

69 くすりをのむのはどんなとき？ 環境と健康シリーズ②　薬の功罪 子供 本

73
⑩おかあさんとお約束くみちゃんむ
しばだよ

子供 本

75 まことはおいしゃさん 偕成社 子供 本

76 チョコレートをたべたさかな 子供 本

77 ニコニコさくらちゃん 歯科衛生士がつくる創作童話 子供 本

79 あっおとなの歯 新しい歯のみがき方　小学１．２年生向 子供 本

80 つぎつぎはえるおとなの歯 新しい歯のみがき方　小学３・４年生向 子供 本

81 そろったそろったおとなの歯 新しい歯のみがき方　小学５・６年生向 子供 本

82 ゾウさんのハブラシ チラホラもりのはいしゃさん 子供 本

83 チラホラもりのはいしゃさん チラホラもりのはいしゃさん 子供 本

86 歯の神んさあ
今からおよそ４３０年前のことです。ここ
は薩摩の国島津藩の城下町

子供 本

87 歯の聖女アポローニア 子供 本

88 HOW ARE　YOU?
お元気ですか？あなたの歯　ハガ・ヨシ
オさんと歩む歯の一生

子供 本

93
むしばいきん　ムゥ・シィ・バァのぼう
けん

PHP子育てブックシリーズ 子供 本

95 むし歯はいやだよ からだを知る本２ 子供 本

97 歯いしゃのチュー先生 ウイリアム・スタイグ　ぶんとえ 子供 本

98 I　LOVE　地球人 マンガ　いつでもどこでも赤十字 子供 本

99 ぼくできちゃった 歯の絵本シリーズ 子供 本
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100
あのねかずくんは　はいしゃさんは
こわくない

えほんはどもだち２２　ポプラ社 子供 本

101 ケチャップせんせいあるがとう チラホラもりのはいしゃさん 子供 本

102 プレッチャーさんの大発見 歯の絵本シリーズ 子供 本

103 母の贈り物 子供 本

104 ハガネの歯 文と絵　クロート・ブージョン 子供 本

105 ナイスコントロール ガリクソン投手のおくりもの 子供 本

107 みがけデンタン ほのぼのコミックス 子供 本

109 ぼくのともだちむしば１００ぽん
むしばがいっぱいでそうめんがたべられ
ないそうくんとぼくはともだちになった。

子供 本

110 もりのはみがき 行事の絵本５ 子供 本

111 ぼくんちははいしゃさん
ぼくけんた。おとうさんがおじいさんのは
いしゃをつぐことになってまちからやって
きた

子供 本

112 ムシババもこわーいむしば ムシババのなかまがむしばになった 子供 本

113 ムシババとそのなかまたち おれたちはむしばつくりのめいじん 子供 本

114
ムシババとは・は・はきゅうきゅうた
い

ピポピポわれらせいぎのみかたははは
きゅうきゅうたい

子供 本

115 いればのパッコン大ぼうけん
パッコンはおじいちゃんのいれば。一年
生のしゅうくんとよるのぼうけんにでかけ
ます。

子供 本

116 歯の絵本 歯の妖精からあなたへ 子供 本

117 ブレン神父の奇跡 歯科医に失明を救われた神父 子供 本

118 はみがきしゅっしゅっしゅ すくすくのびる子のしつけえほん 子供 本

119 はみがきだいすき かわりえ　えほん 子供 本

120 はがぬけたときこうさぎは、、、、 アリス館 子供 本

121 いたい歯とんでいけ
歯医者さんの書いたむし歯予防のえほ
ん

子供 本

122 ねずみの歯になーれ
ぼくだけの私だけのたった一つのからだ
です。からだにいじわるしていませんか。

子供 本

125 いればのパッコンはがぬけた
おれさまのなまえはパッコン。おじいちゃ
んの「いれば」なんだ

子供 本

126
ねずみの歯いしゃさんアフリカへい
く

ウイリアム・スタイグ　ぶんとえ 子供 本

127 むし歯になったよ　オウンオウン オウンオウンはおかし大好きです。 子供 本

128 むしばはどうしてできるの？ やさしいからだのえほん 子供 本

129
ビバリーくんのはみがきワンダーラ
ンド

クイズ形式絵本 子供 本

131 リュウのお口はとってもきれい
こどもたちに贈る〝健康な歯〟のための
おはなし絵本

子供 本

132 歯みがきつくって億万長者 やさしくわかる経済の本 子供 本

133 むし歯のもんだい
むし歯のバイ菌は小学生の歯がだいす
き

子供 本

134 こんにちは６ちゃん ６歳臼歯の絵本 子供 本
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135
かいじゅうくんとかえるくん　はがい
たいかいじゅうくん

なにからなにまで正反対のふたり。だけ
どとてもなかよし。

子供 本

136 シーザーのハにかんぱい アスラン書房 子供 本

137 トゥース・フェアリー 妖精さん、わたしの歯をどうするの？ 子供 本

138 トモコという名で１７で 克ちゃんが残した膠原病“警鐘の記” 子供 本

139 ロバに入れ歯を贈った歯医者さん 子供 本

141 ビバリー王子のはみがき大冒険 クイズ形式絵本 子供 本

142 たこのフッソちゃん 富永一郎・絵　　お母さんと読む本 子供 本

143
六歳臼歯の６ちゃん　おうさまにな
る

砂書房 子供 本

147 ぼくはオニじゃない！
ぼくにはよけいなはがある。オニバって
いうらしい。ぬかないとキバになってオニ
になる！？童心社

子供 本

1120
むしばいきん　ムゥ・シィ・バァのぼう
けん

しかけ絵本　PHP研究所 子供 本

1122 ビバリーくんのハッピーバースデー クイズ形式絵本 子供 本

1134
こどもの歯から「一生自分の歯」おじ
いさんのはなしのはなしの木

昭和大学歯学部小児歯科学教室編 子供 本

1140 ビバリーくんのわくわく夏休み クイズ形式絵本 子供 本

1141 はみがき　やーだよ 児童図書館　絵本の部屋 子供 本

1145 ワニのアリステール

アリステールはみどりの国に住む乱暴な
ワニ。ところがある日、獲物を狙ってうっ
かりミス、、自慢の歯を全部折ってしまい
ました。

子供 本

1 Ⅰああいそがしい クイントはみがきえほんⅠ 幼児 本

70 ノンタン　はみがきハーミー 幼児 本

71
あかちゃんえほん⑦　おくちくちゅく
ちゅ

こぶたのブーブーちゃんシリーズ 幼児 本

72 はみがきしゅわしゅわ あかちゃんのための絵本 幼児 本

74 なにしているの クイントはみがきえほんⅢ 幼児 本

145 はみがきあそび ０・１・２才児のための絵本 幼児 本

1161 おくちのにおい？もうだいじょうぶ
臨床歯科インフォームコンセント推進協
議会編

親子 本

1162 マウスガードを使おう
スポーツデンティストが教える正しい選び
方・使い方

一般 本

1163 さらば歯周病
歯磨き信仰を、まず捨てなさい。カリスマ
歯科医がたどりついた結論

一般 本

1164 歯で泣く人笑う人
赤ちゃんからお年よりまで口と歯の悩み
にやさしくおこたえします。

一般 本

1165 ビバリーくんの世界一周の旅
ハブラシをとり戻すためにクイズの旅を
はじめます

子供 本

1166
みてみて！あ～ん　きれいなにゅう
しのそだてかた

４人の現役女性子持ち歯科医のムシ歯
ゼロ育児

親子 本

1167 チーちゃんのくち 娘は「口唇裂」で生まれてきました 親子 本

1168 健康美人への道
フェースラインが引き締まり、小顔に、１
回３分、１日３回のトレーニング法とは

一般 本
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1169 いーはとあーは みてみて、ぼくのははこんなんだよお 子供 本

1171 高齢者と家族みんなの料理集 おいしく食べやすいユニバーサルレシピ 一般 本

1172
介護予防のための高齢者のかんた
ん手料理

いかに手軽につくれるか 一般 本

1173 お口のアンチエイジング
後悔しないための歯科医院選びPART－
Ⅱ

一般 本

1174 たすけて！歯医者さん 歯医者さんへの不満や疑問を解決 一般 本

1175 はがぬけたらどうするの？
抜けた乳歯をみんなどうしているのでしょ
うか。

親子 本

148 ロンタのはじめてのはいしゃさん
初めて行く歯医者さん。どんなところだろ
う。不安だな。

親子 本

1176 老けない人は歯がちがう 歯周病でからだがサビつく！ 一般 本

1177 笑う脳には福来る 知って得する長生きの知恵 一般 本

149 からだ・こころ・げんき　かむかむ
かむとどんな効果が起こるのか。いろん
なものを噛んでみよう

親子 本

1178 むし歯ってみがけばとまるんだヨ 削って詰めるなんてもったいない 一般 本

1179 え？この病気歯が原因？
放っておくと大変。本当はこわい！歯と
全身の病気の関係

一般 本

1180
歯医者さんにかかると寿命が延び
る

健康を保つためには歯が大切！！ 一般 本

1181 さいごの一歯（ひとは） じぶん歯史の物語 親子 本

1182
歯科受診の常識　歯科に行く前に
読む本

あなたの知らない歯科治療の世界。これ
から、どこで、誰にどんな治療を。

一般 本

1183 よいはちゃん　歯なし国へ
歯なし国の食べ物は、やわらかいパン、
おいしいスープ、プリンにケーキ、

子供 本

150 おっぱいとお口の話
母乳育児からはじまるキレイな歯並びと
むし歯ゼロ

一般 本

1184 江戸の入れ歯師たち 木床義歯の物語 一般 本

1185 食卓の向こう側① こんな日常どう思いますか 一般 本

1186 噛めば噛むほど子どもは伸びる
噛める喜び、噛む力、口周りの筋肉強化
でキリッとした顔立ちになる！

一般 本

1187 食卓の向こう側② 「命」をつなぐために 一般 本

1188 食卓の向こう側③ 給食　未来をひらく 一般 本

1189 食卓の向こう側④
輸入農産物の玄関口である港や、加工
の現場を取り上げながら、私たちの暮ら
しを取り巻く食の実態に迫る。

一般 本

1190 食卓の向こう側⑤
脳、そして心、親の無知は子への罪とい
えませんか

一般 本

1191 食卓の向こう側➅
実は「自然に産める体」になっていないん
です。

一般 本

1192 食卓の向こう側１　コミック編

食のこと、農業のこと、命のこと、子ども
のこと、この本を読んで考えてみてくださ
い。あなたのいまの暮らし、大丈夫です
か？

一般 本

1193
完全図解顎関節症とかみ合わせの
悩みが解決する本

削らず！簡単！自分で出来る！東京医
科歯科大学が開発した新・治療法を紹介

一般 本
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151 いーはとあーは みてみて、ぼくのははこんなんだよお 子供 本

152 あかちゃんは口で考える
子育て中のお母さんたちにあかちゃんの
口は身体の健康につながっているという
ことをということを教えます

親子 本

1194 口の体操　あいうべ 免疫を高めて病気を治す口の体操 一般 本

153 子どもの歯があぶない 歯並びの大切さを教える本 一般 本

154 ばいきんあたろー
おいら、にんげんの子とともだちになりた
いんだ、、、

子供 本

1195 口腔顔面痛を治す
どうしても治らない「歯・口・顔・あごの痛
みや違和感」がわかる本

一般 本

1196
「マイナス１歳」からはじめるむし歯
予防

ラクに楽しく成果が出せるキシリトールの
理論と実践

一般 本

1197 新装版　喫煙と歯肉 口からみえるたばこの害 一般 本

1198
歯科医療後進国ニッポン　だめな歯
医者はすぐ削る

むし歯予防の最善の策は水道水のフッ
素添加というのが世界の常識である。

一般 本

1199
なぜ、「かかりつけ歯科医」のいる人
は長寿なのか？

理想の歯医者さんと出会えるかどうか
が、あなたの寿命を決定する！

一般 本

1200 こどもの歯を「治療・矯正」する前に
こどものむし歯は、昔とくらべて激減し
た。一方で、コンビニを上回る数の歯科
医院が、、、

一般 本

1201 歯と口の健康づくり　基本１２０ 家族みんなで始める、続ける 一般 本

1202 口に潜む恐怖のバイキン集団
役に立つ！なるほど！健康ライフを守る
歯科習慣

一般 本

1203 食卓の向こう側　⑬
噛むことは生きること。口は健康のシグ
ナルであり、全身の病気と繋がっている
ことが分かって来た

一般 本

1204
マイナス１歳からはじめるむし歯予
防

これは、カンタンに言うと、お母さんのお
腹の中にいる時から赤ちゃんのむし歯予
防が、、、

一般 本

1205 ゆびしゃぶり、おしゃぶりQ＆A 発育に合わせた対応を考えよう 一般 本

1206 よくかむ日曜日ごはん　vol.１
週に一回の日曜日だけでも歯を使って
「よくかむ」ことを家族で考えましょう

一般 本

1207 よくかむ日曜日ごはん　vol.２
全国の歯科医院から届いた「よくかむ」３
０のレシピ

一般 本

155 ゆびたこ
もうすぐ、いちねんせいなのに・・・ゆび
しゃぶりがやめられない

幼児 本

1208
は、は、は、歯のおはなし　歯科詩
集

こんな詩集、今まで読んだことがない、ア
ンパンマンの生みの親が作ったユニーク
な「歯の詩」だけの詩画集

一般 本

1209
あの人のお口がにおったのはナ
ゼ？

あなたの周りにもいませんか？ちょっと
お口のにおいが気になる人たち。この本
は、その人たちにぜひ教えてあげたいこ
とが書かれています。

一般 本

1210 子どもと口の未来のために
乳房哺育と哺乳瓶哺育との比較、育児と
あごの発達等

一般 本

156 かばママのはブラシ
かば用のはブラシはとくべつです。大き
な口にあわせて、すごく大きいのです。

幼児 本
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157 よい歯つよい歯かわいい歯
みんなですてきなレストランへ行った。お
いしそうな大きなステーキ。がっぷりかん
だ。とたんにおく歯がズキっといたんだ。

低学年 本

1211 子供を強くする１００の食材
子供に食べさせたい食品ベストランキン
グ

一般 本

1212
あなたの人生を変えるスウェーデン
式歯みがき

１日３分、ワンタフトブラシでお口から全
身が健康になる

一般 本

1213 ０歳からの口腔育成
むし歯のない子噛みあわせのいい子に
育てるには、、、

一般 本

1214
口の中を見れば全身の健康が分か
る

口腔の異常は重病のシグナル 一般 本

1215 自分で治せる！顎関節症
最大の原因は上下の歯を接触するクセ
「TCH]

一般 本

1216 泥だらけのカルテ
家族のもとに遺体を返しつづける歯科医
がみたものは？

一般 本

1217
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

口の中にツバが「ジュワー～」で健康で
す。

一般

1218
毎日、お家でトレーニングするだけ
でお口ポカンが直る本

お口ポカンが直れば、いいことづくめ！き
れいな歯並び、明るい笑顔、集中力Ｕ
Ｐ！

一般

1219
歯みがきしているのにむし歯になる
のはナゼ？

歯磨きしてるのにむし歯になる私。歯磨
きしてないのにむし歯ゼロのあの人。どう
して？この本はあなたの長年の疑問を
スッキリ解消します。

一般
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　　その他

２０分

６０分

８分

１７分

１１分

２８分

２８分

１７分

１２分

７分

１時間１５分

4分３０秒

１時間
３０分

６０分

２５分
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２時間

５分

６分

４３分

９分　　　　　　４０分

①～⑤

1:39

４５分

３０分

３０分

３０分

1時間３９分

１５分

４５分

32分

５０分

５０分

２６分

４５分

３７分

４５分

３０分
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１時間

１５分

５分

３０分

１時間

５５分

行方不明
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行方不明

行方不明
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未返却

貸し出し中
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未返却
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貸し出し中

貸し出し中



 

23 矢島歯科医院



 

24 矢島歯科医院



 

25 矢島歯科医院



 

26 矢島歯科医院



 

27 矢島歯科医院

高田万由子
訳
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