
資料番号 タイトル 人名 出版者 元保管場所

0117095125 アイス一年中 東京：地球丸 生活科学  

0116657958 アイスドリンク&フローズンドリンク 東京：旭屋出版 生活科学  

0116507542 アイスドリンク&ホットドリンク 東京：旭屋出版 書庫

0116379140 甘ゼリー・塩ゼリー 渡辺　麻紀／著 東京：講談社 書庫

0116812926 一年中おいしいアイスデザート 福田　里香／著 東京：主婦と生活社 生活科学  

0117107995 一生に一度は行きたい!究極の青い海 東京：宝島社 地誌紀行 

0116459165 いるのいないの 京極　夏彦／作 東京：岩崎書店 書庫

0115329815 海の本 吉野　雄輔／企画・写真 東京：角川書店 自然科学  

0116363920 お家でいただく、ごちそうかき氷 石附　浩太郎／著 東京：メディアファクトリー 書庫

0117075994 おうちで作るアイスケーキ 岡本　ゆかこ／著 東京：河出書房新社 生活科学  

0116827098 沖縄の怖い話　[1] 小原　猛／著 東京：TOブックス 民俗習慣

0116884016 沖縄の怖い話　2 小原　猛／著 東京：TOブックス 民俗習慣

0117046318 沖縄の怖い話　3 小原　猛／著 東京：TOブックス 民俗習慣

0117712638 思わず見とれるゼリースイーツ 大越　郷子／著 東京：誠文堂新光社 生活科学  

0117680645 おろしてください 有栖川　有栖／作 東京：岩崎書店 芸術      

0116666744 音怪 一志／著 東京：角川書店 哲学心理 

0116838996 おんなのしろいあし 岩井　志麻子／作 東京：岩崎書店 芸術      

0116435215 女の子のためのかわいいカクテル 村田　紘子／著 東京：池田書店 書庫

0117123612 怪奇秘宝 東京：洋泉社 哲学心理 

0117186205 怪奇秘宝　戦慄編 東京：洋泉社 哲学心理 

0116810383 海洋地球研究船「みらい」とっておきの空と海 柏野　祐二／著 東京：幻冬舎 自然科学  

0116844432 かがみのなか 恩田　陸／作 東京：岩崎書店 芸術      

0117594747 カフェ-スイーツ　vol.194 東京：柴田書店 生活科学  

0117390377 神恐ろしや 三浦　利規／著 東京：PHP研究所 哲学心理 

0116376633 かわいい寒天スイーツ 大越　郷子／著 東京：日東書院本社 書庫

0117239624 簡単!極旨!そうめんレシピ ソーメン二郎／監修 東京：扶桑社 生活科学  

0117003038 くうきにんげん 綾辻　行人／作 東京：岩崎書店 芸術      

特集名：長野8月一般テーマ「納涼」
特集期間：2020／7／30～2020／8／26



0117351353 果物と野菜のゼリー 袴田　尚弥／著 東京：グラフィック社 生活科学  

0117591453 クラゲ水族館BOOK 鈴木　朱紀子／著 東京：扶桑社 芸術      

0117403907 クリームソーダ純喫茶めぐり 難波　里奈／著 東京：グラフィック社 生活科学  

0117289231 鉱物のお菓子 さとう　かよこ／著 東京：玄光社 生活科学  

0117407700 恐い間取り　[1] 松原　タニシ／著 東京：二見書房 哲学心理 

0117457085 彩の国の怖い話 寺井　広樹／著 東京：TOブックス 民俗習慣

0117180125 山怪　2 田中　康弘／著 東京：山と溪谷社 民俗習慣

0116357377 ジェラート、アイスクリーム、シャーベット 柳瀬　久美子／著 東京：主婦の友社 書庫

0117363218 ジェラート教本 根岸　清／著 東京：旭屋出版 生活科学  

0116891912 死ぬまでに見たい!雪と氷の絶景 東京：エクスナレッジ 地誌紀行 

0116954173 ジャースイーツ 荻田　尚子／著 東京：河出書房新社 生活科学  

0116958216 ジャーでかんたん!デトックスウォーター 藤沢　セリカ／著 東京：河出書房新社 医学      

0116970518 ジャーではじめるDETOX WATER 河瀬　璃菜／監修 東京：双葉社 医学      

0116654344 新・あの世はあった文豪たちは見た!ふるえた! 三浦　正雄／著 東京：ヒカルランド 哲学心理 

0117136036 新怖い絵 中野　京子／著 東京：KADOKAWA 芸術      

0116897109 世界でいちばん美しい洞窟、魅惑の石窟 MdN編集部／編 東京：エムディエヌコーポレーション 自然科学  

0116371063 世界の水辺の町 ピーピーエス通信社／写真 東京：パイインターナショナル 地誌紀行 

0116195850 世界一の珊瑚礁 中村　征夫／著 東京：クレヴィス 芸術      

0117399451 絶対に出る世界の幽霊屋敷 ロバート・グレンビル／著 東京：日経ナショナルジオグラフィック社 哲学心理 

0117088633 そうめん 満留　邦子／著 東京：成美堂出版 生活科学  

0117592873 そうめんの本 市瀬　悦子／[著] 東京：枻出版社 生活科学  

0117617779 空色のクリームソーダRecipe tsunekawa／著 東京：ワニブックス 生活科学  

0117400119 滝 森田　敏隆／写真 京都：光村推古書院 芸術      

0117600841 タピオカミルクティー フルーツティードリンク 片倉　康博／著 東京：旭屋出版 生活科学  

0114366701 誰も知らなかった本当はこわい日本の童謡 日本の童謡研究会／編 東京：ワニブックス 民俗習慣

0116469016 ちょうつがいきいきい 加門　七海／作 東京：岩崎書店 書庫

0115919094 九十九怪談　第1夜 木原　浩勝／著 東京：角川書店 哲学心理 

0116063769 九十九怪談　第2夜 木原　浩勝／著 東京：角川書店 哲学心理 

0116218983 九十九怪談　第3夜 木原　浩勝／著 東京：角川書店 哲学心理 

0116380452 九十九怪談　第4夜 木原　浩勝／著 東京：角川書店 哲学心理 

0116522897 九十九怪談　第5夜 木原　浩勝／著 東京：角川書店 哲学心理 

0116793241 冷たいデザートレシピ 脇　雅世／監修・料理 東京：成美堂出版 生活科学  

0115709677 つめたくてあまいお菓子 黒川　愉子／著 東京：文化出版局 書庫



0116955006 デトックスウォーター 庄司　いずみ／著 東京：永岡書店 医学      

0117596254 東京の幽霊事件 小池　壮彦／著 東京：KADOKAWA 哲学心理 

0117256172 透明和菓子の作り方 安田　由佳子／著 東京：文化学園文化出版局 生活科学  

0116950940 とろけるプリンとゼリー、ムース 越野　ゆうこ／著 東京：家の光協会 生活科学  

0116465758 七つ橋を渡って 小原　猛／著 那覇：ボーダーインク 民俗習慣

0117403071 新潟の怖い話 寺井　広樹／著 東京：TOブックス 民俗習慣

0116689332 ニュー・スタンダード・ドリンク102 柴田書店／編 東京：柴田書店 生活科学  

0116947672 人気カフェ・バリスタのユニークドリンク 東京：旭屋出版 生活科学  

0116942368 はこ 小野　不由美／作 東京：岩崎書店 芸術      

0116960923 はじめてのデトックスウォーター基本のレシピ100 齋藤　志乃／著 東京：イースト・プレス 医学      

0117252601 HANABI 冴木　一馬／写真 京都：光村推古書院 芸術      

0117395657 パフェ 柴田書店／編 東京：柴田書店 生活科学  

0116505645 ハンドメイドシェイクレシピ 東京：スタジオタッククリエイティブ 書庫

0116386236 ハンドメイドソーダレシピ77 東京：スタジオタッククリエイティブ 書庫

0116505652 ハンドメイドソーダレシピ88 東京：スタジオタッククリエイティブ 書庫

0116654997 冷やシャリッ!凍らせレシピ チーム凍らせレシピ／[編] 東京：メディアファクトリー 生活科学  

0116802059 ひんやりさっぱり夏レシピ 村井　りんご／著 東京：文化学園文化出版局 生活科学  

0116947631 ひんやりスープ 丸山　久美／著 東京：誠文堂新光社 生活科学  

0116049313 ひんやりヘルシー冷たいスープ 東條　真千子／著 東京：日東書院本社 書庫

0116036963 ひんやり和のおやつ 金塚　晴子／著 東京：家の光協会 書庫

0116620675 不思議な子どもたち 小原　猛／作 那覇：ボーダーインク 民俗習慣

0115707895 ブルー・ノート タクマ　クニヒロ／写真・文 東京：雷鳥社 芸術      

0116504556 フルーツがいっぱい!春夏秋冬クールデザート 加藤　千恵／著 東京：講談社 生活科学  

0116944398 ホームメイドアイスバー 荻田　尚子／著 東京：主婦の友社 生活科学  

0117475343 星と海の楽園 KAGAYA／著 東京：河出書房新社 芸術      

0117224352 ほんとうにおいしいスムージーBOOK 高山　かづえ／著 東京：成美堂出版 生活科学  

0115969396 毎日食べたいホームメイド・アイスクリーム 三宅　郁美／著 東京：アスペクト 書庫

0117606509 まどのそと 佐野　史郎／作 東京：岩崎書店 芸術      

0115746257 真夏のレシピ 東京：アップオン 書庫

0117212472 魔法のゼリー 荻田　尚子／著 東京：主婦と生活社 生活科学  

0117089011 マリエレーヌのアイスクリームとシャーベット マリエレーヌ・ポワンソ／著 東京：文化学園文化出版局 生活科学  

0117443861 宮城の怖い話 寺井　広樹／著 東京：TOブックス 民俗習慣

0117666990 もっと知りたい「怖い絵」展 中野　京子／著 東京：KADOKAWA 芸術      



0117313940 山の怪異譚 山の怪と民俗研究会／編 東京：河出書房新社 民俗習慣

0116464025 ゆうれいのまち 恒川　光太郎／作 東京：岩崎書店 書庫

0117212480 夢をかなえるノンシュガーパフェ 今井　洋子／著 東京：主婦の友インフォス 生活科学  

0117235630 ヨーグルトの冷たいお菓子と焼き菓子 若山　曜子／著 東京：世界文化社 生活科学  

0116321548 琉球怪談 小原　猛／著 那覇：ボーダーインク 民俗習慣

0117368779 冷凍フルーツのひんやりスイーツ あまこ　ようこ／著 東京：主婦の友社 生活科学  

0117357418 和菓子modern Style 諸星　みどり／著 東京：世界文化社 生活科学  

0116416041 悪い本 宮部　みゆき／作 東京：岩崎書店 書庫


