
資料番号 タイトル 人名 出版者 保管場所

0116418500 足もとのおしゃれとケア COMODO編集部／編 東京：技術評論社 工学      

0117281790 暖かいのにおしゃれになれる 山本　あきこ／著 東京：ダイヤモンド社 工学      

0116974304 一番やさしいつくろい&お直しの教科書 鵜飼　睦子／著 京都：PHP研究所 生活科学  

0117071191 一生使える服選び 森本　のり子／著 東京：宝島社 工学      

0117251926 いつも、おしゃれで。 西村　玲子／著 東京：毎日新聞出版 工学      

0116708967 愛しのワードローブ 雅姫／著 東京：マガジンハウス 工学      

0117649822 井上保美さんの365日着こなし見本帖 井上　保美／著 東京：主婦と生活社 工学      

0116634478 衣類の洗濯・収納・お手入れ便利帖 山崎　勝／著 東京：幻冬舎エデュケーション 書庫

0117621052 美しい編みもの 東京：日本ヴォーグ社 季節書庫

0117240333 おしゃれが上達する大人服 石田　純子／監修 東京：主婦の友社 工学      

0116510678 おしゃれ上手に年を重ねて 西村　玲子／著 東京：海竜社 工学      

0117634683 おしゃれの教科書 土居　コウタロウ／著 京都：銀河出版舎 工学      

0116345679 おしゃれの練習帖 大草　直子／著 東京：講談社 工学      

0117646778 おしゃれ日々更新 梅原　ひさ江／著 東京：講談社 工学      

0116508508 おしゃれさんのすっきりクローゼット 東京：学研パブリッシング 書庫

0117600700 お洗濯the Best 東京：晋遊舎 生活科学  

0115901951 お父さんのおしゃれ事典 成美堂出版編集部／編 東京：成美堂出版 工学      

0116755372 男のファッション練習帖 森岡　弘／著 東京：講談社 工学      

0117443960 男の服選びがわかる本 森井　良行／著 東京：池田書店 工学      

0116608597 大人おしゃれのルール 高橋　みどり／著 東京：講談社 工学      

0116617747 大人カジュアル着こなしBOOK 東京：学研パブリッシング 工学      

0116856725 大人女子のためのワードローブ改革 大沢　早苗／著 東京：主婦と生活社 工学      

0117287532 大人になったら、着たい服　'17-'18秋冬 東京：主婦と生活社 書庫

0117429522 大人になったら、着たい服　'18-'19秋冬 東京：主婦と生活社 工学      

0117646786 大人になったら、着たい服　'19-'20秋冬 東京：主婦と生活社 工学      

0117649830 大人のおしゃれに、ほしいもの　'19-'20秋冬 東京：主婦と生活社 工学      

特集名：長野１０月一般テーマ「衣替え」
特集期間：2020/9/24～2020/10/28



0116575341 大人の着こなし再入門 福田　栄華／著 東京：アスペクト 工学      

0116555608 大人のスタイル基本の「き」　秋冬編 東京：世界文化社 工学      

0117466961 大人の素敵着こなし帖 東京：枻出版社 工学      

0116842741 大人のための日常着の着まわしBOOK 鍵山　奈美／[著] 東京：宝島社 工学      

0116986985 親子で楽しむ!なりきりハロウィン手作り衣装 文化学園大学現代文化学部国際ファッション文化学科／デザイン・制作 東京：主婦の友インフォス情報社 生活科学  

0117351361 オヤジの着こなしルール 本江　浩二／著 東京：世界文化社 工学      

0117613919 買う幸福 地曳　いく子／著 東京：小学館 工学      

0117627216 かぎ針で編むあったかかわいい帽子・マフラー・スヌード 武蔵野：アップルミンツ 季節書庫

0117640276 かぎ針で編むあったか和みのおざぶとん 武蔵野：アップルミンツ 季節書庫

0117675413 かぎ針で編む編み込み模様のニットキャップ 武蔵野：アップルミンツ 生活科学  

0117426908 かぎ針あみの冬ごもり Ronique／著 東京：文化学園文化出版局 季節書庫

0117624288 かぎ針編みのルームシューズ 武蔵野：アップルミンツ 生活科学  

0117702159 カジュアルファッションで決める50代からの男の服選び 大西　陽一／監修 東京：ナツメ社 工学      

0117630509 川路ゆみこの素敵な手編み やさしさをまとう 川路　ゆみこ／著 東京：主婦の友社 季節書庫

0117628115 気分上々シニア世代の秋冬服 東京：ブティック社 生活科学  

0117292458 基本の8着で人生が変わる大人着回し術 akko3839／著 東京：幻冬舎 工学      

0117620153 きものSalon　'19-'20秋冬号 東京：世界文化社 生活科学  

0117646794 「着やせの神」が教えるどんな体型でもやせてキレイにみえるコーデの魔法 岡田　友梨／著 東京：洋泉社 工学      

0116582057 今日から使える大人の男のオシャレ塾 Hankyu MEN'S／監修 東京：主婦の友社 工学      

0116458399 クリーニングのプロが教える家庭でできる洋服の洗い方とお手入れ 古田　武／著 東京：マイナビ 書庫

0117627232 ぐるぐる編みのメビウススヌ∞ド ベルンド・ケストラー／[著] 東京：日本ヴォーグ社 季節書庫

0117631374 5歳若く見える大人の秋冬素敵なニット 東京：ブティック社 季節書庫

0117188532 50歳から「見た目年齢-10歳」に見える女(ひと)の着こなし 荒川　美保／著 京都：PHP研究所 工学      

0117620997 コスパのいい服 福田　麻琴／著 東京：すばる舎 工学      

0117434506 コンプレックスを個性に変える 石田　純子／監修 東京：主婦の友社 工学      

0116867813 佐藤恵子60代からの着こなしレシピ 佐藤　恵子／[著] 東京：ブティック社 工学      

0117330829 38歳から着たい服 福田　麻琴／著 東京：すばる舎 工学      

0117123364 365日おしゃれコーデ見本帳 東京：宝島社 工学      

0117478032 365日のベーシックコーデ のりこ／著 東京：KADOKAWA 工学      

0117270223 シニア世代のお洒落な秋冬日常着 東京：ブティック社 生活科学  

0117687301 しまりんごの毎日しまむらコーデ 東京：枻出版社 工学      

0116933714 進藤やす子のお買い物のルール 進藤　やす子／著 東京：宝島社 工学      



0117633917 シンプルデザインのメンズニット 朝日新聞出版／編著 東京：朝日新聞出版 季節書庫

0117153221 「スーツ」着こなし事典 AERA STYLE MAGAZINE／編著 東京：朝日新聞出版 工学      

0116348707 スーツ★STUDY 東京：毎日新聞社 工学      

0116842709 スタイリスト青木千加子のリアルクローゼット 青木　千加子／著 東京：宝島社 工学      

0116710625 捨てられない服の片づけマジック! 横森　美奈子／著 東京：小学館 書庫

0117603084 正解の服、教えてもらいました。 Dcollection／監修 東京：ナツメ社 工学      

0117387746 世界一簡単なスーツ選びの法則 MB／著 東京：ポプラ社 工学      

0117361345 絶対に失敗しない服選び 大西　陽一／著 東京：主婦の友インフォス 工学      

0117583682 全身1万円以下で“きちんとして見える” しまりんご／著 東京：飛鳥新社 工学      

0117421669 ソノモノで編む、冬の編み物 松本　恵衣子／著 東京：朝日新聞出版 季節書庫

0117303743 大切な靴と長くつきあうための靴磨き・手入れがよくわかる本 飯野　高広／著 東京：池田書店 工学      

0116664178 大切な服と長くつきあうワードローブお手入れBOOK ジョルニ編集部／編 東京：実業之日本社 書庫

0117630525 たくさん編みたい!かわいいキッズニット 東京：ブティック社 季節書庫

0116992793 楽しいハロウィンコスチューム&グッズ 寺西　恵里子／著 東京：辰巳出版 生活科学  

0117628032 田丸麻紀のCode Book 田丸　麻紀／著 東京：大和書房 工学      

0117307587 田丸麻紀の春夏秋冬1000コーディネート 田丸　麻紀／著 東京：大和書房 工学      

0117144345 誰からも「感じがいい」「素敵」と言われる大人のシンプルベーシック 鈴木　尚子／著 東京：KADOKAWA 工学      

0117617720 手編みのマフラー 武蔵野：アップルミンツ 生活科学  

0116941576 手ぬいでできちゃう!服のお直し 高畠　海／著 東京：新星出版社 生活科学  

0117171660 ナチュリラ　vol.36(2016-2017冬号) 東京：主婦と生活社 工学      

0117279109 ナチュリラ　vol.39(2017秋号) 東京：主婦と生活社 工学      

0117316026 ナチュリラ　vol.40(2017-2018冬号) 東京：主婦と生活社 工学      

0117423715 ナチュリラ　vol.43(2018秋号) 東京：主婦と生活社 工学      

0117499343 ナチュリラ　vol.44(2018-2019冬号) 東京：主婦と生活社 工学      

0117638338 ナチュリラ　vol.47(2019秋号) 東京：主婦と生活社 工学      

0117189449 似合う靴の法則でもっと美人になっちゃった! リベラル社／編集 名古屋：リベラル社 工学      

0117672626 似合う服だけでつくる春夏秋冬ワードローブ 二神　弓子／著 東京：西東社 工学      

0117409615 人気の手編みざぶとん 橋本　真由子／著 東京：朝日新聞出版 季節書庫

0117278242 ハンドメイドのかんたん子ども服　2017-2018秋冬 東京：ブティック社 生活科学  

0117141234 冷え冷えさんのためのぽかぽかお洒落スタイル クラリネ「温め部」／編 東京：宝島社 工学      

0117373605 服を捨てたらおしゃれがこんなに「カンタン」に! 山際　恵美子／著 東京：大和書房 工学      

0117623272 服を手放せば、コーデが決まる。 金川　文夫／著 東京：セブン&アイ出版 工学      



0117289983 ふだんの服で大人のおしゃれ 福田　栄華／監修 東京：朝日新聞出版 工学      

0117182634 プチプラ365days プチプラのあや／著 東京：宝島社 工学      

0117471482 普通の服でおしゃれになれる あわの　さえこ／著 東京：KADOKAWA 工学      

0117621045 棒針で編む編み込み模様の帽子・ミトン・スヌード 武蔵野：アップルミンツ 季節書庫

0117279000 本当に似合う服に出会える魔法のルール 二神　弓子／著 東京：西東社 工学      

0117305151 本当に似合うBestアイテム事典 二神　弓子／著 東京：西東社 工学      

0117330811 毎朝3分で服を選べる人になる 大草　直子／著 東京：光文社 工学      

0117280743 毎日ラクに片づくクロゼット収納 東京：主婦と生活社 生活科学  

0117664532 ○と□2つの基本形でつくるこどものニット小物 吉村　雅衣／著 東京：家の光協会 生活科学  

0117646828 ミトンの本 朝日新聞出版／編著 東京：朝日新聞出版 生活科学  

0117337121 無駄のないクローゼットの作り方 熊倉　正子／著 東京：講談社 工学      

0117167965 メンズファッションの解剖図鑑 MB／著 東京：エクスナレッジ 工学      

0117652644 もう通勤服に悩まない 小山田　早織／著 東京：講談社 工学      

0117296160 ユニクロ9割で超速おしゃれ 大山　旬／著 東京：大和書房 工学      


