
資料番号 タイトル 人名 出版者 保管場所

0117661538 温かい家は寿命を延ばす 笹井　恵里子／[著] 東京：文藝春秋 工学      

0116546086 あたため美人の冷えとりbook 渡邉　賀子／著 東京：日本文芸社 医学      

0116866104 あたため美容部温活レシピ 植木　もも子／著 東京：主婦の友社 医学      

0116149865 あったかおかゆ あまつか　じゅんこ／著 東京：日東書院本社 書庫

0117633776 あったか寒天スープ 小菅　陽子／著 東京：小学館 医学      

0117597617 アニマル大好き!こもの 武蔵野：アップルミンツ 生活科学  

0117383877 あみぐるみの技法書 日本あみぐるみ協会／著 東京：誠文堂新光社 生活科学  

0117275552 アレンジで2倍楽しむわたしの好きな煮込み料理 ワタナベ　マキ／著 東京：家の光協会 生活科学  

0116788563 安心のペットボトル温灸 若林　理砂／著 東京：夜間飛行 医学      

0116693557 いいことずくめの粉しょうがレシピ 小川　聖子／料理 東京：ルックナゥ 書庫

0117267658 居酒屋・ビストロ・バルのおでん料理 旭屋出版編集部／編 東京：旭屋出版 生活科学  

0117486043 偉人たちの温泉通信簿 上永　哲矢／著 東京：秀和システム 地誌紀行 

0116992868 一度にたくさん作るからおいしい煮込み料理 上島　亜紀／著 東京：成美堂出版 生活科学  

0117405654 1日10分でOK!体幹を鍛える最強の「歩き方」 木場　克己／著 東京：主婦と生活社 医学      

0116745332 一緒に暮らす布 小澤　典代／著 東京：新潮社 工学      

0116461351 一生歩ける!カラダづくり 伊藤　和磨／著 東京：日本文芸社 医学      

0117024158 いつもの飲み物にちょい足しするだけ!薬膳ドリンク 小林　香里／著 東京：河出書房新社 医学      

0116135963 ウー・ウェンの体をあたためるレシピ ウー　ウェン／著 東京：家の光協会 書庫

0117131805 うちのコにしたい!羊毛フェルト猫のつくり方 Hinali／著 東京：KADOKAWA 生活科学  

0116714288 うち鍋レシピ 市瀬　悦子／[ほか著] 東京：枻出版社 生活科学  

0116228768 海温泉 山温泉 花温泉76 石井　宏子／著 東京：マガジンハウス 地誌紀行 

0117429142 英国式5つのティータイムの愉しみ方 藤枝　理子／著 東京：清流出版 生活科学  

0116270091 おうちで、お灸 佐藤　宏子／監修 東京：地球丸 医学      

0116590019 お灸女子1年生 北川　毅／著 東京：主婦と生活社 医学      

0116671660 お灸で冷えとり 高橋　みど里／著 東京：青春出版社 医学      

0117471524 おしり温活美人 キム　ソヒョン／著 東京：ポプラ社 医学      

0117606095 お茶の時間 暮らしの図鑑編集部／編 [東京]：翔泳社 生活科学  

特集名：長野１２月一般テーマ「‟あたたかい‟が恋しいな」
特集期間：２０２０／１１／２６～２０２０／１２／２１



0117257410 オトナ女子のための“ホッ”と冷えとり手帖 渡邉　賀子／著 東京：主婦の友インフォス 医学      

0117419556 大人の手編み冬こもの 東京：主婦と生活社 生活科学  

0116483595 おひとり温泉の愉しみ 山崎　まゆみ／著 東京：光文社 地誌紀行 

0116000431 おやすみモーフィ 岡尾　美代子／著 東京：マガジンハウス 工学      

0116745233 温ペットボトル経絡マッサージ 薄井　理恵／著 東京：KADOKAWA 医学      

0115839656 温泉主義 横尾　忠則／著 東京：新潮社 地誌紀行 

0116860586 温ツボ健康法 福辻　鋭記／監修 東京：マガジンハウス 医学      

0117307165 かぎ針編みでつくる、おしゃれな動物のインテリア ヴァネッサ・ムーンシー／著 東京：日本文芸社 生活科学  

0117650531 体を温める!しょうが味噌でずっと健康! 石原　結實／監修 東京：宝島社 医学      

0116714908 体を温めると健康になれるから冷えとりの知恵袋 東京：講談社 医学      

0117182949 からだを整えるお手当て料理 ウー　ウェン／著 東京：地球丸 医学      

0117413476 体を整える、わたしの習慣 白澤　卓二／監修 東京：宝島社 医学      

0116215054 からだを冷やさない、わたしのおやつ。 毎日コミュニケーションズ／編 東京：毎日コミュニケーションズ 医学      

0116741893 カラダおいしいスープジャーレシピ ももせ　いづみ／著 東京：辰巳出版 生活科学  

0117639161 からだが温まるとろみのレシピ 吉澤　まゆ／著 東京：池田書店 生活科学  

0117724716 からだが整う発酵おつまみ 真藤　舞衣子／著 [東京]：立東舎 生活科学  

0116839325 からだが喜ぶおかゆ料理帖 野崎　洋光／著 東京：PHP研究所 生活科学  

0117744458 からだがよろこぶ!ぬる湯温泉ナビ 植竹　深雪／著 東京：辰巳出版 地誌紀行 

0116162314 からだに優しい冷えとり術 鞍作　トリ／著 東京：コモンズ 医学      

0116099227 からだポカポカしょうがレシピ129 行正　り香／著 東京：文化出版局 書庫

0117004648 からだ想いのおいしいスープ 石澤　清美／著 東京：学研プラス 生活科学  

0116236217 川嶋朗式「冷えとり」で体内酵素を活性化する方法 川嶋　朗／著 東京：主婦の友社 医学      

0116995515 簡単!らくうま!鍋レシピ 植松　良枝／[著] 東京：枻出版社 生活科学  

0117545939 感動の温泉宿100 石井　宏子／著 東京：文藝春秋 地誌紀行 

0114780943 餃子・焼売・中華まん 茂手木　章／著 東京：家の光協会 生活科学  

0116691502 暮らし上手の薬膳ごはん 東京：枻出版社 医学      

0117014050 グラタン・ドリア ワタナベ　マキ／著 東京：誠文堂新光社 生活科学  

0116881350 深部(コア)体温を上げれば、やせる!不調がとれる!! 有吉　与志恵／著 東京：講談社 医学      

0117060665 コーヒー 東京：枻出版社 生活科学  

0116862277 珈琲完全バイブル 丸山　健太郎／監修 東京：ナツメ社 生活科学  

0116845926 心が疲れたらお粥を食べなさい 吉村　昇洋／著 東京：幻冬舎 生活科学  

0117458968 「心の冷え」は3点足裏アーチで消える! 植屋　浩幸／著 東京：みらいパブリッシング 医学      



0117624379 こだわりを実現するコーヒー上達BOOK 篠崎　好治／監修 東京：メイツ出版 生活科学  

0117565598 小鳥ぽんぽん trikotri／著 東京：誠文堂新光社 生活科学  

0117440990 5分スープ 牧野　直子／著 東京：SBクリエイティブ 生活科学  

0116424136 これが本当の「冷えとり」の手引書 進藤　義晴／著 東京：PHP研究所 医学      

0117564526 さあ、バリアフリー温泉旅行に出かけよう! 山崎　まゆみ／著 東京：河出書房新社 地誌紀行 

0116716747 材料入れてコトコト煮込むだけレシピ 堤　人美／著 東京：主婦の友社 生活科学  

0117137331 材料入れてのんびり煮るだけレシピ 堤　人美／著 東京：主婦の友社 生活科学  

0117430009 残念すぎるネコ 沖　昌之／著 東京：大和書房 農業園芸 

0116910167 365日のまるたろう @hedgehogdays／著 東京：扶桑社 農業園芸 

0117747949 365日のゆる養生 阪口　珠未／著 東京：エクスナレッジ 医学      

0116997933 しあわせ紅茶時間 斉藤　由美／著 東京：日本文芸社 生活科学  

0117642397 塩麴・甘酒・キムチで作る小鍋 武蔵　裕子／著 東京：新星出版社 生活科学  

0117655563 時間がない朝、食欲がない朝はスープ&ドリンクを作りましょう 松尾　みゆき／著 東京：大泉書店 生活科学  

0117048983 子宮を温める食べ方があった! 定　真理子／著 東京：青春出版社 医学      

0117010785 シニアのための健康ひとり鍋 浜内　千波／著 東京：KADOKAWA 生活科学  

0116900051 自分でできるやさしいお灸 吉田　明代／監修 東京：ナツメ社 医学      

0117002055 シャワーお灸 白神　典明／著 東京：自由国民社 医学      

0116263252 しょうがLife ベターホーム協会／編集 東京：ベターホーム出版局 書庫

0116552027 女性のためのもっとちゃんと「冷えとり」生活 進藤　義晴／著 東京：PHP研究所 医学      

0118362532 汁もの 日本調理科学会／企画・編集 東京：農山漁村文化協会 生活科学  

0117146266 スープごはんと煮込みごはん 星野　奈々子／[著] 東京：枻出版社 生活科学  

0116995606 スープジャーさえあればお弁当はラクチン! 金丸　絵里加／著 東京：主婦の友社 生活科学  

0116852807 スープジャーで作る冷えとり&ダイエットしょうがスープべんとう 石原　新菜／監修 東京：主婦の友社 生活科学  

0116761578 スープジャーでほめられべんとう 星野　奈々子／[著] 東京：枻出版社 生活科学  

0117423426 スープ・レッスン　[1] 有賀　薫／著 東京：プレジデント社 生活科学  

0117772236 スープ・レッスン　2 有賀　薫／著 東京：プレジデント社 生活科学  

0114856180 スチームフード 長尾　智子／著 東京：柴田書店 書庫

0116571829 ずぼらな青木さんの冷えとり大人のふだん着 青木　美詠子／著 東京：メディアファクトリー 医学      

0116025396 ずぼらな青木さんの冷えとりグッズとごはん 青木　美詠子／著 東京：メディアファクトリー 医学      

0116062407 スマイル☆アルパカ 那須アルパカ牧場／著 東京：那須ビッグファーム 農業園芸 

0117648618 世界のスープ図鑑 佐藤　政人／著 東京：誠文堂新光社 生活科学  

0117140855 世界のひつじめぐり 本出　ますみ／監修 東京：グラフィック社 農業園芸 



0117010835 世界のホットサラダレシピ 誠文堂新光社／編 東京：誠文堂新光社 生活科学  

0115372708 世界のホットドリンク [東京]：プチグラパブリッシング 書庫

0116879891 世界のホットドリンクレシピ 誠文堂新光社／編 東京：誠文堂新光社 生活科学  

0117146613 絶景温泉100 高橋　一喜／著 東京：幻冬舎 地誌紀行 

0117599589 そろそろ、からだにいいことを考えてみよう 伊藤　まさこ／著 東京：朝日新聞出版 医学      

0115782450 「脱・冷え症」で、さびない、むくまない、太らない 渡邉　賀子／監修 東京：オレンジページ 医学      

0117343350 たった1分!あてるだけでキレイが目覚めるドライヤーお灸 川嶋　朗／著 東京：現代書林 医学      

0116609785 たのしいお灸 横山　美樹／監修 東京：学研パブリッシング 医学      

0116895228 食べるほど健康にやせる!スープレシピ 石澤　清美／著 東京：主婦の友社 生活科学  

0116569542 ちいさなヨガ アニール・K.セティ／著 東京：保健同人社 医学      

0115975690 血めぐり美人のヒミツ 血めぐり研究会supported by Kao／編著 東京：小学館 医学      

0117409623 腸からあたたまるたなかれいこ的料理のきほん たなか　れいこ／著 東京：朝日新聞出版 生活科学  

0116750746 使い捨てカイロ物語 江本　巖／著 東京：文芸社 工学      

0117408252 作りおき野菜スープで老けない習慣 平野　敦之／著 東京：青春出版社 医学      

0117659417 漬けおきで作る魔法のスープ&鍋 遠藤　香代子／著 東京：KADOKAWA 生活科学  

0117020099 手のひらの動物 緒方　伶香／著 東京：主婦の友社 生活科学  

0117429068 糖質オフの蒸し料理レシピ 栗原　毅／監修 東京：河出書房新社 生活科学  

0114798341 動物ぽんぽん trikotri／著 東京：誠文堂新光社 生活科学  

0116849571 土鍋ごちそうレシピ 谷島　せい子／著 東京：双葉社 生活科学  

0116934084 土鍋だから、おいしい料理 福森　道歩／著 東京：PHPエディターズ・グループ 生活科学  

0118363902 治りたければ、3時間湯ぶねにつかりなさい! 小川　秀夫／著 東京：共栄書房 医学      

0117787143 二十四節気のお味噌汁 山田　奈美／著 東京：WAVE出版 生活科学  

0117125724 ニットで包む 西村　知子／著 東京：誠文堂新光社 生活科学  

0116877374 日本のごちそう すき焼き 向笠　千恵子／著 東京：平凡社 生活科学  

0117086918 ニャンともぐっすり眠れる本 三橋　美穂／著 東京：主婦の友インフォス情報社 医学      

0117712976 ぬいぐるみぽんぽん trikotri／著 東京：誠文堂新光社 生活科学  

0115893265 ネコとしあわせに暮らすための魔法のなで方 おくだ　ひろこ／著 東京：主婦と生活社 農業園芸 

0117384214 ねこのおくち パイインターナショナル／編著 東京：パイインターナショナル 農業園芸 

0117185454 ねこのおてて パイインターナショナル／編著 東京：パイインターナショナル 農業園芸 

0117304675 ねこのおみあし パイインターナショナル／編著 東京：パイインターナショナル 農業園芸 

0117110262 ねこのとけい 岩合　光昭／著 東京：クレヴィス 農業園芸 

0117307173 猫ぽんぽん trikotri／著 東京：誠文堂新光社 生活科学  



0116928425 のんびり猫旅 南幅　俊輔／著 東京：主婦と生活社 農業園芸 

0116720111 86のおいしい雑炊 武蔵　裕子／著 東京：新星出版社 生活科学  

0117020008 バリアフリー温泉で家族旅行　[正] 山崎　まゆみ／著 東京：昭文社 地誌紀行 

0116816802 ハリネズミまるたろうの毎日 @hedgehogdays／著 東京：宝島社 農業園芸 

0116281239 冷え克服法 川嶋　朗／著 東京：エクスナレッジ 医学      

0115623316 冷え性 仙頭　正四郎／著 東京：農山漁村文化協会 医学      

0116118910 冷え症がみるみるよくなる100のコツ 主婦の友社／編 東京：主婦の友社 医学      

0114205792 冷え症で悩む人に 渡邉　賀子／監修 東京：日本放送出版協会 医学      

0116475021 冷え性のあなたに読んでほしい本 東京：枻出版社 医学      

0116910902 冷え症・貧血・低血圧 南雲　久美子／監修 東京：主婦の友社 医学      

0116267261 冷えとりガールのスタイルブック 東京：主婦と生活社 医学      

0116595596 冷えとり整体12カ月 野村　奈央／著 東京：メディアファクトリー 医学      

0117539304 冷えとり整体12カ月 野村　奈央／著 東京：KADOKAWA 医学      

0115856270 冷え取り★美人 川嶋　朗／著 東京：アスペクト 医学      

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      

0117280834 飛田和緒のおうち鍋 飛田　和緒／著 東京：世界文化社 生活科学  

0115901530 ひつじがすき 佐々倉　裕美／文 東京：山と溪谷社 農業園芸 

0117640474 必死すぎるネコ　前後不覚篇 沖　昌之／著 東京：辰巳出版 農業園芸 

0117555615 羊の本 本出　ますみ／編著 京都：スピナッツ出版 工学      

0116020876 秘伝冷えとり手ワザ77 室谷　良子／著 東京：学研 医学      

0117044107 ひと皿で満足!ホットサラダ 東京：NHK出版 生活科学  

0117068445 フェルト羊毛で作るやっぱりかわいいうちのペット 須佐　沙知子／著 東京：朝日新聞出版 生活科学  

0117280784 フェルト羊毛でつくる和のこもの 須佐　沙知子／著 東京：朝日新聞出版 生活科学  

0116084252 ふたごのクマクマ 岡林　ちひろ／文 東京：長崎出版 自然科学  

0117278317 フライパンで蒸し料理 堤　人美／著 東京：家の光協会 生活科学  

0116865213 ポタージュ HORO Kitchen／著 東京：池田書店 生活科学  

0116720665 ポタージュとスープの本 太田　静栄／著 東京：ルックナゥ 生活科学  

0116877416 ホットサラダ 藤原　美佐／著 東京：大和書房 生活科学  

0117693754 Pop‐Up Appliquéフェルトで作る立体的な絵のバッグ 岩野　知美／著 東京：文化学園文化出版局 生活科学  

0117002956 ほろよい薬膳 鳥海　明子／著 東京：誠文堂新光社 生活科学  

0116468562 ホントはコワイ冷え性66の対策 福田　千晶／監修 東京：日東書院本社 医学      

0117515114 本当にすごい冷えとり百科 東京：オレンジページ 医学      



0117167205 本物の名湯ベスト100 石川　理夫／著 東京：講談社 地誌紀行 

0116723628 毎日冷えとりレシピ 川嶋　朗／監修 東京：講談社 生活科学  

0117271486 まるごとお灸百科 岡田　明三／企画・編集・著 横須賀：医道の日本社 医学      

0114656812 真綿と紬 嶋崎　昭典／編著 東京：日本真綿協会 工学      

0117419945 まんぷくみそ汁 堤　人美／著 東京：宝島社 生活科学  

0117739102 免疫力が高まるシンプルな暮らし 進藤　幸恵／著 東京：徳間書店 医学      

0117160804 モールの動物たち 国本　雅之／著 東京：日本ヴォーグ社 生活科学  

0116880659 野菜がたっぷり食べられるあたたかいサラダ 堤　人美／著 東京：家の光協会 生活科学  

0116859166 野菜たっぷりスープの本 上島　亜紀／監修 東京：朝日新聞出版 生活科学  

0116907981 野菜のスープ 藤田　承紀／著 東京：主婦と生活社 生活科学  

0116181199 やせる!冷えとり習慣66 川嶋　朗／著 東京：講談社 医学      

0117301895 やせる、不調が消える読む冷えとり 石原　新菜／監修 東京：主婦の友社 医学      

0117573410 ゆるすいみん。 おのころ　心平／著 東京：主婦の友インフォス 医学      

0116914995 羊毛フェルトで作る着ぐるみカバー 佐々木　伸子／監修 東京：グラフィック社 生活科学  

0117267641 羊毛フェルトでつくるほっこり動物とおうちカフェ さくだ　ゆうこ／著 東京：日本ヴォーグ社 生活科学  

0117212969 羊毛フェルトのスーパーリアルな猫と犬 きりの　みりい／著 東京：河出書房新社 生活科学  

0117038521 よりぬきおかずスープ 藤井　恵／[著] 東京：地球丸 生活科学  

0117218602 ラーメン 東京：枻出版社 生活科学  

0114755986 ラーメンだけで３６５日、作ってみる～。 ファミマ・ドット・コム 生活科学  

0117662486 リアルすぎる羊毛フェルトの猫&犬のつくりかた Miru.／著 東京：洋泉社 生活科学  


