
資料番号 タイトル 人名 出版者 保管場所

0114493638 遊びをせんとや 磯辺　文雄／著 東京：鳥影社 文学      

0117631655 あなたの部屋が汚いのは、才能がありすぎるから 伊藤　勇司／著 東京：主婦の友社 生活科学  

0116597329 イギリス式昔ながらの小さな暮らし 井形　慶子／著 東京：宝島社 生活科学  

0117342410 一生モノの知恵袋 主婦の友社／編 東京：主婦の友社 生活科学  

0117712000 一般論はもういいので、私の老後のお金「答え」をください! 井戸　美枝／著 [東京]：日経BP 生活科学  

0117752576 命を守るための掃除術 東京：宝島社 生活科学  

0117056069 いのちをむすぶ 佐藤　初女／著 東京：集英社 文学      

0117469544 今あるもので「あか抜けた」部屋になる。 荒井　詩万／著 東京：サンクチュアリ出版 生活科学  

0116992595 老いへの歩み 黒井　千次／著 東京：河出書房新社 文学      

0117594515 老いのゆくえ 黒井　千次／著 東京：中央公論新社 文学      

0117345835 荻原博子のグレート老後 荻原　博子／著 東京：毎日新聞出版 生活科学  

0117609404 おそうじthe Best　2019-20 東京：晋遊舎 生活科学  

0116776675 おひとりさま老後の便利帳 シニアの暮らし研究会／編 東京：双葉社 社会科学  

0116917576 親の家を片づける、整理する 実家の片づけ研究会／著 東京：新星出版社 生活科学  

0117687863 開運#年中行事はじめました 井垣　利英／著 東京：致知出版社 民俗習慣

0117054437 賢い人のシンプル節約術 リチャード・テンプラー／[著] 東京：ディスカヴァー・トゥエンティワン 生活科学  

0117375337 家族の片づけルール 江間　みはる／著 東京：ベストセラーズ 生活科学  

0116946716 カフェみたいな暮らしを楽しむ本　コーナーづくり編 東京：学研パブリッシング 生活科学  

0116379520 九十歳。生きる喜び学ぶ楽しみ 清川　妙／著 東京：海竜社 文学      

0115861213 90歳。一人暮らしをたのしんで生きる 吉沢　久子／著 東京：海竜社 文学      

0116770876 暮らしの基本がわかる大事典 東京：学研パブリッシング 生活科学  

0117035600 暮らし上手のDIY 東京：枻出版社 生活科学  

0116665324 ご機嫌な老活(ローカツ) 生島　ヒロシ／著 [東京]：日経BP社 社会科学  

0116862186 50歳でも間に合う女の老後サバイバルマネープラン! 岩崎　博充／著 東京：主婦の友インフォス情報社 生活科学  

0117327072 コメリではじめる簡単DIY暮らしバージョンアップ術 番匠　智香子／[著] 東京：主婦の友インフォス 生活科学  

0115809717 しあわせを呼ぶ和ごよみ 岩崎　眞美子／著 東京：学研 民俗習慣

特集名：長野２～３月高齢者向けテーマ本「暮らしをデザインする。」
特集期間：２０２１／１／２９～２０２１／３／２５



0116262262 自然のめぐみを楽しむ昔ながらの和の行事 石坂　昌子／著 東京：家の光協会 民俗習慣

0117109785 シニアのなっとく家計学 梅本　正樹／著 東京：水曜社 生活科学  

0117368795 自分で直せば断然お得!身のまわりの修理の教科書 西沢　正和／監修 京都：PHP研究所 生活科学  

0116252909 収納&整理のきほん事典 すはら　ひろこ／監修 東京：西東社 生活科学  

0113956114 趣味に生きる愉しみ 中野　孝次／著 東京：光文社 文学      

0117461269 人生後半、はじめまして 岸本　葉子／著 東京：中央公論新社 文学      

0117766675 人生で損しないお金の授業 島田　雄左／著 東京：税務経理協会 生活科学  

0116599259 すっきり片づく!収納&インテリア 主婦の友社／編 東京：主婦の友社 生活科学  

0117063933 すっきり、楽しく、自由に暮らす ジョンソン祥子／著 東京：新潮社 生活科学  

0116551557 ズボラさんのための片づけ大事典 吉川　永里子／著 東京：エクスナレッジ 生活科学  

0117360263 住まいと暮らしのサイズダウン 柳澤　智子／著 東京：マイナビ出版 生活科学  

0117236596 節約ベストアイデア集 東京：マガジンハウス 生活科学  

0116477969 狭くても、あきらめなくていい収納のルール 成美堂出版編集部／編 東京：成美堂出版 生活科学  

0116770884 正しい家計管理 林　總／著 東京：WAVE出版 生活科学  

0116692096 小さなコーナーから始める飾り方テクニック100 東京：主婦と生活社 生活科学  

0115814543 ちょっと幸せ暮らしの歳時記 植草　桂子／絵と文 東京：主婦と生活社 民俗習慣

0116558404 ちょっと早めの老い支度　[正] 岸本　葉子／著 東京：オレンジページ 社会科学  

0116925413 ちょっと早めの老い支度　続 岸本　葉子／著 東京：オレンジページ 社会科学  

0117182576 ちょっと早めの老い支度　続々 岸本　葉子／著 東京：オレンジページ 社会科学  

0115841470 ちょっと古びたものが好き 岸本　葉子／著 東京：バジリコ 文学      

0116797291 中身の本　[1] 東京：地球丸 生活科学  

0117536268 70歳、はじめての男独り暮らし 西田　輝夫／著 東京：幻冬舎 社会科学  

0117599480 2000万円もってないオレたちはどう生きるか 岡　久／著 東京：自由国民社 社会科学  

0117412825 日用品の定番 東京：枻出版社 生活科学  

0117585349 はじめてでもかんたん!おしゃれ!DIY家具&リフォーム ケイ・ライターズクラブ／編 東京：西東社 生活科学  

0117758748 はじめてのセルフリノベ 長野　恵理／著 東京：エクスナレッジ 生活科学  

0117536276 100歳まで生きる手抜き論 吉沢　久子／著 東京：幻冬舎 社会科学  

0117662429 100年生きる私たちのマネープラン 横山　光昭／著 東京：主婦の友インフォス 生活科学  

0117112243 100均グッズでおしゃれカフェ風アイデア 東京：主婦の友社 生活科学  

0116831231 ふたり老後もこれで幸せ 辻川　覚志／著 東京：水曜社 社会科学  

0117229922 部屋も心も軽くなる「小さく暮らす」知恵 沖　幸子／著 東京：青春出版社 生活科学  

0116828534 北欧テイストの部屋づくり　no.12 東京：ネコ・パブリッシング 生活科学  



0116309345 ほどのよい快適生活術 岸本　葉子／著 東京：河出書房新社 文学      

0117196204 ほどほど収納が心地いい 後藤　由紀子／著 東京：宝島社 生活科学  

0117360271 本日晴天お片づけ 伊藤　まさこ／著 東京：筑摩書房 生活科学  

0116522079 丸林さんちの机の上の小さな家具帖 丸林さんち／著 東京：メディアファクトリー 生活科学  

0117750414 水谷妙子の片づく家 余計なことは何ひとつしていません。 水谷　妙子／著 東京：主婦と生活社 生活科学  

0117049825 ミニマリストという生き方 辰巳　渚／著 東京：宝島社 生活科学  

0117607713 無印良品でつくる「性格」「クセ」「好み」に合ったマイフィット収納 梶ケ谷　陽子／著 東京：CCCメディアハウス 生活科学  

0115518755 悠悠おもちゃライフ 森　博嗣／著 東京：小学館 文学      

0117750661 床にものを置かないだけで、一生散らからない家になる! 須藤　昌子／監修 東京：宝島社 生活科学  

0116650599 夢の本棚のあるインテリア レスリー・ゲデス=ブラウン／著 東京：エクスナレッジ 生活科学  

0117165167 love♥HOME the収納 Mari／著 東京：KADOKAWA 生活科学  

0116724204 老後はひとり暮らしが幸せ　[正] 辻川　覚志／著 東京：水曜社 社会科学  

0117168146 老後はひとり暮らしが幸せ　続 辻川　覚志／著 東京：水曜社 社会科学  

0117808899 老人はAI社会をどう生きるか 平松　類／[著] 東京：祥伝社 社会科学  

0116965856 60歳からの「ひとり暮らし」実例とアイデア集 ゆうゆう編集部／編 東京：主婦の友社 社会科学  

0114783756 60歳からの本氣ざかり 辰彌　友哉／著 東京：現代書林 社会科学  

0116146390 和ごよみで楽しむ四季暮らし 岩崎　眞美子／著 東京：学研パブリッシング 民俗習慣

0117544726 わたしの暮らしのヒント集　続 暮しの手帖編集部／著 東京：暮しの手帖社 生活科学  


