
資料番号 タイトル 人名 出版者 保管場所

0116648510 「赤色」を食べると若返る! 吉川　敏一／著 東京：扶桑社 書庫

0116197294 朝5時半起きの習慣で、人生はうまくいく! 遠藤　拓郎／著 東京：フォレスト出版 医学      

0117474569 アスリート医師が教える最強のアンチエイジング 黒田　愛美／著 東京：文藝春秋 医学      

0117175562 あなたの眼鏡はここが間違っている 藤　裕美／著 東京：講談社 工学      

0116757568 今さら聞けない科学の常識　3 朝日新聞科学医療部／編 東京：講談社 自然科学  

0116950874 今さら聞けないスキンケアの正解 吉木　伸子／著 東京：主婦の友社 生活科学  

0116641234 内側から変わる!毎日のスキンケア10の法則 吉木　伸子／著 東京：廣済堂出版 生活科学  

0117225284 a.k.b.のいちばんわかりやすいUVレジン教室 a.k.b.／著 東京：河出書房新社 芸術      

0117836189 エコアンダリヤで編むおしゃれバッグと夏の帽子 朝日新聞出版／編著 東京：朝日新聞出版 生活科学  

0117078899 エコアンダリヤで編む夏の帽子とかごバッグベストセレクション 東京：世界文化社 季節書庫

0117707406 エコアンダリヤで編む晴れの日のバッグ&帽子 東京：ブティック社 生活科学  

0117577841 エコアンダリヤの帽子 誠文堂新光社／編 東京：誠文堂新光社 生活科学  

0114396765 エステ&スパ 小幡　有樹子／著 東京：ブロンズ新社 書庫

0115654022 「お天気&気象情報」の使い方・愉しみ方 大野　治夫／著 東京：宝島社 自然科学  

0116174608 大人が楽しむアサガオBOOK 田旗　裕也／著 東京：家の光協会 農業園芸 

0117802785 お肌の教科書 橋本　加代子／著 東京：ライフサイエンス出版 生活科学  

0117704940 親子で楽しむエコアンダリヤの帽子とバッグ 朝日新聞出版／編著 東京：朝日新聞出版 生活科学  

0116855958 解決!大人の髪のSOS 細川　ひろ子／著 東京：講談社 生活科学  

0117587956 かぎ針で編むエコアンダリヤの帽子とバッグ 武蔵野：アップルミンツ 生活科学  

0117227058 カンタン!かぎ針編み子供のサマーハット 武蔵野：アップルミンツ 生活科学  

0115864720 がん予防に実は「日光浴」が有効なわけ 平柳　要／[著] 東京：講談社 書庫

0116954116 化粧品に頼らない素肌美人のつくりかた 山口　麻子／著 東京：主婦と生活社 生活科学  

0116928375 傑作眼鏡大全 眼鏡Begin／責任編集 東京：世界文化社 工学      

0115889909 健康神話にだまされるな 高田　明和／[著] 東京：角川書店 書庫

0113962740 健康と紫外線のはなし 市橋　正光／著 東京：DHC 書庫

0116756743 子育ての常識・非常識 高橋　悦二郎／監修 東京：保健同人社 生活科学  

特集名：長野８月一般テーマ「紫外線」
特集期間：2021/7/29～2021/8/25



0116915182 これならわかる!科学の基礎のキソ 環境 保坂　直紀／監修 東京：丸善出版 青少年図書

0117351338 38歳からはじめたいリカバリー美容事典 吉木　伸子／監修 東京：朝日新聞出版 生活科学  

0117110767 幸せになる!心に効く処方箋 有田　秀穂／監修 東京：宝島社 医学      

0114248446 紫外線から子どもを守る本 田上　八朗／監修 東京：双葉社 書庫

0114474968 紫外線Q&A 市橋　正光／著 東京：シーエムシー出版 書庫

0113396857 紫外線と皮膚ガン 石原　和之／著 東京：講談社 書庫

0116529447 紫外線・熱中症を防ぐ日除け 川西　利昌／著 東京：技報堂出版 工学      

0117721639 紫外線の社会史 金　凡性／著 東京：岩波書店 自然科学  

0115242661 時間と健康を科学する 小沢　正昭／著 東京：研成社 書庫

0116516675 自然の力で夏をのりきる暮らし術 農山漁村文化協会／編 東京：農山漁村文化協会 書庫

0115903940 自然派のんびりライフ 佐光　紀子／著 東京：晋遊舎 書庫

0115894594 知って防ごう有害紫外線 佐々木　政子／著 東京：少年写真新聞社 医学      

0116798430 実例ベランダガーデン 東京：ブティック社 書庫

0115403115 13歳からの「環境問題」入門 吉田　祐夫／著 東京：かんき出版 書庫

0115128993 女医がすすめるアロマスキンケア 吉井　友季子／著 東京：マキノ出版 書庫

0115118895 食事で変わる美肌革命 本多　京子／著 東京：日本放送出版協会 書庫

0114208713 植物のくれた宝物 梅田　達也／著 東京：研成社 書庫

0116983644 女子のための髪育レッスン 浜中　聡子／監修 東京：辰巳出版 医学      

0116780156 女性のための庭づくりの教科書 東京：主婦と生活社 農業園芸 

0113308928 女性の低骨密度・骨粗鬆症予防 東京：女子栄養大学出版部 書庫

0115400491 初歩から学ぶ紫外線殺菌 浦上　逸男／著 東京：工業調査会 工学      

0117340257 自律神経をリセットする太陽の浴び方 有田　秀穂／著 東京：山と溪谷社 医学      

0117251165 図解身近にあふれる「科学」が3時間でわかる本 左巻　健男／編著 東京：明日香出版社 青少年図書

0116638040 スタークロッシェで編むエコアンダリヤの帽子とバッグ 東京：河出書房新社 季節書庫

0117090035 すべての疲労は脳が原因　[1] 梶本　修身／著 東京：集英社 医学      

0114284821 成層圏オゾンが生物を守る 関口　理郎／著 東京：成山堂書店 書庫

0116380387 節電しながら猛暑を乗り切る!エコ涼生活 嶽　春来／著 東京：北辰堂出版 書庫

0115308405 全身きれいに美肌スキンケア 佐藤　英明／著 東京：PHP研究所 書庫

0116029539 育てておいしいはじめてのゴーヤー+島やさい図鑑 八月社／編 東京：主婦の友インフォス情報社 農業園芸 

0116354200 育てて楽しむはじめての緑のカーテン 緑のカーテン応援団／著 東京：家の光協会 書庫

0116803933 太陽を浴びると健康になる! 明石　真／著 東京：飛鳥新社 書庫

0113731970 太陽紫外線と健康 菅原　努／共著 東京：裳華房 書庫



0116666363 太陽大異変 柴田　一成／著 東京：朝日新聞出版 自然科学  

0116460759 正しいエイジングケア事典 吉木　伸子／著 東京：高橋書店 書庫

0116138058 食べてキレイになる!美肌レシピ 葭谷　麻利子／著 東京：ソフトバンククリエイティブ 書庫

0115888992 地球環境とわたしたちの暮らし 住　明正／監修 東京：実業之日本社 書庫

0116734534 妻の化粧品はなぜ効果がないのか 北條　元治／著 東京：KADOKAWA 医学      

0115691511 つる植物でガーデニング 小須田　進／著 東京：日本文芸社 書庫

0115647687 手あみの夏の帽子 東京：ブティック社 季節書庫

0115738445 手づくりの日傘 東京：雄鷄社 書庫

0115405078 天気の不思議 森田　正光／著 東京：誠文堂新光社 青少年図書

0117521310 天然素材で編むかごバッグと帽子 リトルバード／編 東京：成美堂出版 季節書庫

0116994351 透明感があるUVレジンのアクセサリー 東京：ブティック社 芸術      

0116127135 都会でできる雨、太陽、緑を活かす小さな家 中臣　昌広／著 東京：農山漁村文化協会 工学      

0117335653 夏のかぎ針あみこもの Ronique／著 東京：文化学園文化出版局 生活科学  

0116330382 夏の帽子とかごバッグ 東京：世界文化社 季節書庫

0116859109 「何もつけない」美肌術 牛田　専一郎／著 東京：主婦と生活社 生活科学  

0115230435 肌を美しくする料理 宗像　伸子／料理 東京：グラフ社 書庫

0114399181 肌が若返るのは、なぜ? 戸田　浄／監修 東京：ソニー・マガジンズ 書庫

0114407190 肌のトラブルで悩む人に 川島　真／監修 東京：日本放送出版協会 書庫

0116571696 肌の悩みがすべて消えるたった1つの方法 宇津木　龍一／著 東京：青春出版社 生活科学  

0115294746 肌の不安解消BOOK 吉木　伸子／著 東京：山海堂 書庫

0117335679 肌老化が怖くなくなる本気の肌トレ 友利　新／著 東京：主婦の友インフォス 生活科学  

0116644436 花も実もあるよくばり!緑のカーテン サカタのタネ「緑のカーテン」普及チーム／著 東京：農山漁村文化協会 農業園芸 

0116625427 美肌自炊週間 小清水　裕子／著 東京：駒草出版 書庫

0116880584 美肌の教科書 川島　眞／監修 東京：主婦と生活社 生活科学  

0115775462 美肌は5歳から 宇治原　一成／著 東京：講談社 書庫

0117630574 美髪力! 美香／監修 東京：双葉社 生活科学  

0117642108 皮膚科専門医が見た!ざんねんなスキンケア47 安部　正敏／著 東京：学研プラス 医学      

0117659177 病気が逃げていく!紫外線のすごい力 南雲　吉則／著 東京：主婦の友社 医学      

0117301465 老けない女の新習慣 東京：宝島社 生活科学  

0116228123 「ベジ簡単!」な美的めし 「美的」編集部／企画・制作 東京：小学館 書庫

0116537341 本当に正しいアンチエイジング大事典 吉木　伸子／著 東京：主婦の友社 書庫

0116465527 まいにちのバッグと帽子 河合　真弓／[著] 東京：主婦の友社 季節書庫



0116950361 学んで実践!太陽紫外線と上手につきあう方法 佐々木　政子／編著 東京：丸善出版 医学      

0117375238 ママとキッズのサマーハット 武蔵野：アップルミンツ 生活科学  

0116608001 マルシェバッグとつば広帽子 東京：世界文化社 書庫

0114730765 緑のカーテンのつくり方 東京：学研パブリッシング 農業園芸 

0116910399 ムダ美容をやめればキレイになる 岡部　美代治／著 東京：講談社 生活科学  

0116422700 めがねを買いに 藤　裕美／著 東京：WAVE出版 工学      

0116418054 メガネ美人のおしゃれルール 八尾　典子／著 東京：幻冬舎ルネッサンス 工学      

0116813072 やりくりーぜちゃんと地球のまちづくり 日建設計総合研究所／作・画 東京：工作舎 青少年図書

0117311845 UVレジンアクセサリー事典140 Tink create／編 東京：西東社 芸術      

0116831686 UVレジンで作っちゃおう!アクセサリーとおしゃれこもの 東京：ブティック社 芸術      

0116985300 UVレジンの大人おしゃれなアクセサリー a.k.b.／著 東京：河出書房新社 芸術      

0117777029 UVレジンのモードかわいいアクセサリー a.k.b.／著 東京：河出書房新社 芸術      

0116276551 よくわかる気象・環境と生物のしくみ 国立天文台／編 東京：丸善 書庫

0116531757 米澤先生に聞く、肌のホントのことウソのこと55 米澤　房昭／監修・著 東京：ハースト婦人画報社 書庫

0115110850 40代からの肌あれ・シミ・しわ対策 吉木　伸子／監修 東京：旬報社 書庫


