
資料番号 タイトル 人名 出版者 保管場所

0115744203 朝30分の掃除から儲かる会社に変わる 小山　昇／著 東京：ダイヤモンド社 社会科学  

0116857376 朝一番の掃除で、あなたの会社が儲かる! 小山　昇／著 東京：ダイヤモンド社 社会科学  

0115810368 アレルギーを撃退する「おそうじ」マニュアル 池谷　優子／著 東京：マキノ出版 書庫

0117615641 アンセム アイン・ランド／著 阿見町(茨城県)：Evolving 外国文学  

0117805879 いちばんわかりやすい家事のきほん大事典 成美堂出版編集部／編 東京：成美堂出版 生活科学  

0115931263 「1分そうじ」でいつのまにかキレイ! 沖　幸子／著 東京：大和出版 書庫

0117123265 今さら聞けない掃除の基本 東京：枻出版社 生活科学  

0117016519 エコに楽しむお掃除BOOK 東京：主婦と生活社 生活科学  

0115401010 沖幸子のパパッとかんたん超掃除法 沖　幸子／著 東京：PHP研究所 書庫

0117216325 おさよさんの無理なくつづく家事ぐせ おさよさん／著 東京：主婦の友社 生活科学  

0117841676 おしゃれ防災アイデア帖 Misa／著 東京：山と溪谷社 社会科学  

0117277962 落ちない汚れをラクに落とす掃除術 茂木　和哉／著 東京：主婦と生活社 生活科学  

0115949919 男の掃除 佐光　紀子／著 [東京]：日経BP社 書庫

0117800979 驚きの汚れ落ち!掃除&洗濯のスゴ技ベスト 東京：宝島社 生活科学  

0116452871 お坊さんが教えるこころが整う掃除の本 松本　圭介／[著] 東京：ディスカヴァー・トゥエンティワン 書庫

0117629451 海洋プラスチック汚染 中嶋　亮太／著 東京：岩波書店 工学      

0117754812 海洋プラスチックごみ問題の真実 磯辺　篤彦／著 京都：化学同人 工学      

0117191072 カウントダウン 真梨　幸子／著 東京：宝島社 文学      

0117665398 科学的に見るSDGs時代のごみ問題 松藤　敏彦／著 東京：丸善出版 工学      

0117210039 かぎ針編みのエコたわし 武蔵野：アップルミンツ 生活科学  

0117298117 家事代行のプロが教えるかしこいそうじ術 CaSy／著 東京：学研プラス 生活科学  

0117409243 片づけ・収納・掃除・洗濯の教科書 東京：エクスナレッジ 生活科学  

0117239418 片づけたい 赤瀬川　原平／[ほか]著 東京：河出書房新社 文学      

0117593301 カビ・ホコリ・菌を撃退!家の「正しい」掃除ワザ 松本　忠男／監修 東京：宝島社 生活科学  

0117322602 神様が宿る家の清め方 神田明神／監修 東京：大和書房 宗教      

0116720350 神さまがやどるお掃除の本 きさいち　登志子／監修 東京：永岡書店 書庫

特集名：長野5月一般テーマ「掃除って、楽しいかも？」
特集期間：2022/4/28～2022/5/30



0117417717 かわいい鳥のエコたわし100 武蔵野：アップルミンツ 生活科学  

0116204678 気づけばピカピカ!1日1分そうじ 沖　幸子／著 東京：二見書房 書庫

0117370668 基礎からわかるごみ焼却技術 タクマ環境技術研究会／編 東京：オーム社 工学      

0115191801 気持ちいいほどピッカピカ!超カンタン「お掃除」術 日本ハウスクリーニング協会／監修 東京：青春出版社 書庫

0117443754 幸運を呼び込むすごい!!おそうじ風水 紫月　香帆／[著] 東京：神宮館 哲学心理 

0117610949 こころを磨くSOJIの習慣 松本　紹圭／[著] 東京：ディスカヴァー・トゥエンティワン 生活科学  

0116772161 心が軽くなるすごいお掃除術 ごんおばちゃま／著 東京：イースト・プレス 書庫

0117499442 心と住まいが整う「家事時間」 井田　典子／著 東京：マガジンハウス 生活科学  

0117793455 50過ぎたら、住まいは安全、そうじは要領 沖　幸子／著 東京：祥伝社 生活科学  

0117894519 コックローさんのすっきりおそうじ 読書工房／編著 東京：国土社 生活科学  

0117313049 子どもと一緒に身につける!ラクして時短の「そうじワザ」76 新津　春子／著 東京：小学館 生活科学  

0116761370 子供とペットとスッキリ暮らす掃除術 東　いづみ／著 東京：KADOKAWA 生活科学  

0117447243 このゴミは収集できません 滝沢　秀一／著 東京：白夜書房 工学      

0116506148 「ゴミ」を知れば経済がわかる 瀬戸　義章／著 東京：PHP研究所 工学      

0117390690 ごみ収集という仕事 藤井　誠一郎／著 東京：コモンズ 工学      

0117892109 ごみ収集とまちづくり 藤井　誠一郎／著 東京：朝日新聞出版 工学      

0117140087 ごみゼロへの挑戦 山谷　修作／著 東京：丸善出版 工学      

0116941535 ごみと日本人 稲村　光郎／著 京都：ミネルヴァ書房 工学      

0115979627 ごみハンドブック 田中　勝／[ほか]編 東京：丸善 工学      

0115815086 実践する「そうじ力」　キッチン・ダイニング編 舛田　光洋／著 東京：高橋書店 書庫

0115815078 実践する「そうじ力」　トイレ・水回り編 舛田　光洋／著 東京：高橋書店 書庫

0117255372 自分を好きになろう 岡　映里／著 東京：KADOKAWA 医学      

0117795492 地べたを旅立つ そえだ　信／著 東京：早川書房 文学      

0116099037 写真で学ぶ「掃除道」 鍵山　秀三郎／著 東京：PHP研究所 書庫

0117875567 重曹&お酢 岩尾　明子／監修 東京：日東書院本社 生活科学  

0117354381 人生が整う家事の習慣 本間　朝子／監修 東京：西東社 生活科学  

0117964676 図解でわかる14歳から知るごみゼロ社会 インフォビジュアル研究所／著 東京：太田出版 青少年図書

0117264937 すごい!セスキ掃除 石鹼百科／監修 東京：KADOKAWA 生活科学  

0115786261 スッキリらくちんおそうじ術 本多　弘美／監修 東京：成美堂出版 書庫

0115318271 スッキリわかるごみ問題 岩佐　恵美／監修 東京：新日本出版社 工学      

0117769307 ズボラ主婦革命 浅倉　ユキ／著 東京：1万年堂出版 生活科学  

0117190835 世界一のカリスマ清掃員が教える予防そうじで毎日キレイ 新津　春子／監修 東京：コスミック出版 生活科学  



0117131748 ゼロ・ウェイスト・ホーム ベア・ジョンソン／著 東京：KTC中央出版 生活科学  

0117115477 禅と掃除 枡野　俊明／著 東京：祥伝社 宗教      

0117384883 先生、オサムシが研究室を掃除しています! 小林　朋道／著 東京：築地書館 自然科学  

0117743864 禅僧が教える不安に負けない心の整え方 枡野　俊明／著 東京：主婦の友社 宗教      

0117071159 ぞうきん1枚で人生が輝くそうじ力 船越　耕太／著 東京：大和書房 哲学心理 

0117562652 掃除で心は磨けるのか 杉原　里美／著 東京：筑摩書房 教育      

0117512061 掃除と洗濯のきほんおさらい帖 後藤　三枝子／監修 東京：小学館 生活科学  

0117724476 掃除道具 小泉　和子／著 東京：法政大学出版局 民俗習慣

0117297481 掃除の解剖図鑑 日本ハウスクリーニング協会／著 東京：エクスナレッジ 生活科学  

0114234982 そうじの女王が教える世界一のそうじ術 リンダ・コブ／著 東京：アーティストハウス 書庫

0115588212 そうじの達人 ドン・アスレット／著 東京：トランスワールドジャパン 書庫

0115414245 そうじの超カリスマが書いたキレイな部屋の基本 沖　幸子／著 東京：大和出版 書庫

0117638460 掃除のプロが教えるメラミンスポンジスゴ落ちの裏ワザ 大津　たまみ／著 東京：青春出版社 生活科学  

0117595561 掃除婦のための手引き書 ルシア・ベルリン／著 東京：講談社 外国文学  

0115204018 タオル一本で家中ピッカピカ 沖　幸子／著 東京：大和出版 書庫

0117363002 タスカジさんが教える最強の「家事ワザ」 タスカジ／監修 東京：マガジンハウス 生活科学  

0117077594 知識ゼロからの手抜き掃除 らくらくお掃除研究会／編著 東京：幻冬舎 生活科学  

0116812165 乳しぼり娘とゴミの丘のおとぎ噺 ラティフェ・テキン／著 東京：河出書房新社 外国文学  

0114317217 ドイツ流シンプル掃除学 沖　幸子／著 東京：PHP研究所 書庫

0117674770 Dr.コパの開運極意!おそうじ風水 小林　祥晃／著 東京：河出書房新社 哲学心理 

0117585885 ナチュラルおそうじ大全 本橋　ひろえ／著 東京：主婦の友社 生活科学  

0117672311 72歳、妻を亡くして三年目 西田　輝夫／著 東京：幻冬舎 社会科学  

0115413775 「生ゴミ堆肥」ですてきに土づくり 門田　幸代／著 東京：主婦と生活社 工学      

0116274077 生ごみのふしぎ! 生ごみリサイクル全国ネットワーク／編 [東京]：日報出版 工学      

0117895342 日本全国ゴミ清掃員とゴミのちょっといい話 滝沢　秀一／著 東京：主婦の友社 工学      

0117429548 猫がよろこぶ掃除・片づけ ヤノ　ミサエ／著 東京：辰巳出版 農業園芸 

0115669525 ひと目でわかる簡単おそうじのアイデア macco／絵・文 東京：世界文化社 書庫

0117335562 ひとり暮らしのシンプル家事 阿部　絢子／著 東京：海竜社 生活科学  

0117848796 プラスチックごみ問題入門 栗岡　理子／著 東京：緑風出版 工学      

0116536798 プラスチックスープの海 チャールズ・モア／著 東京：NHK出版 工学      

0116883349 プロの凄腕お掃除コツとワザ ミッシェル・ホームサービス／監修 東京：講談社 生活科学  

0117460444 ペットと暮らす掃除術 杉本　彩／著 東京：徳間書店 農業園芸 



0117623363 マネしたい!みんなのお掃除のコツ・ワザ・知恵 洋泉社編集部／編 東京：洋泉社 生活科学  

0117148932 みんなの掃除・片づけ日記 SE編集部／編 [東京]：翔泳社 生活科学  

0117367441 もう「ゴミの島」と言わせない 石井　亨／著 東京：藤原書店 工学      

0117269092 やせる部屋 清水　理恵／著 東京：飛鳥新社 生活科学  

0117091868 やってみませんかダンボールコンポスト 有機農産物普及・堆肥化推進協会／編 東京：合同出版 工学      

0117773226 やっぱり、このゴミは収集できません 滝沢　秀一／著 東京：白夜書房 工学      

0117938688 やみつき掃除術 お掃除職人きよきよ／著 東京：SBクリエイティブ 生活科学  

0117811836 やることの「見える化」で掃除を劇的にラクにする方法 本橋　ひろえ／著 東京：主婦の友社 生活科学  

0117019935 「汚れ予防」のコツと裏ワザ 大津　たまみ／著 東京：青春出版社 生活科学  

0116726878 ラクしてキレイが続く!お掃除のツボ 成美堂出版編集部／編 東京：成美堂出版 生活科学  

0117146332 ラクラクお掃除新津式汚れ落とし術 新津　春子／著 東京：産業編集センター 生活科学  

0117815852 リアルでゆかいなごみ事典 滝沢　秀一／著 東京：大和書房 工学      

0116965989 ルポにっぽんのごみ 杉本　裕明／著 東京：岩波書店 工学      

0117820688 わたしたちのピースガーデン ハンク・ブルース／作 高知：リーブル出版 青少年図書


