
資料番号 タイトル 人名 出版者 保管場所

0117957373 温かいからおいしいお菓子 坂田　阿希子／著 東京：文化学園文化出版局 生活科学  

0117637678 有元葉子の料理教室　3 有元　葉子／著 東京：KADOKAWA 生活科学  

0117300475 1肉1野菜鍋 堤　人美／著 東京：グラフィック社 生活科学  

0117186502 いまから始める山スキー入門 山と溪谷社／編 東京：山と溪谷社 ｽﾎﾟｰﾂ娯楽

0117046433 「囲炉裏暖炉」のある家づくり 大内　正伸／絵と文 東京：農山漁村文化協会 工学      

0115381279 ヴァイオリニストの音楽案内 高嶋　ちさ子／著 東京：PHP研究所 芸術      

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 

0117645457 枝元なほみの今夜はおでん 枝元　なほみ／著 東京：技術評論社 生活科学  

0116581323 エピソードでつづる初めてのクラシック音楽 森本　眞由美／著 東京：ダイヤモンド社 芸術      

0117793331 選び放題!鍋レシピ250 主婦の友社／編 東京：主婦の友社 生活科学  

0117932053 お家で楽しむアフタヌーンティー Cha Tea紅茶教室／著 東京：河出書房新社 生活科学  

0117795708 おうちで楽しむためのアフタヌーンティーLESSON 安達　由香里／監修 東京：メイツユニバーサルコンテンツ 生活科学  

0116773607 乙女の山登り春夏秋冬 東京：山と溪谷社 地誌紀行 

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 

0114611585 音楽が身近になるやさしい新楽譜 夏山　澄夫／著 東京：本の泉社 芸術      

0117806448 女ひとり温泉をサイコーにする53の方法 永井　千晴／著 東京：幻冬舎 地誌紀行 

0117805929 かぎ針と棒針で編むはじめてのマフラーとポカポカ小物 寺西　恵里子／著 東京：日東書院本社 生活科学  

0117805903 かぎ針編みの北欧こもの 武蔵野：アップルミンツ 生活科学  

0117169292 かぎ針編みの雪モチーフ ケイトリン・セイニオ／著 東京：ブティック社 生活科学  

0117264689 岳泉会のよくばり温泉マウンテン 落合　恵／[ほか著] 東京：パイインターナショナル 地誌紀行 

0117959700 楽譜がよめなくても90分でいきなりピアノが弾ける本 monaca:factory／著 東京：ダイヤモンド社 芸術      

0116877390 家庭で作れる北欧料理 矢口　岳／著 東京：河出書房新社 生活科学  

0117913939 「からだ温め」万能だれで免疫力アップごはん 藤井　恵／著 東京：主婦と生活社 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  

0116156324 関東周辺のやさしい雪山登山コース 植手　崇文／著 [東京]：新ハイキング社 地誌紀行 

0117639195 基本調味料で作る鍋 市瀬　悦子／著 東京：主婦と生活社 生活科学  

0117300483 極める愉しむ珈琲事典 西東社編集部／編 東京：西東社 生活科学  

0117137356 クックパッドのおいしい厳選!鍋レシピ クックパッド株式会社／監修 東京：新星出版社 生活科学  

0115895781 クラシックがすーっとわかるピアノ音楽入門 山本　一太／[著] 東京：講談社 芸術      

0115260945 クラシックがわかる超名盤100 諸石　幸生／著 東京：音楽之友社 芸術      

0117004036 クリスマスローズ 横山　直樹／著 東京：誠文堂新光社 農業園芸 

0117948794 クリスマスローズの咲く庭づくり 主婦の友社／編 東京：主婦の友社 農業園芸 

0116877515 厳選雪山登山ルート集 西田　省三／著 東京：山と溪谷社 地誌紀行 

0117867416 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  

0115943334 極上のオーケストラ鑑賞ガイド 宮本　文昭／監修 東京：草思社 芸術      

特集名：長野12月一般テーマ「冬を楽しく」
特集期間：2022/11/25～2022/12/26



0117008532 こどもスキーわくわくレッスン 岡部哲也スキースクール／監修 東京：スキージャーナル ｽﾎﾟｰﾂ娯楽

0116528886 山岳遭難最新エマージェンシーBOOK 東京：枻出版社 ｽﾎﾟｰﾂ娯楽

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  

0116891912 死ぬまでに見たい!雪と氷の絶景 東京：エクスナレッジ 地誌紀行 

0117283929 〆まで楽しむおつまみ小鍋 高橋　雅子／著 東京：池田書店 生活科学  

0117299206 初中級者のためのオカリナが上手くなる方法 橋本　愛子／編著 東京：自由現代社 芸術      

0117907717 生姜屋さんとつくったまいにち生姜レシピ こてら　みや／レシピ 東京：池田書店 生活科学  

0117286849 食材3つで簡単ごちそう小鍋 ワタナベ　マキ／著 東京：宝島社 生活科学  

0117156265 スキーでめぐる世界の雪の絶景 水澤　史／著 東京：スキージャーナル ｽﾎﾟｰﾂ娯楽

0117168203 SKIの科学　コブ・新雪・ポール攻略編 鈴木　聡一郎／監修 東京：洋泉社 ｽﾎﾟｰﾂ娯楽

0116407917 スノーボードはじめてBOOK スノーボーダー編集部／編 東京：実業之日本社 ｽﾎﾟｰﾂ娯楽

0117928366 スノーボードフリーラン最強テクニック 稲川　光伸／監修 東京：メイツユニバーサルコンテンツ ｽﾎﾟｰﾂ娯楽

0115554354 スノーフレーク ケネス・リブレクト／著 東京：山と溪谷社 自然科学  

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  

0116874058 世界の雪景色 海野　弘／解説 東京：パイインターナショナル 地誌紀行 

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

0116665845 絶対!うまくなるオカリナ100のコツ 大沢　聡／著 東京：ヤマハミュージックメディア 芸術      

0116806092 絶対!進化するピアノレッスン100のコツ 黒河　好子／著 東京：ヤマハミュージックメディア 芸術      

0117692236 ゼロから分かる!図解クラシック音楽 宮本　文昭／監修 東京：世界文化社 芸術      

0117661777 全国ごほうびひとり旅温泉手帖 石井　宏子／著 東京：世界文化社 地誌紀行 

0115604845 千住真理子とコンサートへ行こう 千住　真理子／著 東京：旬報社 芸術      

0116674029 《第九》虎の巻 曽我　大介／著 東京：音楽之友社 芸術      

0115961187 高嶋ちさ子の名曲案内 高嶋　ちさ子／著 東京：PHP研究所 芸術      

0116838269 高みへ大人の山岳部 笹倉　孝昭／著 東京：東京新聞 ｽﾎﾟｰﾂ娯楽

0118030022 焚き火の教科書 伊澤　直人／著 東京：扶桑社 ｽﾎﾟｰﾂ娯楽

0116869967 達人が選ぶ名湯宿60選 郡司　勇／著 東京：エクスナレッジ 地誌紀行 

0117805085 楽しい雪の結晶観察図鑑 武田　康男／文・写真 東京：緑書房 自然科学  

0117130120 チルチンびと薪ストーブ読本 東京：風土社 工学      

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  

0117522029 夏でも冬でも一〇〇名山 鷹觜　勝之／著 東京：早稲田企画 地誌紀行 

0117792580 鍋おかず100 鈴木　理乃／著 東京：永岡書店 生活科学  

0117817882 ニットで身体ぽっかぽか!おウチdeあみもの小物 寺西　恵里子／著 東京：日東書院本社 生活科学  

0117175448 葉加瀬太郎の情熱クラシック講座 葉加瀬　太郎／著 東京：ローソンHMVエンタテイメント 芸術      

0117008540 はじめての雪山BOOK 東京：枻出版社 ｽﾎﾟｰﾂ娯楽

0116766544 バックカントリー 伊藤　フミヒロ／編著 東京：山と溪谷社 ｽﾎﾟｰﾂ娯楽

0117939769 バックカントリースキー&スノーボード 藤川　健／監修 東京：山と溪谷社 ｽﾎﾟｰﾂ娯楽

0118054626 発酵調味料でつくるからだにいい発酵スープ 清水　紫織／著 東京：朝日新聞出版 生活科学  

0117494666 パワースポット温泉 李家　幽竹／著 東京：山と溪谷社 地誌紀行 

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  



0116273244 Hütte　Vol.02(2010/Autumn) 東京：山と溪谷社 ｽﾎﾟｰﾂ娯楽

0117643817 フィギュアスケート観戦ガイド 小塚　崇彦／監修 東京：マイナビ出版 ｽﾎﾟｰﾂ娯楽

0118058718 フィギュアスケートと音楽 音楽の友／編 東京：音楽之友社 ｽﾎﾟｰﾂ娯楽

0116856139 フムフムさんとっておき!湯めぐりうまうま旅 坂川　栄治／著 東京：静山社 地誌紀行 

0118027366 ベートーヴェン:交響曲第9番 相場　ひろ／著 東京：音楽之友社 芸術      

0117713016 北欧料理大全 カトリーネ・クリンケン／著 東京：誠文堂新光社 生活科学  

0117560862 <北欧流>焚き火のある暮らし エイヴィン・ベルク／著 東京：原書房 ｽﾎﾟｰﾂ娯楽

0116878935 星と雪の装飾おりがみ 布施　知子／著 東京：誠文堂新光社 芸術      

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

0116995549 毎日食べたくなる絶品鍋 大庭　英子／著 東京：成美堂出版 生活科学  

0117633966 まいにち湯豆腐 小田　真規子／著 東京：ダイヤモンド社 生活科学  

0117178095 薪ストーブと暮らす 東京：地球丸 工学      

0117168278 薪ストーブ入門 東京：地球丸 工学      

0117959692 MAROの“偏愛”名曲案内 篠崎　史紀／著 東京：音楽之友社 芸術      

0117913863 身につけたいあったかニット 東京：NHK出版 生活科学  

0117798504 蒸しレシピ ワタナベ　マキ／著 東京：学研プラス 生活科学  

0117041483 もっとクリスマスローズ NHK出版／編 東京：NHK出版 農業園芸 

0117313577 山用具の基本 ワンダーフォーゲル編集部／編 東京：山と溪谷社 ｽﾎﾟｰﾂ娯楽

0117134080 雪と氷の図鑑 武田　康男／文・写真 東京：草思社 自然科学  

0117764977 雪と星座のペーパークイリング なかたに　もとこ／[著] 東京：ブティック社 芸術      

0115946451 雪の結晶 ケン・リブレクト／著 東京：河出書房新社 自然科学  

0116453960 雪の結晶図鑑 菊地　勝弘／著 札幌：北海道新聞社 自然科学  

0116311556 雪の手紙 片平　孝／写真・文・構成 京都：青菁社 自然科学  

0116580366 雪山エントリーコース 東京：山と溪谷社 地誌紀行 

0116580358 雪山登山 野村　仁／編著 東京：山と溪谷社 地誌紀行 

0117667147 雪山登山 天野　和明／監修・著 東京：山と溪谷社 ｽﾎﾟｰﾂ娯楽

0116866435 雪山入門 山と溪谷社ワンダーフォーゲル編集部／編 東京：山と溪谷社 ｽﾎﾟｰﾂ娯楽

0117922583 60歳からピアノをはじめなさい 元吉　ひろみ／著 東京：ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス 芸術      


