
タ イ ト ル 著 者 表 示 請求記号
雨の裾 古井由吉／著 ﾌﾙ
ある閉ざされた雪の山荘で(講談社文庫) 東野圭吾／[著] B ﾋｶﾞ
医師に「運動しなさい」と言われたら最初
に読む本

中野ジェームズ修一／著　田
畑尚吾／監修

492.5 ﾅ

1日5分!冷えとりふくらはぎ健康法－かん
たん!らくらく!自分でできる!－(洋泉社
MOOK)

川嶋朗／監修　室谷良子／指
導

492.7 ｲ

いっしょにあそぼ草あそび花あそび　秋冬
編

佐藤邦昭／著　近藤理恵／イ
ラスト

384.5 ｻ

いや!というほど体がかたい人のためのら
くらくストレッチ体操

小林邦之／著 781.4 ｺ

内田悟のやさい塾－旬野菜の調理技の
すべて保存版－秋冬

内田悟／著 LB 596.3 ｳ

落ち葉の呼び名事典－散歩で見かける
Fallen and Still Lovely－

亀田龍吉／写真・文 653.2 ｶ

大人のかぎ針小物－1玉からでも編める
初めての方も、お久しぶりの方もすぐでき
る!－

村林和子／著 LB 594.3 ﾑ

おわりの雪 ユベール・マンガレリ／[著]　田
久保麻理／訳

953 ﾏﾝ

温泉教授の湯治力－日本人が育んでき
た驚異の健康法－(祥伝社新書　029)

松田忠徳／[著] 492.5 ﾏ

温泉の科学(B&Tブックス　おもしろサイエ
ンス)

西川有司／著 453.9 ﾆ

加温生活－「ヒートショックプロテイン」が
あなたを健康にする－

伊藤要子／著 492.5 ｲ

からだを温めて冷えを取れば健康にな
る!(洋泉社MOOK)

川嶋朗／監修 493.1 ｶ

体のツボの大地図帖　最新版
(MAGAZINE HOUSE MOOK)

492.7 ｶ

からだポカポカあったかおかず－230レシ
ピ　シチュー、鍋、煮込み、あったか麵…
人気メニューが大集合!－

成美堂出版編集部／編 LB 596 ｶ

カンタン!かぎ針編みアニマル大好き!エコ
たわし100(Asahi Original　671)

LB 594.3 ｶ

気象予報士のテラさんと、ぶち猫のテル
－ココロがパーッと晴れる「いい話」－

志賀内泰弘／著　ねこまき／イ
ラスト　寺尾直樹／監修

ｼｶﾞ

極北 マーセル・セロー／著　村上春
樹／訳

933 ｾﾛ

去年の冬、きみと別れ 中村文則／著 ﾅｶ
元気回復足もみ力－身体がみるみる改
善 克服出来ない病はない　ひと目でツボ
がわかる簡単図解付き!－(美人開花シ
リーズ)

近澤愛沙／著 492.7 ﾁ

玄冬の門(ベスト新書　513) 五木寛之／著 914 ｲﾂ
暦の手仕事－季節を慈しむ保存食と暮ら
し方－

中川たま／著 596 ﾅ

四季の田舎料理－野山の旬を味わう－
秋冬編

松永モモ江／著 596 ﾏ

仕込みもの 辰巳芳子／著 596 ﾀ
疾風ロンド(実業之日本社文庫　ひ1-2) 東野圭吾／著 B ﾋｶﾞ
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タ イ ト ル 著 者 表 示 請求記号
樹木　秋冬編(山渓フィールドブックス　17) 永田芳男／著 653.2 ﾅ
純喫茶「一服堂」の四季 東川篤哉／著 ﾋｶﾞ
掌篇歳時記　秋冬 西村賢太／著　重松清／著

町田康／著　筒井康隆／著
長野まゆみ／著　柴崎友香／
著

ｼﾖ 2

昭和十八年の冬 最後の箱根駅伝－戦時
下でつながれたタスキ－

早坂隆／著 782.3 ﾊ

随想春夏秋冬 宮城谷昌光／著 914 ﾐﾔ
スイート・ホーム 原田マハ／著 ﾊﾗ
図解東洋医学人体の経穴<ツボ>と経絡 守口龍三／著 490.9 ﾓ
すぐ編めて、すぐ使える!シンプルな指なし
手袋とリストウォーマー－カラフルキュー
ト!したままスマホ操作もOK!－

LB 594.3 ｽ

すてきな手編み　2018-2019秋冬(Let's
knit series)　大切に編んで着こなす－
Cardigan P

LB 594.3 ｽ 18-2

世界の編物　2017-2018秋冬号(Let's knit
series)　秋冬の注目素材で編む世界から
のニット直行便3

LB 594.3 ｾ 17

雪月花の日々－京都暮らし春夏秋冬－ 志村ふくみ／文　志村洋子／
文　中田昭／写真

914 ｼﾑ

ゼロから始めるマラソン&ジョギング入門
－「いつかはフルマラソン!」にまで対応－

谷川真理／監修 782 ｾﾞ

蘇活力－血流をコントロールして弱った身
体をよみがえらせる－

南和友／著 498.3 ﾐ

滝平二郎きりえ名作集－朝日新聞日曜
版から－冬-春篇

滝平二郎／著 726.9 ﾀ

たった5分で体が変わるすごい熱刺激 井本邦昭／著 492.5 ｲ
小さな異邦人 連城三紀彦／著 ﾚﾝ
血めぐり薬膳－からだがぽかぽか温まり
冷え・肥満・老化・婦人科トラブルを改善
－

坂井美穂／著 498.5 ｻ

伝統食礼讚－長寿の国の食べもの見聞
録－

陸田幸枝／著 383.8 ﾑ

冬蛾 柴田哲孝／著 ｼﾊﾞ
冬芽の人 大沢在昌／著 ｵｵ
冬虫夏草 梨木香歩／著 ﾅｼ
冬雷 遠田潤子／著 ﾄｵ
長生きしたけりゃふくらはぎをもみなさい
(健康プレミアムシリーズ)

槇孝子／著　鬼木豊／監修 492.7 ﾏ

何も作りたくない日はご飯と汁だけあれば
いい

ワタナベマキ／著 LB 596.3 ﾜ

二千七百の夏と冬　上 荻原浩／著 ｵｷﾞ 1
二千七百の夏と冬　下 荻原浩／著 ｵｷﾞ 2
日本人の9割は冷えている－免疫力、消
化力、寿命を左右する<冷え>－

蓮村誠／著 493.1 ﾊ

日本全国おでん物語 新井由己／著 596.2 ｱ
農家が教えるもち百珍 農文協／編 596.3 ﾉ
野崎洋光 春夏秋冬の献立帳－「分とく
山」の永久保存レシピ－

野崎洋光／著　幕内秀夫／著 LB 596.2 ﾉ

HATAKEのパスタ－春夏秋冬の野菜が主
役の60皿－

神保佳永／[著] LB 596.3 ｼﾞ

春から夏、やがて冬 歌野晶午／著 ｳﾀ
冷え取り★美人－体を温めてキレイ&健
康!－

川嶋朗／著 493.1 ｶ



タ イ ト ル 著 者 表 示 請求記号
ひかる風(光文社文庫　な43-5　光文社時
代小説文庫　日本橋牡丹堂菓子ばなし
4)

中島久枝／著 B ﾅｶ

百年健康住宅－外断熱を超える!!　100歳
まで生きる時代がやってきた!－

松本祐／著 527 ﾏ

冬うどん(ハルキ文庫　わ1-19　時代小説
文庫　料理人季蔵捕物控　[18])

和田はつ子／著 B ﾜﾀﾞ 18

冬を待つ城 安部龍太郎／著 ｱﾍﾞ
冬桜(広済堂文庫　特選時代小説　隅田
川御用帳　[6])

藤原緋沙子／著 B ﾌｼﾞ 06

冬空トランス(樋口真由“消失”シリーズ
[3])

長沢樹／著 ﾅｶﾞ

冬の犬(Crest books) アリステア・マクラウド／著　中
野恵津子／訳

933 ﾏｸ

冬の灯台が語るとき(HAYAKAWA
POCKET MYSTERY BOOKS　1856)

ヨハン・テオリン／著　三角和
代／訳

S 949.8 ﾃ

冬の光 篠田節子／著 ｼﾉ
冬のフロスト　上(創元推理文庫　Mウ8-6) R.D.ウィングフィールド／著　芹

澤恵／訳
B 933 ｳｲ 1

冬のフロスト　下(創元推理文庫　Mウ8-7) R.D.ウィングフィールド／著　芹
澤恵／訳

B 933 ｳｲ 2

冬の物語 イサク・ディネセン／著　横山
貞子／訳

933 ﾃﾞｲ

冬姫 葉室麟／著 ﾊﾑ
プリザービング－四季の保存食－ オーディド・シュウォーツ／著

手塚勳／訳
596 ｼ

ポルトガル物語－漁師町の春夏秋冬－
(Kan Kan Trip　Life　1)

青目海／著 914 ｱｵ

毎日の食べるみそ汁100(ブティック・ムッ
ク　1394)

杵島直美／著 LB 596.2 ｷ

まきものいろいろ 風工房／著 LB 594.3 ｶ
「免疫を高める」と病気は勝手に治る－安
保徹教授と福田稔医師の－(マキノ出版
ムック)

安保徹／監修　福田稔／監修 491.8 ﾒ

モーニングサービス 三田完／[著] ﾐﾀ
やっぱりあったか〜い家に住みたい!－耐
火・外断熱200年住宅を公的機関で検証!
－

松本祐／著 527 ﾏ

雪の上のあしあと 杉みき子／著 914 ｽｷﾞ
雪の香り 塩田武士／著 ｼｵ
雪のひとひら ポール・ギャリコ／[著]　矢川

澄子／訳
933 ｷﾞﾔ

雪の夜話 浅倉卓弥／著 ｱｻ
雪見船(廣済堂文庫　特選時代小説　隅
田川御用帳　[11])

藤原緋沙子／著 B ﾌｼﾞ 11

ゆず女房(ハルキ文庫　わ1-24　時代小
説文庫　料理人季蔵捕物控　[22])

和田はつ子／著 B ﾜﾀﾞ 22

檸檬・冬の日－他九篇－　改版(岩波文
庫)

梶井基次郎／作 B ｶｼﾞ

和歌で感じる日本の春夏 松本章男／著 911.1 ﾏ
忘れ雪 新堂冬樹／著 ｼﾝ

合計88冊


