
 ２０２０年８月特集展示「ほっとする時間」

請求記号 書名 著者名 出版者名

159ウ こんなふうに生きればいいにゃん 海原　純子 海竜社

159コ なやんでもいいよとブッタは、いった。 小泉　吉宏 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

159ニ 子育てママがほっとする魔法の言葉 西沢　泰生 秀和システム

159ヘ 自分の時間　１日２４時間でどう生きるか　新装新版 アーノルド・ベネット 三笠書房

159ホ 「ムリ」をやめたら楽しくなった 星野　ひろこ グラフ社

159ワ 困ったときは人に頼ろう 和田　秀樹 新講社

159ワ どんな時でも人は笑顔になれる 渡辺　和子 ＰＨＰ研究所

185メ 名文で巡る京都　国宝の寺１　東山 白洲　正子 青草書房

188セ 身体（からだ）と心が美しくなる禅の作法　 星覚 主婦の友社

365イ 英国のＯＦＦ　上手な人生の休み方 入江　敦彦 新潮社

384シ 「昭和の小学生」夏休み大百科 宝島社

470キ 世界一うつくしい植物園 木谷　美咲 エクスナレッジ

480イ おうちで旭山動物園 今津　秀邦 エムジー・コーポレーション

480イ おうちで旭山動物園　ゆっくり・じっくり・見ていたい　２ 今津　秀邦 エムジー・コーポレーション

488ヘ ペンギンのＡＢＣ ペンギン基金 河出書房新社

B492ヒ 疲れたら「ひと押し！」ツボ図鑑 平野　永和 成美堂出版

492.5タ グリーンセラピー読本 田畑　貞寿 技報堂出版
492.7キ リフレクソロジー アン・ギランダース 産調出版

492.7ク 見てわかるハンドリフレクソロジー バーバラ・クンツ ネコ・パブリッシング

492.7サ こころとカラダが最高にゆるむいやしのツボ生活 斎藤　充博 永岡書店

492.7シ 自分でできるやさしいお灸 吉田　明代 ナツメ社

498.3イ お風呂の達人　バスクリン社員が教える究極の入浴術 石川　泰弘 草思社

498.3オ 『お風呂の愉しみ』レシピシリーズ　１　入浴剤 前田　京子 飛鳥新社

498.3コ ぐっすり眠れる、美人になれる！読むお風呂の魔法 小林　麻利子 主婦の友社

498.3ニ ぼんやり脳！ 西多　昌規 飛鳥新社
498.3ハ 最高の入浴法 早坂　信哉 大和書房
499オ ハーブティーブレンドＢＯＯＫ おおそね　みちる 講談社
499サ 心と体に効くハーブ読本 佐々木　薫 ＰＨＰ研究所
499ハ はじめてのアロマスプレー 佐々木　薫 池田書店
528コ 心とカラダにやさしい魔法の照明術 中島　龍興 永岡書店
589オ 北欧雑貨手帖 おさだ　ゆかり アノニマ・スタジオ
592イ オールドテイストの家具と庭 伊波　英吉 ＮＨＫ出版
596カ 子どもクッキング　ママと作る休日の朝ごはん 葛　恵子 講談社
596タ 夜９時からの、癒しのスープ 高山　かづえ 成美堂出版

596.6エ 作って伝える郷土ほっこりおやつ 江口　恵子 赤ちゃんとママ社
596.6ト お母さんおやつ トミタ　セツ子 主婦の友社
596.7オ たった一杯で、幸せになる珈琲 大塚　朝之 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
596.7オ お茶の時間　楽しむ工夫×世界のお茶１００×基礎知識 暮らしの図鑑編集部 翔泳社
596.7カ カラダほっこりホットドリンクレシピ スタジオタッククリエイティブ

596.7タ フレーバー茶で暮らしを変える ステファン・ダントン 文化学園文化出版局
596.7ニ 日本茶の教科書　選ばれし日本茶には理由がある。 枻出版社
596.7フ 今夜の飲みもの 藤井　香江 日東書院本社
596.7ホ 本好きさんのための東京コーヒーのお店 ダ・ヴィンチ編集部 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
617モ もっと暮らしに毎日のハーブ使いこなしレッスン 諏訪　晴美 メイツ出版
627イ 小さな緑の世界テラリウムをつくろう ミシェル・インシアラーノ 草思社
627イ 魅せる苔テラリウムの作り方 石河　英作 家の光協会
627カ かわいいミニ・プランツたち 主婦の友社 主婦の友社

627キ マジカルプランツ 木谷　美咲 山と溪谷社
627サ 育てる楽しむ癒しの「苔ボトル」 佐々木　浩之 コスミック出版
627タ はじめての水草ガーデニング 高島　実 成美堂出版
627フ ファーストガーデニングガイド グラフィック社編集部 グラフィック社
629ア 香りを楽しむ庭づくり 網永　睦子 日本放送出版協会
645ネ 猫楽園 猫夫人 イースト・プレス
645ヤ ヤギ飼いになる ヤギ好き編集部 誠文堂新光社
726ア ピーターラビット紀行 新井　満 河出書房新社
726イ 今夜、珈琲を淹れて漫画を読む いしかわ　じゅん 小学館クリエイティブ
726イ 僕への小さな旅 伊藤　正道 ポプラ社
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726ミ 本日の水木サン 水木　しげる 草思社
748ア アルパカ 東京書籍出版編集部 東京書籍
748イ ネコに金星 岩合　光昭 日本出版社
748ウ うめめ　Ｔｏｄａｙ’ｓ　Ｈａｐｐｅｎｉｎｇ 梅　佳代 リトルモア
748ワ わらういきもの 松阪　崇久 エクスナレッジ
750タ へなちょこ手づくり生活 たかぎ　なおこ 白泉社
751カ かわいいやきもの 柏木　麻里 東京美術
792イ 香をたのしむ 一条　真也 現代書林（発売）
792フ 癒しのお香　改訂新版 カーリン・ブランドル ガイアブックス
792ヨ お香が好き。 吉田　揚子 ソフトバンククリエイティブ

793イ 花あわせノート　いつもの器とすこしの花で愉しむフラワーアレンジメント 井出　綾 主婦の友社
793オ お気に入りの花で作る小さなフラワーアレンジＢＯＯＫ マミ山本 成美堂出版
910サ 作家と温泉　お湯から生まれた２７の文学 草【ナギ】　洋平 河出書房新社
911.4コ しあわせの五・七・五 近藤　勝重 幻冬舎
911.5ク よいしょ 工藤　直子 小学館
B912キ 道草　ＯＮ　ＴＨＥ　ＷＡＹ　ＣＯＭＥＤＹ　袖ふりあう人々篇 木皿　泉 河出書房新社
914ア 学生時代にやらなくてもいい２０のこと 朝井　リョウ 文藝春秋
914オ 温泉天国 嵐山　光三郎 河出書房新社
914カ 空気は読まない 鎌田　實 集英社

B914キ ５０歳になるって、あんがい、楽しい。 岸本　葉子 大和書房
B914ク 窓ぎわのトットちゃん 黒柳　徹子 講談社
914コ こんがり、パン 赤瀬川　原平 河出書房新社

B914サ ３時のおやつ 平松　洋子 ポプラ社
B914サ もものかんづめ さくら　ももこ 集英社
B914チ ちいさな桃源郷　山の雑誌アルプ傑作選 池内　紀 中央公論新社
914ニ にゃんこ天国　猫のエッセイアンソロジー 阿部　昭 河出書房新社

B914ネ 猫のはなし　恋猫うかれ猫はらみ猫 浅田　次郎 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
914ム かるい生活 群　ようこ 朝日新聞出版
B914ヨ 小さな幸せ４６こ よしもと　ばなな 中央公論新社
917タ 上機嫌な言葉３６６日 田辺　聖子 海竜社
921ワ 心がなごむ漢詩フレーズ１０８選 渡部　英喜 亜紀書房
F4ア アジアン・リラックス 倉本裕基 日本クラウン
F4イ イマージュ・エッサンシェル 葉加瀬太郎 ソニー　ミュージックジャパン　インターナショナル

F4ナ ナイト・カフェ・リラクシン ＡＭＢＲＯＺＩＡ ビクターエンタテインメント

F4リ Ｈａｗａｉｉ　やすらぎカフェ～極上のリラックスサウンドを貴方に～２０ ＲＥＬＡＸ　ＷＯＲＬＤ クロア
U45ア ＜ＤＶＤ＞アース アラステア・フォザーギル ギャガ・コミュニケーションズ

U48イ ＜ＤＶＤ＞癒しのクラネタリウム　鶴岡市立加茂水族館　２ Ｓ－Ｆｉｅｌｄ
U48イ ＜ＤＶＤ＞癒しのクラネタリウム　鶴岡市立加茂水族館 村上龍男 Ｓ－Ｆｉｅｌｄ
U59オ ＜ＤＶＤ＞おいしいコーヒーのいれ方 住川　啓子 アトリエミカミ
U59オ ＜ＤＶＤ＞おいしい紅茶のいれ方 住川　啓子 アトリエミカミ
U59オ ＜ＤＶＤ＞おいしい日本茶のいれ方 住川　啓子 アトリエミカミ
U59テ ＜ＤＶＤ＞手作りキャンドル　灯りと香りに癒されて Ｋ‐ｅｓｓｅｎｃｅ（制作）
U74ア ＜ＤＶＤ＞ジェリーフィッシュ デラ
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