
 ２０１７年２月特集展示「冬」

請求記号 書名 著者名 出版者名
019フ 冬の本 北條　一浩 夏葉社
291ノ 雪山登山 野村　仁 山と溪谷社

291.1ホ 世界遺産知床の素顔 佐古　浩敏 朝日新聞社
292カ 雪男は向こうからやって来た 角幡　唯介 集英社
293コ マッターホルン北壁 小西　政継 山と渓谷社
297ナ こちら南極ただいまマイナス６０度 中山　由美 草思社

383.6ヤ 温泉と日本人 八岩　まどか 青弓社
402サ 南極に暮らす 坂野井　和代 岩波書店
407ユ 雪と氷の自然観察 日本自然保護協会 平凡社
443ヤ 冬の星座博物館 山田　卓 地人書館
451カ 雪の手紙 片平　孝 青菁社
451キ 雪の結晶図鑑 菊地　勝弘 北海道新聞社
B451コ 雪の結晶はなぜ六角形なのか 小林　禎作 筑摩書房
451リ 雪の結晶 ケン・リブレクト 河出書房新社
451ワ 雪崩の掟 若林　隆三 信濃毎日新聞社
452ア 流氷の世界 青田　昌秋 成山堂書店
453マ 温泉手帳 松田　忠徳 東京書籍
481コ 冬眠の謎を解く 近藤　宣昭 岩波書店
489テ 知床のアザラシ 寺沢　孝毅 小学館
489ホ 北極のナヌー リンダ・ウルバートン 日経ナショナルジオグラフィック社

493.1ヒ 冷えとりガールのスタイルブック 主婦と生活社
493.1ヒ げきポカ 平地　治美 ダイヤモンド社
493.1ワ あたため美人の冷えとりｂｏｏｋ 渡邉　賀子 日本文芸社
528ト 都会で楽しむ薪ストーブ 地球丸
528マ 薪ストーブがわかる本 地球丸

594.3カ 家族みんなのあったかニット 松村　忍 成美堂出版
594.3シ シェットランドのたからものニット ｍｉｒｏ　ｐｒｅｓｓ 誠文堂新光社
594.3セ 世界のかわいい編み物 誠文堂新光社 誠文堂新光社
594.3ホ 北欧テイストの編み込みニットこもの ブティック社
596ウ うち鍋レシピ 市瀬　悦子 〓出版社
596タ 食べてポカポカおいしいあっためレシピ 牧野　直子 講談社
596タ ｄａｎｃｙｕ何度でもつくりたい絶品鍋１０１レシピ プレジデント社
596ハ 発酵食品を使った美味しい鍋レシピ 柳瀬　真澄 世界文化社
596ユ からだポカポカしょうがレシピ１２９ 行正　り香 文化出版局

596.6ナ 永谷園生姜部のしょうがスイーツ 永谷園生姜部 日東書院本社
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セ 世界のホットドリンク プチグラパブリッシング

596.7セ 世界のホットドリンクレシピ 誠文堂新光社 誠文堂新光社
596.7フ 今夜の飲みもの 藤井　香江 日東書院本社
598フ 冬生まれ赤ちゃんの出産準備ＢＯＯＫ 主婦の友社
653ヒ 冬芽ハンドブック 広沢　毅 文一総合出版
658ヒ 火のある暮らしのはじめ方 日本の森林を育てる薪炭利用キャンペーン実行委員会 農山漁村文化協会
721ヒ 東山魁夷　白の風景 東山　魁夷 求龍堂
726イ ちひろ冬の画集 いわさき　ちひろ 講談社
743ニ 日本の冬・撮影ガイド 中橋　富士夫 モーターマガジン社
748イ ソビエト社会主義共和国連邦の冬 池田　伸哉 彩流社
748オ 流氷の物語 小原　玲 河出書房新社
754モ おりがみ冬の行事 桃谷　好英 誠文堂新光社
780ナ 長野冬季オリンピック全紙面 朝日新聞社
780ナ 長野オリンピック１９９８ ＩＭＳ　Ｓｔｕｄｉｏ　６ ベースボール・マガジン社

784ア 自由自在に滑るスノーボードテクニック 会田　二郎 成美堂出版
784ア レルヒ知られざる生涯 新井　博 道和書院
784ア フィギュアスケートを１００倍楽しく見る方法 荒川　静香 講談社
784ス スノーボード指導教本 日本スノーボード協会 山と渓谷社
784ト トッププロ・ＳＩＡデモが教えるスキーの基本 日本職業スキー教師協会 実業之日本社
784ナ 雪山の基本 中山　建生 〓出版社
784ナ 氷上に心おどる！アイススケーティング 長久保　裕 日本放送出版協会
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784ミ みんなのカーリング 小川　豊和 学研
784ユ 雪遊び達人ブック 雪遊び達人倶楽部 いかだ社
784ヨ よくわかるフィギュアスケート ワールド・フィギュアスケート 新書館
784ヨ 自然を楽しむ歩くスキーハイキング 吉原　宜克 本の泉社
786セ 雪上ハイキングスノーシューの楽しみ方 瀬戸　圭祐 ＪＴＢパブリッシング
908ヒ 百年文庫　３０　影 ポプラ社

911.1ク ホームレス歌人のいた冬 三山　喬 東海教育研究所
911.5ミ 雪 三好　達治 童話屋
B913ラ 落語百選　冬 麻生　芳伸 筑摩書房
B918ア 芥川竜之介全集　３ 芥川　竜之介 筑摩書房
B933ウ 冬のフロスト　下 Ｒ．Ｄ．ウィングフィールド 東京創元社
B933ウ 冬のフロスト　上 Ｒ．Ｄ．ウィングフィールド 東京創元社
933キ 雪のひとひら ポール・ギャリコ 新潮社
B933ク 大鴉の啼く冬 アン・クリーヴス 東京創元社
B933ト 極夜　カーモス ジェイムズ・トンプソン 集英社
933フ 冬の夢 スコット・フィッツジェラルド 中央公論新社
933マ 冬の犬 アリステア・マクラウド 新潮社
B933ロ 冬そして夜 Ｓ．Ｊ．ローザン 東京創元社
936フ 冬のライオン セバスチャン・ユンガー 日経ナショナルジオグラフィック社

B943ケ 雪の中の三人男 エーリヒ・ケストナー 東京創元社
949テ 冬の灯台が語るとき ヨハン・テオリン 早川書房
953マ おわりの雪 ユベール・マンガレリ 白水社
953モ 暗いブティック通り パトリック・モディアノ 白水社
C1チ 交響曲　第１番　ト短調　作品１３：冬の日の幻想／チャイコフスキー ＮＨＫ交響楽団
C6シ 冬の旅：歌曲集：Ｄ．９１１／フランツ・シューベルト マティアス　ゲルネ
BFキ その夜の雪 北原　亞以子 講談社
Fク 邂逅の森 熊谷　達也 文芸春秋

BFソ 雪あかり 曽野　綾子 講談社
BFニ 八甲田山死の彷徨 新田　次郎 新潮社
Fフ 大雪物語 藤田　宜永 講談社
F4ア 冬の景色／アンドレ・ギャニオン アンドレ　ギャニオン コロムビアミュージックエンタテインメント

G1エ 雪と氷の旋律／エンヤ エンヤ ワーナーミュージックジャパン

G1ス ウィンターズ・ナイト スティング ユニバーサル・ミュージック

K1ヒ シングルコレクション 広瀬香美 ビクターエンタテインメント

U29シ ＜ＤＶＤ＞新・京都百景　達人流学びの旅　秋・冬編
U45フ ＜ＤＶＤ＞プラネット　アース　ｅｐｉｓｏｄｅ０８　極地氷の世界

U48ア ＜ＤＶＤ＞旭山動物園に行ってきました第２弾 タスクインタラクティブ　メディアサービス事業部

U72フ ＜ＤＶＤ＞クリスマスの鐘 藤城　清治 コロムビアミュージックエンタテインメント

U78ス ＜ＤＶＤ＞スノボレッスンＳＰスタイル別入門
U78ス ＜ＤＶＤ＞全日本スノーボード教程 山と渓谷社（製作）
U78タ ＜ＤＶＤ＞大氷壁に挑む　谷川岳・一ノ倉沢

z チルチンびと　１６年冬号＊８６ 風土社
z チルチンびと　１５年冬号＊８２ 風土社
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