
冬を感じる本

雪の夜話 浅倉 卓弥 中央公論新社 913.6アサク

月島慕情 浅田 次郎 文藝春秋 913.6アサダ

彼女らは雪の迷宮に 芦辺 拓 祥伝社 913.6アシベ

ヒュッテは夜嗤う 安曇 潤平 メディアファクトリー 913.6アズミ

冬を待つ城 安部 龍太郎 新潮社 913.6アベ

冬のはなびら 伊集院 静 文藝春秋 913.6イジユ

スノーフレーク 大崎 梢 角川書店 913.6オオサ

季節はうつる、メリーゴーランドのように 岡崎 琢磨 KADOKAWA 913.6オカザ

極北クレイマー 海堂 尊 朝日新聞出版 913.6カイド

鷺と雪 北村 薫 文藝春秋 913.6キタム

冬の喝采 黒木 亮 講談社 913.6クロキ

冬の伽藍 小池 真理子 講談社 913.6コイケ

大統領のクリスマス・ツリー 鷺沢 萠 講談社 913.6サ

雪の香り 塩田 武士 文藝春秋 913.6シオタ

クリスマスローズの殺人 柴田 よしき 原書房 913.6シバタ

冬の童話 白川 道 ポプラ社 913.6シラカ

ホワイトアウト 真保 裕一 新潮社 B 913.6シンポ

雪には雪のなりたい白さがある 瀬那 和章 東京創元社 913.6セナ

雪の練習生 多和田 葉子 新潮社 913.6タワダ

冬の旅 辻原 登 集英社 913.6ツジハ

冬のいた場所 外川 奈佳子 幻冬舎ルネッサンス 913.6トガワ

ある閉ざされた雪の山荘で 東野 圭吾 講談社 B 913.6ヒガシ

サンタのおばさん 東野 圭吾 文藝春秋 913.6ヒガシ

冬の旅人 皆川 博子 講談社 913.6ミナガ

初恋温泉 吉田 修一 集英社 913.6ヨシダ

銀河鉄道の夜 宮沢 賢治 角川書店 B  913.8ミヤザ

氷点 （「三浦綾子全集」第1巻に所収） 三浦 綾子 主婦の友社 918.6ミウラ

1ドルの価値/賢者の贈り物  O.ヘンリー 光文社 Ｂ 933ヘンリ

雪のひとひら ポール　ギャリコ 新潮社 933ギヤリ

34丁目の奇跡 ヴァレンタイン　デイヴィス あすなろ書房  YA 933デイビ
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家で過ごす時間が多くなるこれからの時期、寒くなる毎日を

風邪などひかぬよう温かく過ごすための本や冬を感じる本を集めました。

簡単でかわいくて盛り上がる！

作るのに必要なのは、大根と、大根おろし器と、

自由なアイディアだけ。ゴマフアザラシ、

カピバラ家族のゆず湯、オバマ大統領など、

大根おろしアーティストの撮りおろし作品と、

話題の作品を公開し、その作り方を紹介。

カナダ東端の厳冬の島で、役立たずで

力持の金茶色の犬と少年の、猛吹雪の

午後の苦い秘密を描く表題作。

人生の美しさと哀しみ、短編小説の

気品に満ちた宝石のような8篇。

『大根おろしアート』

主婦の友社/編

主婦の友社

『冬の犬』

アリステア マクラウド /著

新潮社
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北雪の釘 ロバート　ファン　ヒューリック 早川書房 933ヒユリ

冬の夢 スコット　フィッツジェラルド 中央公論新社  933フイツ

冬の犬 アリステア　マクラウド 新潮社  933マクラ

イン・ザ・ペニー・アーケード スティーヴン　ミルハウザー 白水社 933ミルハ

ゾマーさんのこと パトリック　ジュースキント 文藝春秋 943ジユス

冬物語 カーレン　ブリクセン 筑摩書房 949.7ブリク

スミラの雪の感覚 ペーター　ホゥ 新潮社 949.7ホウ

冬の灯台が語るとき ヨハン　テオリン 早川書房 949.8テオリ

寒い日を家で過ごす

これが本当の「冷えとり」の手引書 進藤 義晴・進藤 幸恵 PHP研究所 493.1

冷えとり薬膳レシピ 新開 ミヤ子 河出書房新社 498.5シンカ

おうちであったか・手編みのルームシューズ Sachiyo*Fukao 河出書房新社 594.3

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 河出書房新社 594.3

絶対食べたい!ごちそう鍋レシピ74 夏梅 美智子/監修 朝日新聞出版 596

おうちで本格鍋料理 出倉 吾朗・長谷川 清一 東京書籍 596

毎日食べても飽きない定番鍋アイデア鍋異国鍋 中島 武 講談社 596

大根おろしアート 主婦の友社/編 主婦の友社 596

体の芯の冷えをとる!ウルトラしょうが美味レシピ 幸井 俊高/監修 河出書房新社 596

温かい野菜料理 植松 良枝 オレンジページ 596.3

冬野菜のほくほく料理 林 幸子 家の光協会 596.3

世界のホットドリンクレシピ 誠文堂新光社/編 誠文堂新光社 596.7

囲炉裏と薪火暮らしの本 大内 正伸/絵と文 農山漁村文化協会 596.9

たったひとつの贈りもの 児玉 清 朝日出版社 726.9

おりがみ冬の行事 桃谷 好英 誠文堂新光社 754.9

招福おりがみ 金杉 登喜子 ブティック社 754.9

雪の模様切り紙 吉浦 亮子 誠文堂新光社 754.9

折り紙でつくる、モチーフつなぎ 布施 知子 PHP研究所 754.9

子どもにバカウケの親子ゲーム88 川島 明美 ぶんか社 781.9

お風呂や温泉で温まろう

日本一周3016湯 高橋 一喜 幻冬舎 Ｓ 291

温泉チャンピオン・郡司勇が選ぶ一湯入魂温泉 郡司 勇 山と渓谷社 291

ローカル線で温泉ひとりたび たかぎ なおこ メディアファクトリー 291

美肌温泉 宮本 早織 アスペクト 291

関東周辺歩いて食べる温泉旅 成美堂出版 291.3

ぶらり湯のまち関東周辺 山と溪谷社 291.3

温泉をよむ 日本温泉文化研究会 講談社 Ｓ 453.9

温泉と健康 阿岸 祐幸 岩波書店 Ｓ 492.5

知るほどハマル!温泉の科学 松田 忠徳 技術評論社 453.9

からだによく効くお風呂の入り方 植田 理彦 池田書店 498.3ウエダ

強運になるお風呂習慣 小山 竜央 宝島社 498.3コヤマ

のほほん風呂 たかぎ なおこ 産業編集センター 498.3タカギ

入浴の事典 阿岸 祐幸/編 東京堂出版 498.3ニユウ

ハッピーバスタイム 吉沢 深雪 大和書房 498.3ヨシザ

冬景色

自然界の秘められたデザイン イアン　スチュアート 河出書房新社 404

ひんやり氷の本 前野 紀一/監修 池田書店 451.6

雪の結晶 ケン　リブレクト 河出書房新社 451.6

雪の結晶図鑑 菊地 勝弘ほか 北海道新聞社 451.6

冬眠の謎を解く 近藤 宣昭 岩波書店 S 481.7

日本の夜景冬の絶景・イルミネーション名撮地ガイド181 中橋 富士夫/責任編集 モーターマガジン社 743.5

シロクマの風景 丹葉 暁弥 春日出版 748

流氷 遠峰 徹弥 北海道新聞社 748

冬の日 今森 光彦 アリス館 748

冬の贈り物 中山　荘太郎/写真・文 新風舎 748

ふゆいろ 津田 洋甫 東方出版 748

　　　ＹＡ…ヤングアダルト　S…新書　B…文庫


