
【一般書】

書名 著者名 請求記号

運気を上げる！おそうじ風水 　内川　あ也∥監修 １４８　ウ

開運大全 　マーク　矢崎治信∥監修 １４８　カ

幸運を呼び込むすごい！！おそうじ風水 　紫月　香帆∥著 １４８　シ

十二支 　吉野　裕子∥著 ３８２．１　ヨ

お雑煮マニアックス 　粕谷　浩子∥著 ３８３　カ

そばうどん知恵袋１１１題 　そばうどん編集部∥編 ３８３　ソ

だから、うまくいく日本人の決まりごと 　広田　千悦子∥絵と文 ３８５　ヒ

世界のお正月百科事典 　ウィリアム　Ｄ．クランプ∥著 ３８６　ク

日本の暦と生きるていねいな暮らし 　康　光岐∥著 ３８６　コ

今だから、家事のしくみを、整える 　 ５９０　イ

石田節子流気軽でお洒落な作り帯 　石田　節子∥監修 ５９３　イ

おとなの着物ことはじめ 　永岡書店編集部∥編著 ５９３　オ

きちんと身につく着かたの教科書 　木下着物研究所∥著 ５９３　キ

着物の教科書 　全日本きもの振興会∥監修 ５９３　キ

自分でできる＆人に着せる着付け 　石田　節子∥監修 ５９３　ジ

ほっそり見える！素敵な大人の半幅帯 　オハラ　リエコ∥監修 ５９３　ホ

大正ロマン着物女子服装帖 　大野　らふ∥著 ５９３．８　オ

着物を楽しむ教科書 　池田　由紀子∥監修 ５９３．８　キ

きものの不安をスッキリ解決！ 　高橋　和江∥著 ５９３．８　タ

はじめての着物 　大竹　恵理子∥監修 ５９３．８　ハ

振袖記念日　２０２３，２０２４ 　
５９３．８　フ
　　　　２３，２４

えんぎもんフェルト 　緒方　伶香∥著 ５９４　オ

　ディズニー四季を楽しむフェルトのつるし飾り＆
リース

　佐々木　公子∥著 ５９４　サ

はじめての水引アレンジ 　長浦　ちえ∥著 ５９４　ナ

手軽につくれる水引アレンジＢＯＯＫ 　長浦　ちえ∥著 ５９４　ナ

手軽につくれる水引アレンジＢＯＯＫ　２ 　長浦　ちえ∥著 ５９４　ナ　２

福を招く干支のお針仕事 　 ５９４　フ

フェルトで作るすてきなお飾り 　 ５９４　フ

かわいい縁起物刺しゅう 　 ５９４．２　カ

はじめての人にもやさしい水引のきほん 　高田　雪洋∥著 ５９４．９　タ

みずひき 　中村　瑠水子∥著 ５９４．９　ナ
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書名 著者名 請求記号

伝統のおせち 　浅田　峰子∥著 ５９６　ア

　基本とコツがきちんとわかるおせち料理とほめられ
レシピ

　牛尾　理恵∥著 ５９６　ウ

美しいおせちとおもてなし正月料理 　主婦の友社∥編 ５９６　ウ

おせちとお正月料理１６５点 　 ５９６　オ

おせちとお正月のごちそう 　太田  晶子∥料理 ５９６　オ

１２月３１日だけでできるおせち 　太田　静栄∥著 ５９６　オ

おもち 　入江　亮子∥監修　料理 ５９６　オ

大晦日だけでできるおせち 　太田　静栄∥著 ５９６　オ

作って楽しい！食べておいしい！！巻きずし 　飾　巻子∥著 ５９６　カ

作って見て食べて楽しいデコ巻きずし 　飾　巻子∥著 ５９６　カ

これで差がつく！本格そば打ち上達のコツ５０ 　手打ち蕎麦研究会∥著 ５９６　コ

１日で簡単、きちんと！おせち＆おもてなしごはん 　小林　まさみ∥著 ５９６　コ

今日からできる！飾り寿司レシピ 　こまゆ∥著 ５９６　コ

春夏秋冬餅レシピ 　齋藤　宗厚∥著 ５９６　サ

最新そば 　 ５９６　サ

四季の行事レシピ 　まさとみ　ようこ∥監修 ５９６　シ

そば打ち教本
　全国麺類文化地域間交流推進協議
会∥監修

５９６　ソ

そば・かえし・だし 　旭屋出版編集部∥編 ５９６　ソ

小さなお重のおせちと、お正月のつまみ。 　田中　優子∥著 ５９６　タ

農家が教えるもち百珍 　農文協∥編 ５９６　ノ

　１２月３１日でも作れるおせちと正月の簡単つくり
おき

　平岡　淳子∥著 ５９６　ヒ

娘に伝えたいおせち料理と季節のごちそう 　本田　明子∥著 ５９６　ホ

喜ばれるおせち料理とごちそうレシピ 　牛尾　理恵∥監修 ５９６　ヨ

わたしのとっておき麺 　 ５９６　ワ

雑煮３６５日 　松本　栄文∥著 ５９６．２１　マ

おすし 　松田　美智子∥著 ５９６．２１　マ

人気の冷やし麺 　旭屋出版編集部∥編 ５９６．３８　ニ

有名店・人気店の進化するそば打ちの技術
　旭屋出版「近代食堂」編集部∥編
著

５９６．３８　ユ

おせちと一緒に作りたいお正月のもてなし料理 　上島　亜紀∥著 ５９６．４　カ

１２か月のイベントごはん 　 ５９６．４　ジ

ばぁばのおせち 　鈴木　登紀子∥著 ５９６．４　ス

きちんと祝いたい新しいおせちとごちそう料理 　堤　人美∥著 ５９６．４　ツ

部屋は自分の心を映す鏡でした。 　伊藤　勇司∥著 ５９７　イ

毒舌フェニックスが教える家族を救う片づけ 　伊藤　勇司∥著 ５９７　イ
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書名 著者名 請求記号

ウチ、”断捨離“しました！
　ＢＳ朝日「ウチ、“断捨離”しま
した！」スタッフ∥著

５９７　ウ

家族の片づけルール 　江間　みはる∥著 ５９７　エ

オキシクリーンとことん使い込みＢＯＯＫ 　徳間書店∥編 ５９７　オ

お掃除したら、いいことあった！ 　北野　貴子∥監修 ５９７　オ

神さまがやどるお掃除の本 　きさいち　登志子∥監修 ５９７　カ

片づけ・収納・掃除・洗濯の教科書 　 ５９７　カ

貧乏神撃退！福を呼び込むお掃除術 　きさいち　登志子∥著 ５９７　キ

さよさんの「物の減らし方」事典 　小西　紗代∥著 ５９７　コ

週末１５分そうじ術 　鈴木　美帆子∥著 ５９７　ス

すっきり暮らすために持たないもの、やめたこと 　主婦の友社∥編 ５９７　ス

捨てない片づけ術 　宙花　こより∥著 ５９７　ソ

インテリア＆収納１０のルール 　瀧本　真奈美∥著 ５９７　タ

家中スッキリ片づく！「つっぱり棒」の便利ワザ 　竹内　香予子∥著 ５９７　タ

清潔な暮らしは１枚のタオルからはじまる 　新津　春子∥著 ５９７　ニ

掃除は「ついで」にやりなさい！ 　新津　春子∥著 ５９７　ニ

片づけベタでもできるやさしい収納 　まどなお∥著 ５９７　マ

健康になりたければ家の掃除を変えなさい 　松本　忠男∥著 ５９７　マ

家事でモメない部屋づくり 　三木　智有∥著 ５９７　ミ

みんなの掃除・片づけ日記 　ＳＥ編集部∥編 ５９７　ミ

ナチュラルおそうじ大全 　本橋　ひろえ∥著 ５９７　モ

　１０歳までに身につけたい子どもが一生困らない片
づけ・そうじのコツ

　山口　由紀子∥著 ５９７　ヤ

ゆる片づけＢＯＯＫ 　 ５９７　ユ

　予約の取れない家政婦タスカジさんのラク家事ＢＯ
ＯＫ

　タスカジ∥監修 ５９７　ヨ

これが最後の片づけ！ 　石阪　京子∥著 ５９７．５　イ

大人の片づけ 　一田　憲子∥著 ５９７．５　イ

片づけのことを考えただけで疲れてしまうあなたへ。 　小西　紗代∥著 ５９７．５　コ

でも、捨てられない人の捨てない片づけ 　米田　まりな∥著 ５９７．５　コ

片づけを楽しむ、好きになる。 　清水　幸子∥著 ５９７．５　シ

　「ちゃんとしなきゃ！」をやめれば二度と散らから
ない部屋になる

　なぎまゆ∥著 ５９７．５　ナ

図と写真でわかる玄関から始める片づいた暮らし 　広沢　かつみ∥著 ５９７．５　ヒ

モノと心を軽くする、私の断捨離 　やました　ひでこ∥監修 ５９７．５　モ

心理タイプ別片づけ術 　安田　マキ∥著 ５９７．５　ヤ

やみつき掃除術 　お掃除職人きよきよ∥著 ５９７．９　オ

ズボラさんでも暮らしが整う楽ラク家事 　高橋　ゆき∥著 ５９７．９　タ

１か月に１回物を動かせば家はキレイになる 　新津　春子∥著 ５９７．９　ニ
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病気がイヤならその掃除をやめなさい。 　松本　忠男∥著 ５９７．９　マ

掃除を減らして健康になる「始末の習慣」 　松本　忠男∥著 ５９７．９　マ

病院清掃３５年のプロが教える病気にならない掃除術 　松本　忠男∥著 ５９７．９　マ

ラク家事ナチュラル掃除術 　本橋　ひろえ∥監修 ５９７．９　ラ

１２カ月を彩る絵てがみ入門 　吉川　みか∥著 ７２４　キ

絵手紙入門 　花城　祐子∥著 ７２４　ハ

遊字・絵手紙年賀状 　三輪　久美子∥著 ７２４　ミ

絵の具３色だけで！かわいい水彩イラスト帖 　吉沢　深雪∥著 ７２４　ヨ

もっと表現が広がる！四季のはがき絵上達のコツ 　「四季のはがき絵」編集室∥著 ７２４．１　モ

十二支の年賀状デザイン７５０ 　中村　浩訳∥編著 ７２７　ナ

万年筆で書ける楽しいゆる文字 　宇田川　一美∥著 ７２８　ウ

筆ペンで書くゆる文字 　宇田川　一美∥著 ７２８　ウ

美しい毛筆年賀状 　鎌田　悠紀子∥編 ７２８　ウ

手作りがうれしい木版画年賀状 　原田　裕子∥著 ７３３　ハ

消しゴム＆ゴム板はんこ 　しろたえ∥著 ７３６　シ

カッター１本でＯＫ！はじめての消しゴムはんこ 　立澤　あさみ∥著 ７３６　タ

またまた、消しゴムはんこ。 　津久井　智子∥著 ７３６　ツ

消しゴムはんこ。 　津久井　智子∥著 ７３６　ツ

消しゴムで年賀状 　深沢　紅爐∥著 ７３６　フ

【児童書】

書名 著者名 請求記号

和服がわかる本 　こどもくらぶ∥編 ３８０　シ

日本のしきたり絵事典 　深光　富士男∥著 ３８０　タ

ちがいがわかるとおもしろい！東日本と西日本　１ 　岡部　敬史∥編著 ３８２　オ　１

十二支えほん 　谷山　彩子∥作 ３８２　タ

楽しく遊ぶ学ぶにっぽんの図鑑 　藤森　裕治∥監修 ３８２　タ

おくむらあやおふるさとの伝承料理
　　　　　　　　２　打ったり練ったりそばとうどん

　奥村　彪生∥文 ３８３　オ　２

おくむらあやおふるさとの伝承料理
　　　　　　　　　　１１　わくわくお正月とおもち

　奥村　彪生∥文 ３８３　オ　１１

日本のごはん 　銀城　康子∥文 ３８３　ギ

着物のえほん 　高野　紀子∥作 ３８３　タ

イラストでわかる日本の伝統行事・行事食 　谷田貝　公昭∥第１部監修 ３８６　イ

きせつの行事あそび 　 ３８６　キ

こどもきせつのぎょうじ絵じてん 　三省堂編修所∥編 ３８６　コ

行事のおはなし１２か月 　左近　蘭子∥作 ３８６　サ
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齋藤孝の覚えておきたい日本の行事 　齋藤　孝∥著 ３８６　サ

１２か月の行事のえほん 　新谷　尚紀∥監修 ３８６　ジ

ちびまる子ちゃんの春夏秋冬教室 　関根　健一∥著 ３８６　セ

伝統行事がわかる図鑑　４　冬のしきたり 　新谷　尚紀∥監修 ３８６　デ　４

日本の心を伝える年中行事事典 　野本　寛一∥編 ３８６　ニ

へえ！もっと知りたくなる日本の四季と行事　秋・冬 　小池　淳一∥監修 ３８６　ヘ　２

しめかざり 　森　須磨子∥文・絵 ３８６　モ

坂本廣子のつくろう！食べよう！行事食
　　　１　正月から桃の節句，３　月見から大みそか

　坂本　廣子∥著 ５９６　サ １，３

旬ってなに？　冬 　本多　京子∥監修 ５９６　シ　４

そばの絵本 　はっとり　たかし∥へん ５９６　ソ

もちの絵本 　えがわ　かずのり∥へん ５９６　モ

はじめての和食えほん　冬のごちそうつくろう 　柳原　尚之∥著 ５９６　ヤ

えんぎもん 　青山　友美∥作 Ｅ３　ア

えんぎがいい 　雨宮　尚子∥著 Ｅ３　ア

こたつ 　麻生　知子∥作 Ｅ３　ア

お正月がやってくる 　秋山　とも子∥作　絵 Ｅ３　ア

おしょうがつのかみさま 　おくはら　ゆめ∥作 Ｅ３　オ

十二支のお雑煮 　川端　誠∥作 Ｅ３　カ

開運えほん 　かんべ　あやこ∥作 Ｅ３　カ

ししにゃいとおしょうがつ 　澤野　秋文∥さく Ｅ３　サ

子どもばやしのお正月 　さげさか　のりこ∥作 Ｅ３　サ

もったいないことしてないかい？ 　真珠　まりこ∥作・絵 Ｅ３　シ

おしょうがつおめでとうはじまりの日！ 　ますだ　ゆうこ∥作 Ｅ３　タ

じょやのかね 　とうごう　なりさ∥さく Ｅ３　ト

おばあちゃんのななくさがゆ 　野村　たかあき∥作　絵 Ｅ３　ノ

十二支のおもちつき 　すとう　あさえ∥さく Ｅ３　ハ

あけましてのごあいさつ 　すとう　あさえ∥ぶん Ｅ３　ハ

おせちさんはーい！ 　宮本　えつよし∥作　絵 Ｅ３　ミ

おぞうにくらべ 　宮野　聡子∥作 Ｅ３　ミ

十二支のしんねんかい 　みき　つきみ∥文 Ｅ３　ヤ

おしょうがつバス 　藤本　ともひこ∥作　絵 Ｅ５　フ

おもち！ 　石津　ちひろ∥文 Ｅ６　ム

十二支のどうぶつ小噺 　川端　誠∥作 Ｅ７　カ

おもちのかいすいよく 　苅田　澄子∥作 Ｅ９　ウ
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ゆきだるまとかがみもち 　林　木林∥作 Ｅ９　オ

おもちのかみさま 　かとう　まふみ∥著 Ｅ９　カ

ママのもちつき 　長崎　源之助∥文 Ｅ９　カ

十二支のおやこえほん 　高畠　純∥作 Ｅ９　タ

十二支のはじまり 　岩崎　京子∥文 Ｅ９　ニ
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