
資　料　名 著者名 出版社名 分類番号

1 フードを包む 福田　里香 柴田書店 358.9 ﾌ

2 結ぶ。包む。おくる。 日高　麻由美 講談社 385.9 ﾋ

4 こどもとはじめる季節の行事 織田　忍 自由国民社 386.1 ｵ

5 家庭画報のお正月しきたりと料理 世界文化社 386.1 ｶ

6 和のしきたり 新谷　尚紀／監修 日本文芸社 386.1 ﾜ

7 医者が考案した「長生きみそ汁」 小林　弘幸 アスコム 498.5 ｺ

8 女子のための冷えとりレシピ 庄司　いずみ マーブルトロン 498.5 ｼ

9 にんたまジャムで作る免疫力スープ 村上　祥子 ブックマン社 498.5 ﾑ

10 日本酒の知識蔵 枻出版社 588.5 ﾆ

11 ひと目でわかる―きもの用語の基本 世界文化社 593.1 ﾋ

12 帯の常識と帯結び 世界文化社 593.8 ｵ

13 キャンドル・レッスン 笹本　道子 誠文堂新光社 594.0 ｻ

14 基礎がわかる！羊毛フェルトで作るおままごと 寺西　恵里子 日東書院本社 594.0 ﾃ

15 福を招く干支のお針仕事 日本ヴォーグ社 594.0 ﾌ

16 あったかわいい手編みのざぶとん 主婦と生活社 594.3 ｱ

17 手編みのてぶくろ 嶋田　俊之 文化学園文化出版局 594.3 ｼ

18 はじめての手編み１年中楽しめるハッピークリスマス100 アップルミンツ 594.3 ﾊ

19 まいにちの鍋 青山　有紀 主婦と生活社 596.0 ｱ

20 基本調味料で作る鍋 市瀬　悦子 主婦と生活社 596.0 ｲ

21 おいしくて大満足！減塩＆低カロリーのダイエット鍋 今泉　久美 文化学園文化出版局 596.0 ｲ

22 ちょっと不調を感じたときのスープとドリンク 石澤　清美 誠文堂新光社 596.0 ｲ

23 簡単！らくうま！鍋レシピ 植松　良枝 枻出版社 596.0 ｳ

24 一度にたくさん作るからおいしい煮込み料理 上島　亜紀 成美堂出版 596.0 ｶ

25 クノールカップスープアレンジレシピ 味の素株式会社　監修 新星出版社 596.0 ｸ

26 おいしい圧力鍋おかず 瀬尾　幸子 池田書店 596.0 ｾ

27 絶対食べたい！ごちそう鍋レシピ74 夏梅　美智子 朝日新聞出版 596.0 ｾﾞ

28 こうじ甘酒レシピ作りおき 伏木　暢顕 小学館 596.0 ﾌ

29 少し仕込んでじっくり煮込む鍋まかせレシピ 渡辺　麻紀 学研パブリッシング 596.0 ﾜ



30 おもち 入江　亮子 成美堂出版 596.3 ｵ

31 冷凍・冷蔵ワザで詰めるだけ！らくらくおせち作り 岩崎　啓子 ルックナゥ 596.4 ｲ

32 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 成美堂出版 596.4 ｳ

33 おいしい「お茶」の教科書 大森　正司 PHP研究所 596.7 ｵ

34 紅茶の事典 成美堂出版編集部　編 成美堂出版 596.7 ｺ

35 空の上で本当にあった心温まる物語 三枝　理枝子 あさ出版 687.0 ｻ

36 切り絵でつくる百人一首 谷　知子 誠文堂新光社 726.9 ｷ

37 押して描く！消しゴムはんこ 田口　奈津子 日本文芸社 736.0 ﾀ

38 消しゴムはんこ。で年賀状 津久井　智子 大和書房 736.0 ﾂ

39 気持ちを贈るギフト切り紙 大原　まゆみ 日貿出版社 754.9 ｵ

40 心を整える。 長谷部　誠 幻冬舎 783.4 ﾊ／Y783 ﾊ

41 ツバキ文具店 小川　糸 幻冬舎 F ｵｶﾞ

42 博士の愛した数式 小川　洋子 新潮社 BF ｵｶﾞ

43 コーヒーが冷めないうちに 川口　俊和 サンマーク出版 F ｶﾜ

44 この嘘がばれないうちに 川口　俊和 サンマーク出版 F ｶﾜ

45 ぐつぐつ、お鍋 阿川　佐和子 河出書房新社 914.6 ｸﾞﾂ

46 ３４丁目の奇跡 ヴァレンタイン・デイヴィス あすなろ書房 933.7 ﾃﾞｲ

47 みんなでつくる―ふゆのかざりもの きうち　かつ 福音館書店 K750 ｷ

48 犬と私の１０の約束 さとうまきこ ポプラ社 K913 ｻﾄ

49 こうさぎのかるたつくり 森山　京 小峰書店 K913 ﾓﾘ

50 クリスマスキャロル ディケンズ 講談社 K933 ﾃﾞ

51 桜大の不思議の森 香月　日輪 徳間書店 Y913 ｺｳ

52 びんぼうがみとふくのかみ 富安　陽子 小学館 E ｲ

53 はつてんじん 川端　誠 クレヨンハウス E ｶ

54 みんなでもちつき 菊池　日出夫 福音館書店 E ｷ

55 まどからおくりもの 五味　太郎 偕成社 E ｺﾞ

56 クリスマスのおかいもの たしろ　ちさと 講談社 E ﾀ

57 十二支のおもちつき すとう　あさえ 童心社 E ﾊ

58 いろはのかるた奉行 長谷川　義史 講談社 E ﾊ


