
書名 著者名 出版年 出版者 請求記号

1 宿坊さんぽ 上大岡 トメ∥著 2015.2 KADOKAWA      186     /ｼ             

2 まんだら絵解き図鑑 大角 修∥文 2015.6 双葉社      186.8   /ｵ             

3 みるみるつながる仏像図鑑 三宅 久雄∥監修 2019.6 誠文堂新光社      186.8   /ﾐ             

4 御朱印でめぐる京都の古寺 『地球の歩き方』編集室∥著 2016.11 ダイヤモンド・ビッグ社      186.9   /ｺﾞ        

5 神谷町オープンテラスのおもてなしお寺スイーツ12カ月 木原 祐健∥著 2020.2 河出書房新社      188.7   /ｷ             

6 身体(からだ)と心が美しくなる禅の作法 星覚∥著 2012.3 主婦の友社      188.8   /ｾ             

7 戦国武将を癒やした温泉 上永 哲矢∥著 2021.11 天夢人      291.0   /ｳ             

8 地図でみる城下町 野間 晴雄∥編 2020.3 海青社      291.0   /ﾁ             

9 美しい和菓子の図鑑 青木 直己∥監修 2021.5 二見書房      383.8   /ｳ             

10 おにぎりの文化史 横浜市歴史博物館∥監修 2019.4 河出書房新社      383.8   /ｵ             

11 47都道府県・和菓子/郷土菓子百科 亀井 千歩子∥著 2016.1 丸善出版      383.8   /ｶ             

12 ようかん 虎屋文庫∥著 2019.10 新潮社      383.8   /ﾖ             

13 しばわんこ和のお道具箱 川浦 良枝∥絵と文 2009.9 白泉社      383.9   /ｶ             

14 折形 内野 敏子∥著 2017.3 文化学園文化出版局      385.9   /ｳ             

15 着物のマナーお手本帖 五藤 禮子∥監修 2008.10 成美堂出版      385.9   /ｷ             

16 はじめてのふろしき 久保村 正高∥監修 2016.10 主婦の友社      385.9   /ﾊ             

17 自然のめぐみを楽しむ昔ながらの和の行事 石坂 昌子∥著 2010.11 家の光協会      386.1   /ｲ             

18 しばわんこの和のこころ 川浦 良枝∥絵と文 2002.1 白泉社      386.1   /ｶ             

19 しばわんこの和のこころ  2 川浦 良枝∥絵と文 2002.12 白泉社      386.1   /ｶ   /2  

20 しばわんこの今日は佳き日 川浦 良枝∥絵と文 2005.9 白泉社      386.1   /ｶ             

21 地歌舞伎を見に行こう 2017.2 産業編集センター      386.8   /ｼﾞ      

22 みそ玉 村上 祥子∥著 2019.2 永岡書店      498.5   /ﾑ             

23 美しい茅葺き 城 信介∥著 2019.5 日本写真企画      521.8   /ｼﾞ      

24 ヘンテコ城めぐり 長谷川 ヨシテル∥著 2020.1 柏書房      521.8   /ﾊ             

25 今日から歩ける!超入門山城へGO! 萩原 さちこ∥著 2014.12 学研パブリッシング      521.8   /ﾊ             

26 名城の石垣図鑑 小和田 哲男∥監修 2020.7 二見書房      521.8   /ﾒ             

27 和風住宅  23 2018.7 新建新聞社住生活メディア事業部      527     /ﾜ   /23  

28 ポリ袋で簡単、おいしいはじめてのみそ作り  真藤 舞衣子∥著 2021.1 立東舎      588.6   /ｼ             

29 醬油手帖 杉村 啓∥著 2014.3 河出書房新社      588.6   /ｽ             

30 柄で彩る畳縁の小もの 2021.1 日本ヴォーグ社      594     /ｶﾞ            

31 畳縁ハンドメイドBOOK 2018.1 日本ヴォーグ社      594     /ﾀ             

32 ちりめんと古布でつくる和のお飾り 2016.1 ブティック社      594     /ﾁ             

33 花のちりめん細工とつるし飾り 矢島 佳津美∥著 2021.2 日本文芸社      594     /ﾔ             

34 かぎ針編みのおざぶとかご 2021.11 NHK出版      594.3   /ｶ             

35 かぎ針で編む足袋ソックス&ぞうり 2017.4 アップルミンツ      594.3   /ｶ             

36 3時間でできるかごバッグ 貝塚 なおこ∥著 2020.5 主婦と生活社      594.3   /ｶ             

37 和食いちねんせい 検見崎 聡美∥著 2014.9 日本文芸社      596.2   /ｹ             

38 「てんぷら近藤」主人のやさしく教える天ぷらのきほん近藤 文夫∥著 2017.9 世界文化社      596.2   /ｺ             

39 登紀子ばぁばの70年つくり続けてきた私の味 鈴木 登紀子∥著 2016.12 NHK出版      596.2   /ｽ             

40 日本料理店のだし図鑑 柴田書店∥編 2016.5 柴田書店      596.2   /ﾆ             

41 割合で覚える野菜の和食 村田 吉弘∥著 2015.11 NHK出版      596.2   /ﾑ             

42 週末禅僧ごはん 吉村 昇洋∥著 2014.5 主婦と生活社      596.2   /ﾖ             

43 味つけご飯とおみおつけ 重信 初江∥著 2020.8 東京書籍      596.3   /ｼ             

44 簡単にはじめるぬか漬けの教科書 塩山 奈央∥著 2019.6 世界文化社      596.3   /ｼ             

45 農家が教えるもち百珍 農文協∥編 2017.11 農山漁村文化協会      596.3   /ﾉ             

46 農家が教える梅づくし 農文協∥編 2018.2 農山漁村文化協会      596.3   /ﾉ             

47 あんこのことがすべてわかる本 芝崎 本実∥あんこ事典監修 2016.11 誠文堂新光社      596.6   /ｱ             

48 はじめて作る和菓子のいろは 宇佐美 桂子∥著 2015.3 世界文化社      596.6   /ｳ             

49 全国もなかぼん オガワ カオリ∥著 2018.10 書肆侃侃房      596.6   /ｵ             

50 おうちで作れる野菜の和菓子 勝木 友香∥著 2019.9 マイナビ出版      596.6   /ｶ             
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51 香り豊かな茶葉でおいしい至福のスイーツ 坂田 阿希子∥[ほか著] 2020.11 家の光協会      596.6   /ｶ             

52 初めて作るかわいい練りきり和菓子 川嶋 紀子∥著 2018.1 産業編集センター      596.6   /ｶ             

53 あたらしくておいしい和のおかし 黒岩 典子∥著 2017.5 世界文化社      596.6   /ｸ             

54 城下町に銘菓あり 玉井 恵∥著 2014.11 玄光社      596.6   /ﾀ             

55 寺田本家発酵カフェの甘酒・酒粕・麴のやさしいおやつ 寺田 聡美∥著 2021.12 家の光協会      596.6   /ﾃ             

56 透明和菓子ごよみ 鳥居 満智栄∥著 2021.6 淡交社      596.6   /ﾄ             

57 たのしいあんこの本 なかしま しほ∥著 2017.11 主婦と生活社      596.6   /ﾅ             

58 ニッポン全国和菓子の食べある記 畑 主税∥著 2017.11 誠文堂新光社      596.6   /ﾊ             

59 アメリカからやってきた、みんなで作るおもち、大福、おだんごの本Kaori Becker∥著 2021.3 オライリー・ジャパン      596.6   /ﾍﾞ        

60 ほうじ茶のお菓子 本間 節子∥著 2019.11 主婦の友社      596.6   /ﾎ             

61 電子レンジでつくる12か月の和菓子 松井 ミチル∥著 2014.11 PHP研究所      596.6   /ﾏ             

62 あんこのおやつ 森崎 繭香∥著 2015.12 誠文堂新光社      596.6   /ﾓ             

63 森のおはぎとあんこのおやつ 森 百合子∥著 2015.4 家の光協会      596.6   /ﾓ             

64 米粉で作るうれしい和のおやつ 森崎 繭香∥著 2019.1 立東舎      596.6   /ﾓ             

65 全国お米のこだわり銘柄事典 日本食糧新聞社∥編 2018.4 日本食糧新聞社      616.2   /ｾﾞ        

66 和風の庭百科 2019.11 ブティック社      629.7   /ﾜ             

67 銭湯図解 塩谷 歩波∥著 2019.2 中央公論新社      673.9   /ｴ             

68 かわいい妖怪画 湯本 豪一∥著 2015.8 東京美術      721     /ﾕ             

69 かわいい絵巻 上野 友愛∥著 2015.5 東京美術      721.2   /ｳ             

70 鳥獣戯画のすべて 上野 憲示∥監修 2021.3 宝島社      721.2   /ﾁ             

71 かわいい禅画 矢島 新∥著 2016.5 東京美術      721.7   /ﾊ             

72 現代感覚で楽しむ水墨画画材と技法のヒント 根岸 嘉一郎∥著 2018.1 日貿出版社      724.1   /ﾈ             

73 一筆画で描く小さな花の四季 水野 彩月∥著 2018.11 日貿出版社      724.1   /ﾐ             

74 日本画ワークショップ 山田 久美子∥著 2016.8 マガジンランド      724.1   /ﾔ             

75 こざる温泉 福田 幸広∥写真 2017.1 日経ナショナルジオグラフィック社     748     /ﾌ             

76 樹脂粘土でつくるころんと可愛い和菓子アクセサリー desicco∥著 2016.1 日東書院本社      751.4   /ｼﾞ        

77 日本のかご 小澤 典代∥著 2012.9 新潮社      754     /ｵ             

78 籐で作るかごバッグ、かご雑貨 堀川 波∥著 2021.5 誠文堂新光社      754.6   /ﾎ             

79 アンティーク着物地でつくるかわいい布箱&雑貨 大野 らふ∥著 2020.8 河出書房新社      754.9   /ｵ             

80 100年後も伝えたい伝統折り紙 小林 一夫∥著 2019.9 日東書院本社      754.9   /ｺ             

81 あっぱれ折り紙 フチモト ムネジ∥著 2019.12 エムディエヌコーポレーション      754.9   /ﾌ             

82 変り兜 橋本 麻里∥著 2013.9 新潮社      756.7   /ﾊ             

93 知識ゼロからの骨董・アンティーク入門 岩崎 紘昌∥著 2020.7 幻冬舎      756.8   /ｲ             

84 昭和ドールハウス 戸塚 恵子∥著 2008.8 河出書房新社      759     /ﾄ             

85 はじめましての郷土玩具 甲斐 みのり∥著 2015.3 グラフィック社      759.9   /ｶ             

86 こけし図譜 佐々木 一澄∥絵と文 2020.1 誠文堂新光社      759.9   /ｻ             

87 DARUMA BOOK COCHAE∥著 2013.11 青幻舎      759.9   /ﾀﾞ        

88 雅楽のひみつ 日本雅樂會∥監修 2021.5 メイツユニバーサルコンテンツ      768.2   /ｶﾞ       

89 文楽へようこそ 桐竹 勘十郎∥著 2014.4 小学館      777.1   /ｷ             

90 能のふるさと散歩 岩田 アキラ∥写真　文 2020.5 檜書店      773     /ｲ             

91 しばわんこの和のおけいこ 川浦 良枝∥絵と文 2008.7 白泉社      790     /ｶ             

92 茶の仕覆と袋もの 大澤 実千世∥著 2020.2 淡交社      791.5   /ｵ             

93 ビフォー・アフターでわかる初心者のための茶花の入れ方 小澤 宗誠∥著 2018.6 淡交社      791.6   /ｵ             

94 京都茶庭拝見 水野 克比古∥著 2013.6 光村推古書院      791.6   /ﾐ             

95 茶席の和菓子帖 千 和加子∥監修 2018.7 世界文化社      791.7   /ﾁ             

96 はじめて茶会に招かれました。 淡交社編集局∥編 2016.12 淡交社      791.7   /ﾊ             

97 もしも茶会のお詰をつとめることになったら。 小澤 宗誠∥監修 2020.4 淡交社      791.7   /ﾓ             

98 百花帖 雨宮 ゆか∥著 2021.10 エクスナレッジ      793     /ｱ             

99 ミニ枯山水の世界 枡野 俊明∥著 2019.1 家の光協会      793.9   /ﾏ             

100 お～い俳句 伊藤園∥編 2015.7 マガジンハウス      911.3   /ｵ             
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