
■つくる
資料番号 請求記号 書名 著者名 出版者 出版年

003185017 594/ﾕﾒ 夢みるかわいい手づくり雑貨 1000の手芸 くりくり編集室∥編 二見書房 2013

001657447  594.2/ﾄｻ 基礎のステッチ 戸塚 貞子∥著 啓佑社 2003

000205238  594.8/ｲﾄ 楽しいアートフラワー入門 初めての方の副読本 飯田 倫子∥著 海竜社 1991

003374391  594.9 /ｱｻ はじめてのフラワーキャンドル 飾る灯す贈る 有瀧　聡美∥著 講談社 2014

003423168  594.9/ﾐﾅ
はじめての手織りレッスン
卓上織機の基本や糸の種類、織り方をわかりやすく解説 箕輪 直子∥著 誠文堂新光社 2015

002238359 704/ﾅﾖ イケメン美術館 中山 庸子∥著 原書房 2007

001345035 724/ｱｹ 仏さまが描ける写仏独習書 暮しの中の仏画との出会い 安達原 玄∥著 日貿出版社 2007

002920539 724/ｱｹ 新・写仏のすすめ あなた自身の御仏を描くための入門 安達原 玄∥著 日貿出版社 2012

002887277 725/ｱｱ はじめての色えんぴつ 24色で楽しく描ける 秋草 愛∥絵 主婦の友社 2011

002053106 736/ﾂﾄ 消しゴムはんこ。 つくるたのしみ、おすたのしみ 津久井 智子∥著 主婦の友社 2005

003271449 736/ﾐｽ たのしい。かわいい。消しゴムはんこ。 mizutama∥著 ブティック社 2010

001154630 743/ﾂｸ 一眼レフカメラ入門Q&A カメラがわかる!失敗写真がなくなる! 角田 国宏∥著 学研 2002

002760676 746/ｼﾕ 日本一やさしいデジタル写真をとことん楽しむ方法 滋野 由美∥講師 主婦の友社 2010

002947626 754/ｵﾏ

切り紙でつくる花の飾りもの
普通のおりがみでかんたんにできる
壁飾りやコサージュ、ドアチャームなどに使える、小さな花と大き
な花の立体切り紙

大原 まゆみ∥著 誠文堂新光社 2012

002754392 754/ﾁｸ はじめてのウォールステッカー かわいい、ちいさな、手づくり雑貨 CHIKU∥著 ビー・エヌ・エヌ新社 2010

820200122 K754/ﾋﾐ お菓子のパッケージで作ろう!エコなグッズ  エコ*おしゃれ 平田 美咲∥作 汐文社 2011

003237249 754/ﾏｽ
マスキングテープおしゃれワザ123
センスのいい人がなにげなくやっている m&m&m's∥著 講談社 2013

002242827 754/ﾔｶ
やさしい切り紙 折って、切って、開いてつくる
analog VOYAGER Analog VOYAGER 矢口 加奈子∥著 池田書店 2007

002625245 755/ﾊｼ はじめてのレザークラフト スタジオタッククリエイティブ 2009

003191437 759/ｳﾐ 羊毛で作るはじめての可愛いドール
ポーズが変えられる自立人形の作り方を写真付きで解説 ウエノ ミホコ∥著 河出書房新社 2012

000539834 759/ﾏｺ 孫と作って遊ぼう手作りおもちゃ なつかしい遊びがいっぱい! ブティック社 2001

003124623 K594/ﾃｴ はじめての編み物 道具を使って 寺西 恵里子∥作 汐文社 2012

003313239 K728/ｵﾔ 親子で学ぶはじめての書道 石飛 博光∥監修 NHK出版∥編 NHK出版 2014

002017404 K750/ﾊｼ はじめてのこうさくあそび ノニノコ∥著 のら書店 2005

■食事
資料番号 請求記号 書名 著者名 出版者 出版年

000755024  596.3/ｱｼ キッチンで簡単にできる燻製づくり入門 プロセス写真でくわしく解説 青木 純∥著 ブティック社 2011

000918610 596.6/ｵﾔ 親子でつくろう!簡単おやつBOOK イー　マザーズ　ネット∥著 メイツ出版 2002

001847058 596.6/ﾑﾕ オーブントースターかんたん手作りお菓子 村上 由美子∥著 西東社 2004

003381607 596/ｼﾋ ココナッツオイルのかんたんレシピ いつものごはんからおやつまで 白崎　裕子∥著 ＷＡＶＥ出版 2014

002166206 K596/ﾊｼ はじめてのテーブルマナー 親子でおさらい 松本 繁美∥指導 主婦の友社∥編 主婦の友社 2006

002345671 K596/ﾊｼ はじめての子ども料理 3歳から小学生の簡単おやつ&おかず ボンメルシィ!∥編著 ベネッセコーポレーション 2007

002335620 T596/ｼｵ 作ってあげたい彼ごはん  フードコーディネーター・SHIORIの人気ブログが本になりました SHIORI∥著 宝島社 2007

理想？目標？ 決まっている人も、決まっていない人も、2017年 新しい自分を創る、探す、発見
する。何かを始める 「一歩を」 中央図書館がお手伝いします。



■生活
資料番号 請求記号 書名 著者名 出版者 出版年

003376126 376/ｼﾔ 写真でわかるはじめての小学校生活
笹森　洋樹、冢田
三枝子、
栗山　八寿子∥編著

合同出版 2014

001584538 499/ｶﾘ アロマテラピーを楽しむ生活 ココロとカラダを癒す180のレシピ 加藤 理恵、市村 真納∥著 新星出版社 2003

000970273 499/ﾊﾌ ハーブとアロマの楽しみかた 香りでゆったりからだとこころ
ワーカーズ　コレクティ
ブ あんず∥著

ゆうエージェンシー 2001

002608073 592/ｲｴ 家のまわりを美しく整える本 DIYでスッキリ!きれい! 主婦と生活社 2009

003194785 592/ｲﾝ インテリアのペイント・テクニック・ブック 塗りの基本がよくわかる m+oss∥編 誠文堂新光社 2013

002932066 592/ｶﾝ
カンタンDIYブック 女子のための家具作り決定版
カワイイ!楽しい!使える!DIYで作るおしゃれな家具

DIY女子部∥監修 ネコ・パブリッシング 2012

000485054 594/ｶﾝ 簡単手づくりおなじみ素材でインテリア雑貨100 日本放送出版協会 1999

003152234 T407/ﾐﾉ 理系女子（リケジョ）的生き方のススメ 美馬　のゆり∥著 岩波書店 2012

■舞台芸術
資料番号 請求記号 書名 著者名 出版者 出版年

001085522 760/ﾎﾋ 3日でクラシック好きになる本 これだけは聴いておきたい名盤100枚 本間 ひろむ∥著 ベストセラーズ 2002

000471730 761/ｱｽ 何歳(いくつ)からでも楽譜は読める シニア音楽入門 相原 末治∥著 音楽之友社 2000

001364860 762/ｺﾚ これから聴きはじめる人のクラシック超入門 野沢 龍介∥監修 河出書房新社 2006

001351266 774/ﾄﾔ 歌舞伎のことば事典 富永　保子∥文 演劇出版社 2010

003314617 774/ﾔｸ 役者がわかる!演目がわかる!歌舞伎入門 犬丸 治∥監修 世界文化社 2014

000748342 775/ｲﾂ 一冊でわかるミュージカル作品ガイド100選 瀬川 昌久∥監修 成美堂出版 2001

002602251 775/ﾁｼ 知識ゼロからのミュージカル入門 塩田 明弘∥監修 幻冬舎 2009

002357349 779/ｼﾀ 孫もびっくり!大人のための練習いらずの簡単マジック 庄司 タカヒト∥著 あさ出版 2007

040020970 A576/ｳ 歌う筋肉“夢のヴォイストレーニングトレーニング”
１回１８分　まねるだけで脱音痴＆歌唱力アップ 弓場徹∥監修 ビクタ－・Ｅ． 2000

040033403 A576/ﾔ やさしい複音ハーモニカ・レッスン　１ 大石昌美 キングレコ－ド㈱ 1998

040047744 A690/ｵ 親子できこう  子ども落語集 ときそば・まんじゅうこわい 二
コロムビアミュー
ジック
エンタテインメント

2009

040069296 V433/ﾆ 日本舞踊　鑑賞入門１／ことばとふり ＮＨＫ日本の伝統芸能

講師：花柳　寿南海
／
司会：久迩　瑳代子
出演：中村　芝雀／
中村　児太郎

ＮＨＫ、ビクター　ＥＴ 1992

040084998 V371/ﾚ レ・ミゼラブル

監督：ジャン・ポー
ル・ル・シャノワ／
原作：ビクトル・
ユーゴー／
出演：ジャン・ギャ
バン,ダニエル・ド
ロレム

紀伊國屋書店 1999

■レクレーション
資料番号 請求記号 書名 著者名 出版者 出版年

002945937 782/ｲﾐ RUN女子入門 自分を変えるランニング 池田 美穂∥著 ディスカヴァー・トゥエンティワン 2011

003150597 782/ｷﾃ ウォーキングから始める50歳からのフルマラソン 金 哲彦∥著 講談社 2012

003228214 786/ｾﾘ 子どもと登るはじめての富士山 関 良一∥著 旬報社 2013

003342300 786/ﾂﾖ
強く美しい体をつくる登山エクササイズ
山でやせる!はじめてのフィットネス・トレッキング 体力アップ脂肪
燃焼

西田 育弘∥生理学監修
須藤 律子∥栄養学監修
山ジム研究会∥著

誠文堂新光社 2014

003239181 786/ﾖﾕ 一歩ずつの山歩き入門 山に憧れるすべての女性へ 四角 友里∥著 枻出版社 2013

002151820 K785/ｵﾔ 親子で楽しむはじめてのスイミング
セントラルスポーツ株
式会社∥監修
主婦の友社∥編

主婦の友社 2006

002978112 K796/ﾊﾌ 羽生善治のはじめて詰め将棋 動かす駒がすぐわかる! 羽生 善治∥監修 主婦の友インフォス情報社、主婦の友社 2012

001474164 T291/ｽｻ お散歩ブック Daily a walk Daily a walk 杉浦 さやか∥著 ベストセラーズ 1999

■言語・俳句
資料番号 請求記号 書名 著者名 出版者 出版年

000424018  911.3/ｸﾓ はじめての俳句づくり 五・七・五のたのしみ 黒田 杏子∥著 小学館 1997



003531172  911.3/ｻｻ はじめての連句 つくり方と楽しみ方 坂本 砂南、鈴木 半酔∥著 木魂社 2016

002646252 911.3/ｷﾖ 俳句、はじめました 岸本 葉子∥著
角川学芸出版、
角川グループパブリッ
シング

2010

002914567 911.3/ｸﾓ 俳句、はじめてみませんか 黒田 杏子∥著 学研パブリッシング、学研マーケティング 2012

000249694 911.3/ｸﾓ 今日からはじめる俳句 黒田 杏子∥著 小学館 1992

002106355 K834/ﾏﾝ マンガでわかる小学生のはじめての英語 みぢかな英語が1200語 中山 兼芳∥監修 世界文化社 2006

003456486 T900/ﾅｸ はじめての文学講義 読む・書く・味わう 中村 邦生∥著 岩波書店 2015

■学問
資料番号 請求記号 書名 著者名 出版者 出版年

002403008 410/ｷﾐ 女性のためのやさしい数学 実生活ですぐ役立つ! 木村 美紀∥著 秋山 仁∥監修 ブックマン社 2008

000380608 410/ｼﾖ いやでも楽しめる算数 清水 義範∥著 西原 理恵子∥え 講談社 2001

003242859 460/ｶﾖ 日曜日の自然観察入門 川上 洋一∥著 東京堂出版 2013

002386607 464/ﾀﾏ 文科系のためのDNA入門 武村 政春∥著 筑摩書房 2008

003349281 K100/ﾀｾ はじめての哲学 賢者たちは何を考えたのか? 竹田 青嗣∥著 PHP研究所 2014

003289713 K202/ｷﾃ はじめての考古学 菊池 徹夫∥著 朝日学生新聞社 2013

002154642 K781/ﾊｼ はじめてのくさばなあそび
グループ　コロンブス
∥著
吉田 奈美∥絵

のら書店 2006

001618139 T423/ﾐﾕ ころりん 楽知ん絵本 お茶の間仮説実験
宮地 祐司∥作 島野
公利∥
原案 小出 雅之∥絵

仮説社 2003

■おしゃれ
資料番号 請求記号 書名 著者名 出版者 出版年

003140832 595/ｵｳ おうちでできる!おんなの子のヘアアレンジ カンタン、かわいい通園スタイル マザーズホームケア∥監修 幻冬舎エデュケーション、幻冬舎 2012

002491827 595/ｵﾄ 大人髪アレンジ ひと目でわかる!自分でできる! 世界文化社 2008

■情報技術
資料番号 請求記号 書名 著者名 出版者 出版年

002834562 694/ｲﾏ 今さら聞けないiPhone & スマートフォン・Wi‐Fiの常識 トリプルウイン∥著 新星出版社 2011

003477321 746/ｸﾕ はじめての今さら聞けないスマホカメラ入門 桑名 由美∥著 秀和システム 2015

002385600 746/ｹﾀ ケータイカメラ活用術 写真ブログも楽々 NHK出版∥編 長友 啓典∥監修 日本放送出版協会 2008

003154530 746/ﾅﾖ iPhoneでいい写真を撮る魔法のテクニック
世界一愛されているデジカメiPhoneがもっと楽しくなる!

名鹿 祥史、本田 光一
∥写真 著
APPBANK∥監修

エクスナレッジ 2012

■栽培飼育
資料番号 請求記号 書名 著者名 出版者 出版年

000264734  594.8/ﾄｲ はじめての手づくり盆栽 豊島 伊都子∥著 日本ヴォーグ社 2000

003463025 620/ｶｱ はじめての園芸入門 ビジュアル版 金子 明人∥著 講談社 2015

003323832 626/ﾊｼ はじめてでもカンタン!おいしいベランダ野菜 小島 理恵∥監修 西東社 2014

002362609 K645/ｲﾐ はじめてのネコ 子どもにもよくわかる 井上 緑∥著 『猫の手帖』編集部∥編 どうぶつ出版 2007

002166485 K666/ﾔｺ はじめてのメダカ 子どもにもよくわかる 山崎 浩二∥写真　著 どうぶつ出版 2006

■文学
資料番号 請求記号 書名 著者名 出版者 出版年

002382628   /ﾐｺ パラダイス・クローズド 汀 こるもの∥著 講談社 2008

000735355  /ﾕﾊ/ 陰陽師 夢枕 獏∥著 文藝春秋 1988

001962258 B /ｱｼ 三毛猫ホームズの推理 赤川 次郎∥著 光文社 1985

003336532 B/ｺﾋ ST警視庁科学特捜班エピソード1 今野 敏∥著 講談社 2014

002874218 B/ｺﾋ 大江戸妖怪かわら版 1 香月 日輪∥著 講談社 2011

003413321 B/ｼﾘ 坂の上の雲 1 司馬 遼太郎∥著 文芸春秋 1999

002129133 E/ｱﾋ/オレンジ あらしのよるに 木村 裕一∥作 あべ 弘士∥絵 講談社 1994

002056385 E/ﾔﾀ あんぱんまん やなせ たかし∥作　絵 フレーベル館 1976



003196128 F/ﾎﾌ ニンジャスレイヤー ネオサイタマ炎上 1
ブラッドレー　ボンド、
フィリップ　N.モーゼズ
∥著

エンターブレイン、
角川グループパブリッ
シング

2012

001898507 K/ｱｿ らくだいにんじゃらんたろう 尼子 騒兵衛∥作　絵 ポプラ社 1991

002736420 K/ｿｺ はじめてのゆうき そうま こうへい∥作
タムラ フキコ∥絵 小峰書店 2010

002005969 K/ﾁﾙ 魔女とふしぎな指輪 ルース
チュウ∥作 日当 陽子
∥訳
たんじ あきこ∥絵

フレーベル館 2005

000012164 K/ﾅﾏ それいけズッコケ三人組 那須 正幹∥作 前川 かずお∥絵 ポプラ社 1978

002926167 K/ﾊﾕ かいけつゾロリのドラゴンたいじ 原 ゆたか∥さく　え ポプラ社 1987

001197260 K/ﾌﾏ まじょ子どんな子ふしぎな子 藤 真知子∥作 ゆーち みえこ∥絵 ポプラ社 1985

001963960 K/ﾌﾐ IQ探偵ムー そして、彼女はやってきた。 深沢 美潮∥作 山田 J太∥画 ジャイブ 2004

003518589 K/ﾐﾏ お願い!フェアリー♥ 1 みずの まい∥作 カタノ トモコ∥絵 ポプラ社 2010

001296240 L/ｲｼ 鬼平犯科帳 1-1 池波 正太郎∥著 2005

003304210 M/ｺﾕ 坂道のアポロン 1 小玉 ユキ∥著 小学館 2008

003116481 M/ﾃｵ 火の鳥 1 手塚 治虫∥著 角川書店 1992

002164319 M/ﾐｼ 墓場鬼太郎 1 水木 しげる∥作 角川書店 2006

001214394 M/ﾓﾝ ルパン三世 1 モンキー　パンチ∥著 中央公論社 1998

001216771 M/ﾖﾐ 三国志 1 横山 光輝∥著 潮出版社 1990

003366745 TB/ｶﾝ 艦隊これくしょん-艦これ- 陽炎、抜錨します! [1] 築地 俊彦∥著 KADOKAWA 2013

002870293 TB/ﾌﾂ 俺の妹がこんなに可愛いわけがない [1] 伏見 つかさ∥[著]

アスキー・メディアワー
クス、
角川グループパブリッ
シング

2008

■その他
資料番号 請求記号 書名 著者名 出版者 出版年

003356230 210.2 /ｺｱ はじめての土偶
譽田 亜紀子∥
取材

世界文化社 2014

002520960 451/ﾀﾔ すごい空の見つけかた [1] 武田 康男∥写真　文 草思社 2009

003562729 B185/ｲﾓ はじめての古寺歩き 井沢 元彦∥著 KADOKAWA 2016

002717096 T369/ﾀﾕ 幸せを届けるボランティア不幸を招くボランティア 田中 優∥著 河出書房新社 2010

040066008 V501/ﾄ 図書館の達人１　図書館の機能

監修：日本図書館協会
利用者教育臨時委員
会
ナレーター：堂ノ脇　恭
子／出演：四谷　淳、
水野　ゆふ

紀伊國屋書店 1992

040065976 V501/ﾄ 新・図書館の達人　１／情報基地への招待

監修：日本図書館協会
／
協力：青年団
出演：角舘　玲奈、石
神　昌美

紀伊國屋書店 1998

040060882 V537/ｼ 手話ソングでともだちになるために／はじめの一歩
企画：ＴＤＫコア／
出演：新沢　よしひこ、
中野　佐世子

ＴＤＫコア 2002

040069400 V537/ﾐ みんなの手話　入門編　第１巻／はじめまして

協力：貞広　邦彦、
案内役：西村　知美
出演：石原　茂樹、岩
田　恵子

ＮＨＫ　ＳＷ 1995


