
　一般図書

請求記号 タイトル 人名 出版者

175 ｾﾞ 全部わかる神社ガイド 岸川　雅範／監修 成美堂出版

175.97 ｺﾞ 御朱印でめぐる山陰山陽の神社 地球の歩き方編集室／編集 地球の歩き方

176 ﾁ 知識ゼロからのお参り入門 茂木　貞純／監修 幻冬舎

176.8 ｶ ニッポンのおみくじ 鏑木　麻矢／著 グラフィック社

176.8 ﾋ 神さまの声をきくおみくじのヒミツ 平野　多恵／著 河出書房新社

376.15 ﾜ わくわくクリスマス デコレーション&シアター ポット編集部／編 チャイルド本社

385.93 ﾀ 親子で楽しむ12カ月のキッズイベント 辰元　草子／著 講談社

385.97 ｵ 雑貨&フードラッピングブック オギハラ　ナミ／著 誠文堂新光社

385.97 ﾊ 和風ラッピング・レッスン 長谷　恵／著 誠文堂新光社

385.97 ﾐ minneラッピングアイデアブック GMOペパボ株式会社minne事業部／監修 小学館集英社プロダクション

385.97 ﾐ 大人かわいいラッピング 宮岡　宏会／著 主婦と生活社

386.1 ｽ しめ飾り造形とその技法 鈴木　安一郎／著 誠文堂新光社

386.38 ｲ イェンセン家のクリスマス イェンス・イェンセン／著 文藝春秋

387 ｶ ふくもの 上大岡　トメ／著 小学館

387 ﾆ 日本のお守り 畑野　栄三／監修 池田書店

594 ｸ クリスマスとお正月飾り 日本ヴォーグ社

594 ｸ クリスマスのハンドメイドBOOK ブティック社

594 ｻ キャンドル・レッスン 笹本　道子／著 誠文堂新光社

594 ﾃ 手づくりクリスマスBOOK パッチワーク通信社

594.3 ｸ クリスマスモチーフ&オーナメント 武蔵野：アップルミンツ

年末年始に役立つ本

展示場所：熊毛図書館　玄関横



594.9 ﾓ ハレの日をむすぶめでたづくしの水引 森田　江里子／[著] ブティック社

596 ｲ 日曜日に楽しむ「そば打ち」 井上　明／[著] エクスナレッジ

596 ｲ 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／著 ルックナゥ

596 ｳ 美しいおせちとおもてなし正月料理 主婦の友社／編 主婦の友社

596 ｵ 12月31日だけでできるおせち 太田　静栄／[著] 枻出版社

596 ｸ 26 haru_mi　vol.26(2013冬) 栗原　はるみ／[著] 扶桑社

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 扶桑社

596 ｻ こどもと楽しむにほんの行事ごはん 境野　米子／著 学陽書房

596 ｼ 初心者でもつくれるプレミアム料理 NHK出版

596 ﾀ おせち基本帳 爲後　喜光／著 家の光協会

596 ﾃ 定番おせちとお祝い料理 世界文化社

596 ﾋ 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] 枻出版社

596 ﾌ 藤井さんちのおいしいおせちとお正月のごちそう 藤井　恵／著 主婦と生活社

596.21 ﾏ 雑煮365日 松本　栄文／著 NHK出版

596.4 ｵ お正月料理と鍋 オレンジページ

596.4 ｶ 「賛否両論」おせちの本完全版 笠原　将弘／著 KADOKAWA

596.4 ﾂ 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 朝日新聞出版

596.4 ﾊﾞ センスがよいとほめられるおもてなしレシピ 馬場　香織／著 主婦の友社

596.4 ﾕ 3皿で、おもてなし 行正　り香／著 小学館

597.5 ｳ 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

大和書房

597.5 ｺ 毎日がときめく片づけの魔法 近藤　麻理恵／著 サンマーク出版

597.5 ｼ 収納王子コジマジックの魔法のかたづけ術 収納王子コジマジック／著 アスペクト

597.5 ﾅ 世界一親切な片づけの教科書 長島　ゆか／著 KADOKAWA

597.5 ﾔ これならできる断捨離10のレッスン やました　ひでこ／著・監修 金沢：北國新聞社出版局

597.5 ﾔ ひと目でわかる断捨離入門 やました　ひでこ／監修 マキノ出版



597.5 ﾖ ラクするための片づけルール 吉川　永里子／著 ワニブックス

597.9 ｱ セスキプラスαでピカピカ!激落ち掃除術 赤星　たみこ／講師 NHK出版

597.9 ｲ 手作り洗剤レシピ 岩尾　明子／著 日本放送出版協会

597.9 ｲ 汚部屋がピカピカになると世界が変わる!業者の㊙家そうじ 入江　慎也／著 主婦の友社

597.9 ｳ ウイルス・カビ毒から身を守る! 松本　忠男／監修 扶桑社

597.9 ｴ
エッセで人気の「家じゅうキレイ!プロの掃除&洗濯ワザ」を一
冊にまとめました

扶桑社

597.9 ｵ おそうじ&お洗濯の便利帖 晋遊舎

597.9 ｵ やみつき掃除術 お掃除職人きよきよ／著 SBクリエイティブ

597.9 ｵ 19 おそうじ&お洗濯大百科　2019 晋遊舎

597.9 ｶ 神さまがやどるお掃除の本 きさいち　登志子／監修 永岡書店

597.9 ｼ 自然派おそうじの基本と習慣 文化出版局／編 文化出版局

597.9 ｾ 世界一のカリスマ清掃員が教える予防そうじで毎日キレイ 新津　春子／監修 コスミック出版

597.9 ﾅ ナチュラル洗剤でちょこっとピカピカ掃除! 世界文化社

597.9 ﾋ 子供とペットとスッキリ暮らす掃除術 東　いづみ／著 KADOKAWA

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 幻冬舎

597.9 ﾓ 落ちない汚れをラクに落とす掃除術 茂木　和哉／著 主婦と生活社

597.9 ﾓ ナチュラルおそうじ大全 本橋　ひろえ／著 主婦の友社

597.9 ﾔ
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 青春出版社

627 ｻ クリスマスリース 斎藤　勝子／制作・監修 辰巳出版

627.9 ﾃ 手作りのクリスマス・デコレーション ブティック社

724 ｵ おしゃれな和の年賀状 日貿出版社／編 日貿出版社

724 ﾊ 絵手紙入門 花城　祐子／著 誠文堂新光社

724.1 ｽ 水墨画・干支の図案集 日貿出版社／編 日貿出版社

724.1 ﾓ ひと味ちがう筆遊びの年賀状 森　千景／著 日貿出版社

728 ｳ ねずみ年のゆる文字年賀状 宇田川　一美／著 誠文堂新光社



728 ｳ 筆ペンで書くゆる文字季節のあいさつ 宇田川　一美／著 誠文堂新光社

728 ｻ 文字アートの年賀状 さとだて　ゆめこ／著 日貿出版社

736 ｹ 消しゴムはんこ大全集 ブティック社

736 ﾀ 十二支の消しゴムスタンプ年賀状 立澤　あさみ／著 マール社

736 ﾀ 365日かわいく使える消しゴムはんこ決定版 田口　奈津子／[著] ブティック社

736 ﾀ 押して描く!消しゴムはんこ 田口　奈津子／著 日本文芸社

736 ﾂ 消しゴムはんこ。で年賀状 津久井　智子／著 大和書房

750 ｺ まるごとクリスマススペシャル コダシマ　アコ／著 京都：かもがわ出版

754 ｵ 2 おりがみでクリスマス　2 日本折紙協会

754 ｵ 3 おりがみでクリスマス　3 日本折紙協会

754.9 ｵ おりがみでクリスマス 日本折紙協会／編集 日本折紙協会

　児童図書

請求記号 タイトル 人名 出版者

145 ﾄ トリックアートサンタクロース 北岡　明佳／監修 あかね書房

145 ﾄ トリックアートクリスマス 北岡　明佳／監修 あかね書房

385 ﾀ 手づくりで楽しむパーティーブック 高野　あや／作・絵 福音館書店

386 ｳ メリークリスマス R.B.ウィルソン／文 神戸：BL出版

386 ｸ クリスマス事典 国際機関日本サンタピア委員会／監修 あすなろ書房

386 ｸ クリスマス バーバラ・クーニー／さく 長崎出版

750 ｲ クリスマス・正月の工作図鑑 岩藤　しおい／著 いかだ社

908 ﾆ 7 21世紀版少年少女世界文学館　7 井上　靖／企画編集 講談社

908 ﾒ 名作で読むクリスマス 青い鳥文庫編集部／編 講談社

91 ｱ ルルとララのクリスマス あんびる　やすこ／作・絵 岩崎書店

91 ｱ 8 夢みるポプリと三人の魔女 あんびる　やすこ／作・絵 ポプラ社



91 ｲ 10 黒魔女さんが通る!!　part10 石崎　洋司／作 講談社

91 ｶ おばけのアッチねんねんねんね 角野　栄子／さく ポプラ社

91 ｶ 6 こぐまのクーク物語　6 かさい　まり／作　絵 角川書店

91 ｻ クリスマスがちかづくと 斉藤　倫／作 福音館書店

91 ﾄ サラとピンキー サンタの国へ行く 富安　陽子／作・絵 講談社

91 ﾄ ぼくの、ミギ 戸森　しるこ／作 講談社

91 ﾅ クリスマスクッキングふしぎなクッキーガール 梨屋　アリエ／作 講談社

91 ﾅ 8 コロッケ探偵団　8 那須　正幹／作 小峰書店

91 ﾊ パパイアひめのクリスマス・パーティー 早川　真知子／作 文渓堂

913 ｶ モンスター・ホテルでクリスマス 柏葉　幸子／作 小峰書店

913 ｿ ぼくらのメリー・クリスマス 宗田　理／作 KADOKAWA

913 ﾀ おてつだいねこのクリスマス 竹下　文子／作 小学館

93 ｱ クリスマスの天使 アヴィ／作 講談社

93 ｷ とびきりすてきなクリスマス リー・キングマン／作 岩波書店

93 ｸ くまのプーさんクリスマスのおはなし ブルース・トーキントン／文 講談社

93 ｸ クリスマスのりんご ルース・ソーヤー／ほか文 福音館書店

93 ﾃﾞ サンタクロースのはるやすみ ロジャー・デュボアザン／ぶん・え 大日本図書

93 ﾃﾞ クリスマス・キャロル ディケンズ／作 岩波書店

933 ﾎﾞ ピーターラビットのクリスマス レイチェル・ボーデン／文 文化学園文化出版局

933 ﾛ クリスマス・ピッグ J.K.ローリング／著 静山社

94 ｸ くるみわり人形 ホフマン／原作 講談社

94 ﾍ 思いがけない贈り物 エヴァ・ヘラー／作 講談社

94 ﾎ くるみわり人形 E.T.A.ホフマン／作 ほるぷ出版

943 ｼ シモンとクリスマスねこ レギーネ・シントラー／ぶん 福音館書店

949 ﾘ クリスマスをまつリサベット アストリッド・リンドグレーン／作 岩波書店

95 ﾐ サンタの最後のおくりもの マリー=オード・ミュライユ／作 徳間書店



98 ﾛ クリスマスのあかり レンカ・ロジノフスカー／作 福音館書店

993 ｸ クリスマスの小屋 ルース・ソーヤー／再話 福音館書店

　AV資料

請求記号 タイトル 人名 出版者

CD R0 ｸﾘ クリスマス名曲集 小学館

CD W1 ﾐﾝ みんなでうたおうメリー・クリスマス 日本クラウン

CD W1 ﾒﾘ メリー・クリスマス 日本クラウン

CD W1 ﾖｲ よいこのたのしいクリスマス キングレコード

CD Y1 ﾉﾗ クリスマス・ポップス・イン・ジャパン ノーランズ テイチクレコード

CD Y1 ﾎｼ 星降る夜のクリスマス ポリスター

CD Y1 ﾐﾁ サンタが街にやってくる ミッチ・ミラー合唱団／唄 ＣＢＳソニー

CD Y10 ｸﾘ クリスマス・ドリーミング ファースト・コール／ほか歌
ソニー・ミュージックエンタ
テインメント

CD Y2 ﾒﾘ メリー・クリスマス・フロム・モータウン ビクター

CD Y6 ｽｳ E Sweet Yuming Date 松任谷　由実／歌 ビクター

CD Y6 ｽｽﾞ E星のシンフォニー　クリスマス 鈴木邦彦とベルシンフォニー／演奏 テイチク

CD Y6 ｽﾇ E スヌーピーのクリスマス [東京]：King Record

CD Y9 ｱｶﾞ COME IN CHRISTMAS 阿川　泰子／演奏 ビクター

CD Y9 ﾕｷ 雪のコンチェルト 佐藤　隆／ほか 東芝ＥＭＩ

DV 778 ﾎﾑ 1ホーム・アローン クリス・コロンバス／監督
２０世紀フォックスホームエ
ンターテイメン


