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ディック・ブルーナさんの絵本のつくりかた : 新
装版 (みづゑのレシピ) みづゑ編集部編 美術出版社 2013.1 100119969 726.601||Di

絵本をよむこと : 「絵本学」入門 香曽我部秀幸, 鈴木穂波編・著 翰林書房 2012.9 100119788 726.5||Eh

ちひろと世界の絵本画家たち : ちひろ美術館コレ
クション ちひろ美術館編著 講談社 2000.7 110050290 909||Ch

モネの絵本 : 太陽とおいかけっこ (小学館あーと
ぶっく:2) モネ[画]/結城昌子構成・文 小学館 1993.7 100121167 708||Yu||2

色えんぴつ初級レッスン (みみずく・ビギナーシ
リーズ) 視覚デザイン研究所・編集室編 視覚デザイン研究所 1991.9 110029478 725.5||Ir

香千載 : 香が語る日本文化史 (Suiko books:097) 石橋郁子文/宮野正喜写真 光村推古書院 2001.4 100108053 792.021||Ko

香道への招待 北小路功光, 北小路成子著 淡交社 2004.8 100113343 792||Ki

日本人にとって美しさとは何か 高階秀爾著 筑摩書房 2015.9 100122534 702.1||Ta

地域別の日本史 菅野祐孝著 学生社 2011.4 100118989 210.1||Ka

世界はいっしょにまわってる : ヨコ軸でつなぐ日
本史と世界史 稲田雅子文/クー絵 小学館 2008.7 100115671 210.1||In

日本と世界まるごと全史 : 面白いほどわかる大人
の歴史教室 歴史の謎研究会編 青春出版社 2013.10 100120386 209||Om

日本の歴史が3時間で大つかみしてしまえる本 明日香出版社 2008.8 100115670 210.1||Ni

一度読んだら絶対に忘れない世界史の教科書 : 公
立高校教師YouTuberが書いた 山﨑圭一著 SBクリエイティブ 2018.8 100122413 209||Ya
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JAPAN外国人が感嘆した!世界が憧れるニッポン Amazing Japan Researchers著 宝島社 2016.11 100121744 291||Ja

メディカルハーブ : 薬用ハーブ完全図解ガイド
英国ハーブソサエティ編/ペネラピ・
オディ著/近藤修訳 日本ヴォーグ社 1995.7 100112569 499.87||Od

母に習えばウマウマごはん 小栗左多里著/小栗一江料理 ソニー・マガジンズ 2005.6 100117713 596||Og

コスメキッチンアダプテーションKYOKO

NAKAMOTO'Sシンプルオーガニックキッチン 中本恭子著 主婦の友社 2017.8 100122527 596||Na

スーパーフードの教科書 : からだのなかから、き
れいに、輝く 生活の木, 小林理恵監修 マイナビ出版 2016.12 100122519 498.583||Ko

南仏プロバンスからのアロマテラピー ネリー・グロジャン著/高山林太郎訳 フレグランスジャーナル社 1994.8 110004446 499.87||Gr

究極のコーヒー : 低温抽出法珈琲 耕八路著 葦書房 1987.2 110033388 596.7||Ko

紅茶 : おいしくなる話 磯淵猛著 柴田書店 1993.7 110033387 596.7||Is

英国の紅茶とお菓子
ヴィクトリア編集部編・著/志門君子
訳 PARCO出版 1993.5 110040079 596.7||Vi

Love coffee! : 自宅がカフェになるおいしいコー
ヒーガイド (AERA MOOK. Aera coffee) 朝日新聞出版 2008.9 100114796 596.7||AE

フランスパン・世界のパン本格製パン技術 : ドン
クが教える本格派フランスパンと世界のパン作り

ブランジュリーフランセーズドンク
著 旭屋出版 2001.2 100110628 596.6||Do

フランスの素朴なお菓子 (オレンジページブック
ス) 藤野真紀子著 オレンジページ 1999.10 110056239 590||Fu

パンケーキ&ホットケーキ : いちばんやさしい!い
ちばんおいしい! おおつぼほまれ [著] 日東書院本社 2010.11 100120964 596.23||Ot

2/5



書　　名 著　者　名 出　版　者 出版日付 資料ID 請求記号

「趣味の世界を広げる本」
令和３年度10月26日～１月27日　企画展示

いちばんやさしい!いちばんおいしい!ガレット&ク
レープ 三宅郁美 [著] 日東書院本社 2010.5 100120963 596.23||Mi

フランスの地方で巡り逢ったパンとお菓子の本格
派レシピ 藤森二郎著 旭屋出版 1999.12 110056238 590||Fu

チョコレートものがたり 小椋三嘉著 東京創元社 2000.1 100102628 588.34||Og

サンドイッチつくろう (かがくのとも傑作集:わく
わくにんげん) さとうわきこさく 福音館書店 1993.9 100106253 376.08||Ka

夢見るラデュレの世界 エディシォン・ドゥ・パリ編
エディシォン・ドゥ・パリ/

アシェット婦人画報社 (発売) 2011.1 100118830 596.65||Yu

スタジオジブリ名曲集 : 女声三部合唱 白川雅樹・若松正司・編曲 ヤマハ ミュジック メディア 2008.09 110051745 760||Su

魔法の杖
ジョージア・サバス著/鏡リュウジ監
訳 ソニー・マガジンズ 2002.6 100102520 148||Sa

めちゃウケ!かんたん面白マジック 中里正紀著 ナツメ社 2018.2 100122518 779.3||Na

ピアノがうまくなるにはワケがある : 努力よりコ
ツ! 角聖子著 音楽之友社 2012.3 100120022 763.2||Su

まだまだ歌は上手くなる [I] 海沼実著 ノースランド出版
[2007.1-

2007.11] 100117093 767.1||Ka

しかけがいっぱい!手づくりカード集 いしかわ・まりこ著 成美堂出版 2008.4 100117082 754.9||Is

しかけえほんを作ろう! 青津優子著 大日本絵画 1993.8 100117337 726.6||Ao

手作り知育おもちゃの本 : 手指を動かして賢い脳
を育てるクボタメソッド (主婦の友ヒットシリー
ズ)

京都幼児教室, 主婦の友リトルラン
ド監修

主婦の友リトルランド/主婦
の友社 (発売) [2018.1] 100122225 594||Te||
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刺しゅう糸でつくるはじめてのミサンガ :

Misanga promise ring (Heart warming life series) 日本ヴォーグ社 2007.5 100120310 594.4||Sh

ドラがみつけたパリのインテリア ドラ・トーザン著 ギャップ・ジャパン 2004.9 100111064 597||Ta

パリのおもてなし エディシォン・ドゥ・パリ編
エディシォン・ドゥ・パリ/

アシェット婦人画報社(発売) 2004.12 100111059 596.8||Pa

パリのクリエイター エディシォン・ドゥ・パリ編
エディシォン・ドゥ・パリ/

アシェット婦人画報社(発売) , 2005.7 100111062 597||Pa

アレンジ花図鑑 : 花屋さんの花材が全てわかる 世界文化社 2011.5 100121455 627.038||Ar

英国式素敵な花のレッスン : Flowers naturally あんりゆき著 文化出版局 1993.10 110015957 793||An

基本セオリーがわかる花のデザイン : 歴史・テク
ニック・デザインテーマ : 花を活ける人が必ず
知っておきたい 花職向上委員会編 誠文堂新光社 2014.10 100121454 793||Ki

ざんねんないきもの事典 : おもしろい!進化のふし
ぎ [正]

今泉忠明監修/下間文恵, 徳永明子, か
わむらふゆみ絵 高橋書店 [2016.5]- 100122511 480||Im

わけあって絶滅しました。 : 世界一おもしろい絶
滅したいきもの図鑑

丸山貴史著/サトウマサノリ, ウエタ
ケヨーコ絵 ダイヤモンド社 2018.7 100122509 482||Im

「千と千尋の神隠し」のことばと謎 佐々木隆著 国書刊行会 2003.3 100118243 778.77||Sa

一人でもできる映画の撮り方 西村雄一郎著 洋泉社 2003.4 100110651 778.4||Ni

誰にも言えない特撮映画の舞台裏 根岸泉著 玄光社 2003.6 100112080 778.4||Ne

マンガをもっと読みなさい : 日本人の脳はすばら
しい 養老孟司, 牧野圭一対談 晃洋書房 2005.10 100113793 726.1||Yo
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大阪・神戸周辺自転車散歩 丹羽隆志, 中村規著 山と渓谷社 2005.4 110053282 290||Ni

近畿を知る旅 : 歴史と風景 野外歴史地理学研究会編 ナカニシヤ出版 2010.1 100119203 291.6||Ki

新しいキャンプの教科書 STEP CAMP監修 池田書店 [2015.6] 100121346 786.3||At

三都建築散歩 : 大阪、京都、神戸 : 旅をしたくな
る建築 矢部智子編集・執筆/清水奈緒写真

ブルース・インターアクショ
ンズ 2006.1 100111493 523.16||Ya

野鳥の図鑑 : にわやこうえんの鳥からうみの鳥ま
で 薮内正幸さく 福音館書店 1991.6 110006641 488.03||Ya

六甲山の野鳥 : バードウォッチングガイド 日本野鳥の会兵庫県支部編 神戸新聞総合出版センター 1996.2 100102225 488.1||Ro

歴史街道ウォーキング [1] 兼田由紀夫著/神谷潔写真 ウェッジ
2003.11-

2006.10 110051190 216||Ka

茶道・香道・華道と水墨画 : 室町時代 (よくわかる
伝統文化の歴史:2) 淡交社 2006.11 100113340 702.146||Sa
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