
＜正月＞ 全て東部図書館所蔵

No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求番号 場所区分

1 和のふるまい  日本の作法と暮らし 近藤 珠實／監修 日本文芸社 2008.1 3821/111 一般開架

2 やさしさが伝わる日本の礼法  小笠原流 前田 紀美子／著 玉川大学出版部 2008.7 3859/13 一般開架

3
ラッピングファクトリー  色で包む彩りを贈る
ラッピング

内田 三紗子／著 ダイヤモンド社 2000.1 38597/1 一般開架

4 ふろしき入門  包み方結び方 森田 知都子／著 主婦と生活社 2000.12 38597/2 一般開架

5 四季をよそおう折形  折る包む和の心 荒木 真喜雄／著 淡交社 2004.3 38597/4 一般開架

6
ふろしきの包みかた  楽しくはじめるエコラッピ
ング

森田 知都子／著 淡交社 2008.11 38597/8 一般開架

7
日本の折形  伝統を受け継ぐ型約七十点を掲
載した包み方の手引き

山根 一城／著 誠文堂新光社 2009.1 38597/10 一般開架

8 ふろしき
高岡 一弥／アー
トディレクション

パイインターナショナル 2011.11 38597/13 一般開架

9 宮本常一歳時習俗事典 宮本 常一／著 八坂書房 2011.8 3861/68 一般開架

10 知っておきたい日本の年中行事事典 福田 アジオ／著 吉川弘文館 2012.2 3861/71 一般開架

11 日本人祝いと祀りのしきたり 岩井 宏實／著 青春出版社 2012.3 3861/72 一般開架

12
年中行事読本  日本の四季を愉しむ歳時ごよ
み

岡田 芳朗／著 創元社 2013.1 3861/75 一般開架

13 知っているとうれしいにほんの縁起もの 広田 千悦子／著 徳間書店 2008.5 387/137/2 一般開架

14 四季日本の料理    冬 講談社 1998.9 59621/14 一般開架

15 日本料理四季盛付 志の島 忠／著 グラフ社 1998.1 59621/23 一般開架

16 聞き書ふるさとの家庭料理    3 農山漁村文化協会／編 農山漁村文化協会 2003.1 59621/61/3 一般開架

17 聞き書ふるさとの家庭料理    4 農山漁村文化協会／編 農山漁村文化協会 2003.1 59621/61/4 一般開架

18 聞き書ふるさとの家庭料理    5 農山漁村文化協会／編 農山漁村文化協会 2002.12 59621/61/5 一般開架

19 聞き書ふるさとの家庭料理    20 農山漁村文化協会／編 農山漁村文化協会 2003.12 59621/61/20 一般開架

20
だしの基本と日本料理  うま味のもとを解きあ
かす

柴田書店／編 柴田書店 2006.8 59621/70 一般開架

21 むきもの入門  すぐに使える基本とアレンジ88 長島 博／著 柴田書店 2006.12 59621/71 一般開架

22 日本料理基礎から学ぶ器と盛り付け 畑 耕一郎／著 柴田書店 2009.2 59621/82 一般開架

　　　千葉県立東部図書館　資料紹介コーナー

　「 日 本 」 を 味 わ う      
展示期間:平成2８年１２月１７日～平成２９年２月１２日
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No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求番号 場所区分

23
つなげていきたい野崎洋光の二十四節気の
食

野崎 洋光／著 家の光協会 2011.11 59621/93 一般開架

24 さらしなの暖簾に伝わる変わり蕎麦 藤村 和夫／著 家の光協会 2007.1 59638/19 一般開架

25 節の味  四季を彩る日本のこころ 大野 敦子／著 現代書林 1996.4 5964/1 一般開架

26 小中学生のための墨場必携 筒井 茂徳／編 二玄社 2000.9 728/15 一般開架

27 はじめての小筆字 谷 蒼涯／著 日本習字普及協会 2001.7 728/18 一般開架

28 谷蒼涯の書道教室 谷 蒼涯／著 日本習字普及協会 2002.7 728/22 一般開架

29 美しい日本語を書く 金田 石城／著 日本習字普及協会 2003.3 728/24 一般開架

30 筆墨の文字  書道の基本 三浦 小艇／書 日外アソシエーツ 2014.2 728/35 一般外国語

31 暮らしの折り紙  役立つ彩る 小林 一夫／著 高橋書店 2000.11 7549/27 一般開架

32
和紙で折る四季の折り紙  行事、宴、催し物を
彩る折り紙

小林 一夫／[著] 雄鶏社 2001.3 7549/31 一般書庫

33
季節のおもてなし  大切なお客様をもてなす
十八の趣向と料理  炉編

淡交社 1999.1 7918/4 一般開架

34
NHK食彩浪漫    ２００７年１２月号／年越しそ
ば

日本放送出版協会 ※ 新雑書庫

35
NHK食彩浪漫    ２００８年１月号／もち大好
き！

日本放送出版協会 ※ 新雑書庫

36
栄養と料理    ２０１０年１月号／年末年始の
カロリー・塩分カタログ

女子栄養大学出版部 ※ 新雑書庫

37
NHKきょうの料理    ２０１２年１２月号／おせ
ち

日本放送出版協会 ※ 新雑書庫

38
NHKきれいの魔法    ２０１２年１２月号／正月
太り対策エクササイズ

日本放送出版協会 ※ 新雑書庫

39
NHKきょうの料理    ２０１３年１２月号／おせ
ち

日本放送出版協会 ※ 新雑書庫

40
NHKきょうの料理    ２０１４年１２月号／達人
１０人の特選正月料理

日本放送出版協会 ※ 新雑書庫

41
栄養と料理    ２０１６年１月号／お正月料理
スペシャル！

女子栄養大学出版部 ※ 新聞雑誌

 
請求記号欄に「※」マークの付いた本は雑誌の為 

館内閲覧のみで貸出はできません。 
 

全体の半分のページ以内でしたらコピーをすることができます。 

（白黒１枚１０円・カラー１枚７０円） 
 

詳しくはカウンターで承ります。 
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＜初詣＞
No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求番号 場所区分

42 神道入門  日本人にとって神とは何か 井上 順孝／著 平凡社 2006.1 170/20 一般開架

43
神社のしくみと慣習・作法  ビジネスマンの常
識

三橋 健／編著 日本実業出版社 2007.12 170/22 一般開架

44 図説伊勢神宮 松平 乘昌／編 河出書房新社 2008.8 1758/18 一般開架

45 伊勢神宮と出雲大社  図解 三橋 健／監修 PHP研究所 2011.9 1758/23 一般開架

46 伊勢神宮  式年遷宮と125社をめぐる旅 平凡社 2013.1 1758/27 一般開架

47 お伊勢さん125社巡拝ものがたり 吉井 貞俊／著 戎光祥出版 2013.1 1758/28 一般開架

48
地図でめぐる神社とお寺  全国の寺社約1,900
記載県別地図

帝国書院編集部／著 帝国書院 2012.7 1759/16 一般開架

49
関東の聖地と神社  強い神力で首都を護る17
社へ

Kankan／写真 JTBパブリッシング 2013.4 17593/14 一般開架

50 信州休日の社寺巡り    中南信編50社寺 北沢 房子／文 信濃毎日新聞社 2002.8 17595/2/1 一般開架

51 信州休日の社寺巡り    東北信編50社寺 北沢 房子／文 信濃毎日新聞社 2003.9 17595/2/2 一般開架

52 図説飛鳥の古社を歩く  飛鳥・山辺の道 和田 萃／文 河出書房新社 2007.12 17596/20 一般開架

53 出雲大社  日本の神祭りの源流 千家 和比古／編 柊風舎 2013.5 17597/6 一般開架

54 福岡県の神社
アクロス福岡文化
誌編纂委員会／
編

アクロス福岡 2012.3 17599/5 一般開架

55 神事の基礎知識 藤井 正雄／編・著 講談社 2001.3 176/10 一般開架

56 日本のパワースポット案内巨石巡礼50 岡田 謙二／著 秀和システム 2011.1 29109/283 一般開架

57 賽銭の民俗誌 斎藤 たま／著 論創社 2010.9 387/152 一般開架

58
東京近郊七福神めぐり  アッケラカンの笑顔
が待ってるコースガイド43

新ハイキング社／編 新ハイキング社 2015.11 387/177 一般開架

59 房総の杜
千葉県神社庁房
総の杜編纂委員
会／編

おうふう 2004.9 C175/4 郷土開架

60 香取神宮  神に奉げた美 千葉県立美術館 編 千葉県立美術館 2015.11 C175/12 郷土開架

61
おんころころの心  上総国薬師如来霊場二十
八カ所

一條 薫[著] 千葉日報社出版局 2000.3 C186/3 郷土開架

62 北総の名刹巡礼 浜名 徳順／著 千葉日報社 2007.3 C186/5 郷土開架

63
新上総国三十三観音巡礼  心の豊かさ自分
を探る旅

水野 通雄／著 千葉日報社出版局 1997 C1869/1 郷土開架

64 房総の古寺巡礼三十三ヵ所&蔵元探訪 浜名 徳順／著 千葉日報社出版局 1999.1 C1869/2 郷土開架

65
千葉歴史探訪ウォーキング  県内各地で気軽
に楽しめるルートガイド

歴史街道歩きの会／著 メイツ出版 2010.7 C2909/81 郷土開架

66
ぐるっと千葉    ２０１５年１月号／県内５５軒
のいちご園データ掲載！！　いちご狩りに行
こう！！

ちばマガジン ※ 新雑書庫

67
ぐるっと千葉    ２０１６年１月号／千葉の初詣
ガイド２０１６

ちばマガジン ※ 新聞雑誌
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＜着物＞
No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求番号 場所区分

68 新帯結び全書 装道きもの学院／編 主婦と生活社 1997.12 5938/2 一般開架

69 着付けと帯結び  浴衣から振袖まで 世界文化社 1998.9 5938/3 一般開架

70 きものTPO  着こなしのルールを知る 世界文化社 1998.9 5938/4 一般開架

71 きものの常識  染めと織りの基本を知る 世界文化社 1998.9 5938/5 一般開架

72 振袖の常識  初めての晴れ着を美しく 世界文化社 1998.9 5938/6 一般開架

73
近藤富枝のきもの優遊  だれでも素敵な着こ
なしが楽しめる

近藤 富枝／著 講談社 1998.12 5938/7 一般開架

74
男のきもの雑学ノート  いつか着たい、そのう
ち着たい、いますぐ着たい貴男へ。

塙 ちと／著 ダイヤモンド社 1999.6 5938/8 一般開架

75
振りそで着つけと帯結び百科  伝統と新感覚
の帯結び一〇三種平成のゆかたの帯結び二
二種

講談社／編 講談社 1999.9 5938/9 一般開架

76 白洲正子のきもの 白洲 正子／[ほか]著 新潮社 2002.9 5938/14 一般開架

77 着物がくれるとびきりの毎日 きくち いま／絵と文 リヨン社 2002.11 5938/15 一般開架

78 きもの日和 宇野 千代／著 世界文化社 2003.4 5938/17 一般開架

79 ひと目でわかる-きもの用語の基本 世界文化社 2008.7 5938/19 一般開架

80 木村孝のきものおしゃれ塾 木村 孝／著 ハースト婦人画報社 2011.12 5938/22 一般開架

81 冬のおしゃれ 池田 重子／著 実業之日本社 2008.1 753/23 一般開架

82
着物の文様とその見方  文様の格付け、意
味、時代背景、由来がわかる

似内 惠子／著 誠文堂新光社 2013.1 753/31 一般開架

83
Kimono Beauty  シックでモダンな装いの美 江
戸から昭和

長崎 巌／監修 東京美術 2013.1 75308/6 一般開架

84 帯の基礎知識  ひと目でわかる!保存版 世界文化社 2010.7 7533/33 一般開架

＜年賀状＞
No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求番号 場所区分

85 年賀切手 内藤 陽介／著 日本郵趣出版 2008.12 6938/31 一般開架

86 年賀状の戦後史 内藤 陽介／[著] 角川書店 2011.11 6938/36/2 一般開架

87 やさしい十二支の木彫り 駒沢 聖刀／著 日貿出版社 2001.1 713/9 一般開架

88 茜いく子の絵手紙教室    続 茜 いく子／著 秀作社出版 2000.1 724/6 一般開架

89 茜いく子の絵手紙教室    総集編 茜 いく子／著 秀作社出版 2006.1 724/6 一般開架

90 俳画と遊ぼ 小野 華優／著 翔雲社 2000.5 7241/22 一般書庫

91 動物イラスト大百科    2 山口 賢裕／著 誠文堂新光社 1994.3 7265/1 一般開架

92
日本の美術絵はがき1900-1935  明治生まれ
のレトロモダン

生田 誠／著 淡交社 2006.3 7265/104 一般開架

93 むかしの年賀状  十二支絵はがき万華鏡 生田 誠／編著 二玄社 2007.1 7265/111 一般開架
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No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求番号 場所区分

94 年賀絵はがきグラフィティ 山田 俊幸／編著 青弓社 2013.11 7265/134 一般開架

95 デジタル日本伝統文様事典 ホセ・コンデ／著 河出書房新社 1997.11 727/17 一般書庫

96 ポストカードコレクション ピエ・ブックス 1994.11 727/18/2 一般書庫

97
十二支の郷土玩具  干支の郷土玩具1000点
満載!!

中村 浩訳／編著 日貿出版社 2009.1 7599/12 一般開架

98 手紙・はがきの文例事典  そのまま使える 池田書店 1998.3 8166/2 一般開架

99 そのまま使える文書・書式実例事典 宮園 正光／編著 新星出版社 1998.8 8166/3 一般開架

＜新春公演＞
No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求番号 場所区分

100
伝統演劇を学ぶ  日本の文化を今に伝える
能・狂言・歌舞伎・文楽の世界

角川書店 1999.5 7721/25 一般書庫

101 伝統芸能の若き獅子たち 世界文化社 1999.7 7721/26 一般書庫

102 能百十番  能鑑賞ハンドブック 増田 正造／文 平凡社 1996.12 773/2 一般書庫

103 能狂言鑑賞ガイド  読んで楽しむ 小学館 1999.1 773/13 一般書庫

104 梅若六郎能の新世紀  古典ー新作まで 梅若 六郎／監修 小学館 2002.4 773/26 一般書庫

105 能・狂言の見方楽しみ方 柳沢 新治／著 山川出版社 2012.8 7734/6 一般開架

106 能面を打つ  打ち方の基本と型紙 堀 安右衞門／著 淡交社 2008.4 773/53 一般開架

107 演目別にみる能装束  一歩進めて能鑑賞  1 観世 喜正／著 淡交社 2004.9 77367/3 一般開架

108 演目別にみる能装束  一歩進めて能鑑賞  2 観世 喜正／著 淡交社 2015.2 77367/3/2 一般開架

109 狂言入門  鑑賞へのいざない 淡交社 1996.4 7739/3 一般書庫

110 笑いの芸術・狂言  よくわかる鑑賞の手引き 婦人画報社 1998.11 7739/5 一般書庫

111 カラー百科写真と古図で見る狂言七十番 田口 和夫／編 勉誠出版 2014.1 7739/31 一般開架

112 歌舞伎鑑賞ガイド 小学館 1996.2 774/1 一般書庫

113 お楽しみ歌舞伎十八番 鈴木 薫／写真 リブロポート 1996.11 774/2 一般書庫

114
歌舞伎見どころ聞きどころ  芸談でつづる歌
舞伎鑑賞

石橋 健一郎／著 淡交社 1993.5 774/3 一般書庫

115 歌舞伎 河竹 登志夫／著 東京大学出版会 2013.4 774/16 一般開架

116 歌舞伎のいき    第1巻 小学館 2008.6 774/35/1 一般開架

117 歌舞伎のいき    第2巻 小学館 2008.7 774/35/2 一般開架

118 歌舞伎のいき    第3巻 小学館 2008.8 774/35/3 一般開架

119 歌舞伎のいき    第4巻 小学館 2008.9 774/35/4 一般開架

120 歌舞伎座さよなら公演  16か月全記録  第7巻 小学館 2011.6 774/40 一般開架

121 江戸の大衆芸能  歌舞伎・見世物・落語 川添 裕／著 青幻舎 2008.11 77425/1 一般開架
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No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求番号 場所区分

122 文楽にアクセス 松平 盟子／著 淡交社 2003.1 7771/16 一般開架

123 曾根崎心中

大阪市立大学文
学研究科「上方
文化講座」企画
委員会／編

和泉書院 2006.8 7771/17 一般開架

124 菅原伝授手習鑑

大阪市立大学文
学研究科「上方
文化講座」企画
委員会／編

和泉書院 2009.8 7771/22 一般開架

125 落語家柳昇の寄席は毎日休みなし 春風亭 柳昇／著 うなぎ書房 2008.7 77913/23 一般開架

126 落語ことば辞典  江戸時代をよむ 榎本 滋民／著 岩波書店 2004.1 77913/71 一般開架

127 落語はライブで聴こう 八木 忠栄／著 新書館 2005.9 77913/73 一般開架

128 志ん生全席落語事典  CD&DVD691 保田 武宏／著 大和書房 2008.1 77913/83 一般開架

129 落語うんちく事典 湯川 博士／著 河出書房新社 2008.9 77913/85 一般開架

130 落語入門  Go Go Rakugo! CCRE 2008.9 77913/87 一般開架

131 落語入門 渡邉 寧久／監修 成美堂出版 2008.11 77913/88 一般開架

132
落語大看板列伝  桂枝雀 桂文治 春風亭柳
昇 金原亭馬生 柳家小さん

落語ファン倶楽部／編 白夜書房 2009.11 77913/93 一般開架

133 三遊亭円朝と江戸落語 須田 努／著 吉川弘文館 2015.3 77913/125 一般開架

＜初釜＞
No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求番号 場所区分

134 京・炭屋もてなしの茶の湯 堀部 公允／著 淡交社 2001.4 791/44 一般開架

135 澄心庵茶道具の取り合わせ 杉浦 澄子／著 淡交社 2003.12 7915/21 一般開架

136 茶道具の楽しみ  取り合わせのくふう 藤井 宗悦／著 淡交社 2011.12 7915/29 一般開架

137 四季の茶花  二一五種をいれる 川上 翠鶴／著 主婦の友社 1997.5 7916/6 一般開架

138 炉の茶花 永井 宗圭／著 淡交社 1993.1 7916/10 一般開架

139 茶席の花 主婦の友社／編 主婦の友社 1997.12 7916/15 一般開架

140 茶事・茶会  道具の取り合わせ 成井 宗歌／著 婦人画報社 1996.11 7917/1 一般開架

141 茶の湯と飾物  作法とその解説 堀内 宗心／著 主婦と生活社 1998.12 7917/10 一般開架

142 茶事・茶会支度帖 ハースト婦人画報社 2012.12 7917/15 一般開架

143 茶席の会話集  亭主の言葉・客の言葉 三田 富子／著 淡交社 2003.12 7917/16 一般開架

144 裏千家茶道点前教則    1 千 宗室／著 淡交社 2010.1 7917/22 一般開架

145 折おりの茶会  取り合わせの楽しみ 土本 宗丘／著 淡交社 2011.9 7917/23 一般開架
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