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

1 和風建築と竹  造作と意匠
和風建築社
／企画・編集

学芸出版社 1997.12 521/8 一般書庫

2
Japanese Identities  architecture between
aesthetics and nature

EDAGAWA YUICHIRO Jovis 2008 521/24 一般書庫

3 日本の窓 淡交社 1997.1 52104/1 一般書庫

4 近代和風建築  伝統を超えた世界  上巻 初田 亨／ほか文 建築知識 1998.1 5216/1/1 一般書庫

5 近代和風建築  伝統を超えた世界  下巻 初田 亨／ほか文 建築知識 1998.1 5216/1/2 一般書庫

6 和風モダン  増田彰久写真集 増田 彰久／著 エディシオン・トレヴィル 2000.7 5216/5 一般書庫

7 さがしてみよう日本のかたち    5　　民家 日竎 貞夫／写真 山と渓谷社 2003.2 5218/11/5 一般開架

8 さがしてみよう日本のかたち    6　　洋館 日竎 貞夫／写真 山と渓谷社 2003.2 5218/11/6 一般開架

9 さがしてみよう日本のかたち    8　　茶室 日竎 貞夫／写真 山と渓谷社 2004.2 5218/11/8 一般開架

10 民家    上 高井 潔／写真・文 淡交社 2002.12 52186/36/1 一般開架

11 民家    下 高井 潔／写真・文 淡交社 2002.12 52186/36/2 一般開架

12 日本の名酒事典  清酒 焼酎 ワイン 梅酒 講談社／編 講談社 2010.11 58852/7/10 一般開架

13 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

14
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

15
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

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

17 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

18
鍋料理  日本料理店、鍋専門店、居酒屋、エ
スニック料理店の鍋レシピ101品

柴田書店／編 柴田書店 2008.11 596/97 一般開架

19 文士料理入門 狩野 かおり／著 角川書店 2010.2 596/99 一般開架

20 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

21 池波正太郎の江戸料理を創る 藤井 宗哲／著 マガジンハウス 1999.4 59621/31 一般開架

　　　千葉県立東部図書館　資料紹介コーナー

見直そう、日本の文化　おもてなし

衣　・　食　・　住

全て東部図書館所蔵

                                                          展示期間 : 平成2９年１２月１６日～平成３０年２月１５日  
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22 むきもの入門  （DVD付※館外貸出できます） 長島 博／著 柴田書店 2006.12 59621/71 一般開架

23 寿司ガイドブック  英語訳付き 池田書店編集部／編 池田書店 2008.7 59621/76 一般開架

24 日本産魚料理大全 西潟 正人／著 緑書房 2014.9 59635/20 一般開架

25 京の庭 山本 建三／写真 光村推古書院 1989.4 62921/14 一般書庫

26 京都坪庭 水野 克比古／著 光村推古書院 2001.12 62921/34 一般書庫

27 日本の染と織
伊藤 佐智子／著・
アートディレクション

パイインターナ
ショナル

2011.7 753/29 一般開架

28
小袖  日本伝統の装い、その華やかな歴史を
たどる

長崎 巌／著 ピエ・ブックス 2006.9 75308/4 一般開架

29
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

30 織物百科  縞と絣 河原崎 奨堂／著 芸艸堂 2007.12 7533/30 一般開架

31 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

32 福を招くお守り菓子　北海道から沖縄まで 溝口 政子／著 講談社 2011.11 38381/137 一般開架

33 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

34
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

35
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 2009.10 38597/10 一般開架

36 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

37 ホスピタリティ学のすすめ 服部 勝人／著 丸善 2008.5 673/22 一般開架

38
ホスピタリティ講義(レクチャー)　ホスピタリ
ティ・デザインと文化資本経済

山本 哲士／著
文化科学高等研
究院出版局

2010.9 673/23 一般開架

39
サービスを超える瞬間　人と接するときに大
切にしたい

高野 登／監修 かんき出版 2007.7 6739/37 一般開架

40
ホスピタリティ精神の深化　おもてなし文化の
創造に向けて

山上 徹／著 法律文化社 2008.2 6739/38 一般開架

41 おもてなし学入門　和宴の文化と知識

全国料理業生活衛
生同業組合連合会
和宴文化研究会／
編著

ダイヤモンド社 2007.6 67397/43 一般開架

42 観光活性化のマネジメント 内藤 錦樹／著 同文舘出版 2009.4 6893/9 一般開架

43 切り絵で見た日本 レゾナンス 2000.4 7269/19 一般開架

44 招福の美　めでた尽くし 青幻舎 2010.3 75021/37 一般開架

45 Chiyogami　江戸千代紙 ピエ・ブックス 2005.1 7549/38 一般開架

46 歴史にみる「日本の色」 中江 克己／著 PHP研究所 2007.12 7573/50 一般開架

47 美しい日本の伝統色 森村 宗冬／著 山川出版社 2013.4 7573/67 一般開架

お　も　て　な　し　の　心
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48 和文化　日本の伝統を体感するQA事典 中村 哲／編 明治図書出版 2004.10 3821/89 一般開架

49 人生儀礼事典 倉石 あつ子／編 小学館 2000.4 385/9 一般開架

50 一流人の礼法 小笠原 清忠／著
日本経営合理化
協会出版局

2008.6 3859/12 一般開架

51 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

52
マナーとエチケットの文化史  世界のあいさつ
と作法

ベサニー・パトリック
／著

原書房 2013.6 3859/22 一般開架

53
日本人のための贈り物大百科事典  正式のし
きたりから略式まで

涌田 裕充／著 シービーエー研究所 2006.5 38597/5 一般開架

54 贈答の日本文化　筑摩選書 0021 伊藤 幹治／著 筑摩書房 2011.7 38597/12 一般開架

55 室礼十二ヶ月 山本 三千子／著 叢文社 2001.9 3861/45 一般開架

56 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 一般開架

57
「日本の神さま」おもしろ小事典  氏神、道祖
神から狛犬、ナマハゲまで

久保田 裕道／著
PHPエディターズ・
グループ

2008.12 387/142 一般開架

58 日本のお守り  神さまとご利益がわかる 畑野 栄三／監修 池田書店 2011.5 387/153 一般開架

59
知れば恐ろしい日本人の風習  「夜に口笛を
吹いてはならない」の本当の理由とは

千葉 公慈／著 河出書房新社 2012.12 387/164 一般開架

60
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

61 十二支(えと)のことわざ事典 加藤 迪男／編 日本地域社会研究所 2010.1 4804/25 一般開架

62 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

63 日本文化を英語で紹介する事典 杉浦 洋一／共著 ナツメ社 2004.8 291/11/04 一般開架

64 日本文化をフランス語で紹介する本 小倉 田子／著 ナツメ社 1999.9 291/13 一般開架

65
イラスト日本まるごと事典　対訳　Bilingual Books
17

インターナショナ
ル・インターンシッ
プ・プログラムス／
著

講談社インターナ
ショナル

2010.3 291/21/10 一般開架

66 日本文化ビジュアル事典　英語訳付 近藤 珠實／監修 池田書店 2008.11 291/60 一般開架

67 英語で紹介する日本事典　カラー版 堀口 佐知子／監修 ナツメ社 2010.2 291/65 一般開架

68 英語で読む日本のマナー  イラスト付 JALアカデミー／監修 成美堂出版 2008.12 3859/16 一般開架

69
英語で教える日本の暮らしのマナーとコツ
Illustrated Book

下山 布妃都／訳 学研 2008.11 3859/17 一般開架

70 韓国語で教える日本の暮らしのマナーとコツ 八田 靖史／訳 学研 2009.8 3859/19 一般開架

71
中学英語で日本の行事が紹介できる　YELL
books 中学英語で紹介する 1

藤井 亮蔵／著 エール出版社 2006.12 3861/41/06 一般開架

72
日本の伝統行事　Japanese Traditional
Events

村上 龍／著 講談社 2016.11 3861/81 一般開架

73 英語で楽しむ折り紙 大泉書店 1998.1 7549/5 一般開架

外　国　語　で　紹　介

日　本　の　慣　習
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74 お洒落な大人の盆栽入門 森前 誠二／著 情報センター出版局 2003.9 6278/20 一般書庫

75 盆栽芸術  小林國雄の世界  天 小林 國雄／著 美術年鑑社 2010.11 6278/24/1 一般開架

76 盆栽芸術  小林國雄の世界  地 小林 國雄／著 美術年鑑社 2008.12 6278/24/2 一般開架

77 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

78 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

79 日本の書  維新ー昭和初期 成田山書道美術館／編 二玄社 2009.1 72821/96 一般開架

80 茶の美  いまに生きる茶のこころ 倉斗 宗覚／文 淡交社 1999.2 791/30 一般書庫

81 茶の湯を学ぶ  もてなしの芸術の歴史と美 角川書店 1999.5 791/33 一般書庫

82 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

83 香道の作法と組香  図解 長 ゆき／編 雄山閣出版 1993.12 792/2 一般開架

84 香道を楽しむための組香入門 谷川 ちぐさ／著 淡交社 2012.11 792/8 一般開架

85 香千載  香が語る日本文化史 石橋 郁子／文 光村推古書院 2001.4 79202/1 一般書庫

86 美しい日本のいけばな
ジョサイア・コンドル
／著

講談社 1999.4 793/56 一般開架

87 相撲今むかし 和歌森 太郎／著 隅田川文庫 2003.6 7881/35 一般開架

88 図解平成大相撲決まり手大事典 新山 善一／著 国書刊行会 2008.4 7881/47 一般開架

89 図説柔術 小佐野 淳／著 新紀元社 2001.4 7892/13 一般開架

90 柔道 世界で勝つための実戦的稽古 林田 和孝／著
ベースボール・マ
ガジン社

2015.12 7892/31 一般開架

91 格闘空手への道  75のステップ 東 孝／著 福昌堂 1999.7 78923/9 一般書庫

92 Aikido  天道 清水 健二／著 エディションq 1993.8 78925/4 一般書庫

93 二刀流の習い方  現代剣道 荒関 二刀斎／著 壮神社 1994.4 7893/10 一般開架

94 古流剣術概論 田中 普門／著 愛隆堂 2000.2 7893/15 一般開架

95 手裏剣術 染谷 親俊／著 愛隆堂 2001.7 7893/21 一般開架

96 槍術  写真で覚える 初見 良昭／著 土屋書店 2005.8 7894/1 一般開架

97 忍法大全 初見 良昭／著 講談社 2013.4 7898/6 一般開架

武　道

諸　道
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98 すぐわかる日本の絵画 守屋 正彦／著 東京美術 2002.3 72102/36 一般書庫

99 妖怪図巻 京極 夏彦／文 国書刊行会 2000.6 72108/9 一般書庫

100
西のみやこ東のみやこ  描かれた中・近世都
市

人間文化研究機構
国立歴史民俗博物
館／編集

人間文化研究機構
国立歴史民俗博物
館

2007.3 72108/14 一般書庫

101 猫の絵画館
コロナ・ブックス編
集部／編

平凡社 2008.3 72108/15 一般書庫

102 浮世絵消された春画
リチャード・レイン
／ほか著

新潮社 2002.12 7218/91 一般書庫

103 春画の見かた  10のポイント 早川 聞多／著 平凡社 2008.8 7218/124 一般開架

104
浮世絵でめぐる江戸の花  見て楽しむ園芸文
化

日野原 健司／共著 誠文堂新光社 2013.4 7218/157 一般開架

105 歌川広重冨士三十六景 歌川 広重／画 二玄社 2013.9 7218/159 一般開架

106 春画  大英博物館
ティモシー・クラーク
／編

小学館 2015.9 7218/169 一般開架

107 神坂雪佳百々世草 神坂 雪佳／著 芸艸堂 2003.9 7219/155 一般開架

108 土屋輝雄作品集 土屋 輝雄／著 求龍堂 2006.2 7219/178 一般開架

109 反骨の画家河鍋暁斎 狩野 博幸／著 新潮社 2010.7 7219/212 一般開架

110 小林清親  文明開化の光と影をみつめて 小林 清親／画 青幻舎 2015.2 7219/234 一般開架

111 石踊達哉全仕事    第1巻 石踊 達哉／著 求龍堂 2016.6 7219/237/1 一般開架

112 日本の御土産 渡辺 広行／著
トランスワール
ジャパン

2002.1 75021/20 一般開架

113 伝統的工芸品の本
伝統的工芸品産業
振興協会／編集

同友館 2003.7 75021/24 一般開架

114 日本の手わざ    第1巻　　越前和紙 源流社 2005.6 75021/28/1 一般開架

115 日本の手わざ    第2巻　　大島紬 源流社 2005.11 75021/28/2 一般開架

116 日本の手わざ    第3巻　　有松・鳴海絞 源流社 2006.3 75021/28/3 一般開架

117 日本の手わざ    第4巻　　久米島紬 源流社 2006.7 75021/28/4 一般開架

118 日本の手わざ    第5巻　　長板中形 源流社 2008.5 75021/28/5 一般開架

119 日本の手わざ    第6巻　　結城紬 源流社 2008.1 75021/28/6 一般開架

120 日本の手わざ    第7巻　　久留米絣 源流社 2009.3 75021/28/7 一般開架

121
再発見日本の民藝  ものづくりの原点を訪ね
る

なかやま あきこ
／写真・文

小学館 2011.1 75021/40 一般開架

伝　統　工　芸

日　本　画
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122
実践「和楽器」入門  伝統音楽の知識と箏・三味
線・尺八の演奏の基本

音楽文化創造伝統
音楽委員会／監修

トーオン 2001.1 7681/6 一般書庫

123 和楽器の世界  カラー図解 西川 浩平／著 河出書房新社 2008.12 7681/11 一般開架

124 はじめての三線  沖縄・宮古・八重山の民謡を弾く 漆畑 文彦／著 晩声社 2000.1 76811/3 一般書庫

125 和楽器教本三味線  文化と楽器と演奏練習 杵屋 五吉郎／著 グッドクール 2006.8 76811/4 一般開架

126 まるごと三味線の本 田中 悠美子／編著 青弓社 2009.12 76811/5 一般開架

127 和楽器教本筝 滝田 美智子／著 グッドクール 2007.2 76812/3 一般開架

128 はじめての尺八　（CD付※館外貸出できます） 善養寺 惠介／著 音楽之友社 2000.2 76815/1 一般書庫

129 はじめての篠笛　（CD付※館外貸出できます） 横山 政司／編著 音楽之友社 1997.5 76816/1 一般書庫

130
イラストで見る篠笛ワークショップ  やさしい篠
笛の基礎

村山 二朗／著 音楽之友社 2002.11 76816/3/1 一般書庫

131 イラストで見る篠笛ワークショップ    2 村山 二朗／著 音楽之友社 2007.12 76816/3/2 一般開架

132 はじめての太鼓 横山 政司／著 音楽之友社 1999.2 76817/3 一般書庫

133 やさしく学べる和太鼓教本 河乃 裕季／著 汐文社 2001.1 76817/4 一般開架

134 雅楽への招待 東儀 俊美／監修 小学館 1999.11 7682/6 一般書庫

135 はじめての雅楽  （CD付※館外貸出できます） 笹本 武志／著 東京堂出版 2003.6 7682/12 一般開架

136 雅楽を知る事典 遠藤 徹／著 東京堂出版 2013.3 7682/24 一般開架

137 吉田兄弟 吉田 良一郎／著 リイド社 2001.11 7685/4 一般書庫

138 小唄傳説集 藤澤 衛彦／著 東洋書院 2008.11 76859/2 一般開架

139 日本の美花鳥風月 月桂冠株式会社／編 月桂冠 1997.5 748/182 一般書庫

140 旬彩樹  川隅功写真集 川隅 功／著 求竜堂 1998.5 748/187 一般書庫

141 田舎  こころのふるさと
ジョニー・ハイマス
／写真・文

学研 2000.4 748/288 一般書庫

142 言葉の風景 野呂 希一／写真 青菁社 2000.4 748/291 一般書庫

143 水のほとり 林 明輝／著 愛育社 2001.6 748/352 一般書庫

144 心の風景 野呂 希一／写真 青菁社 2001.5 748/358 一般書庫

145 四季の山  写真集
山岳写真同人四季
／著

東京新聞出版局 2002.3 748/388 一般書庫

日　本　の　四　季

和　楽　器

年末年始をはさむこの時期は、「昔ながらの日本」や「伝統」を普段より感じることが

多いですよね。2020年には東京オリンピックが開催。もし、海外からいらっしゃった

方に尋ねられたとき、日本の伝統・文化・慣習について丁寧に答えたり豆知識を加えて

説明したりできれば、おもてなしの心も伝わりやすいのではないでしょうか。

この機会に、あらためて「和の文化」に目を向けてみませんか。

あなたにとっての”すてきな日本”がきっと見つかります！
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