
 ２０１８年１２月特集展示
「手　～あの手この手で集めてみました～」

請求記号 書名 著者名 出版者名

007マ パソコンの両手入力入門の入門 間地　秀三 明日香出版社

049ヒ 左利きあるある右利きないない 左　来人 ポプラ社

141コ ヒトはなぜ拍手をするのか 小林　朋道 新潮社

148ア いちばんやさしい手相入門 浅野　八郎 ナツメ社

148ホ ズバリわかる！手相　カラー新版 ボワィヤン・Ｓ．米田 西東社

159ヒ 弘兼流６０歳からの手ぶら人生 弘兼　憲史 海竜社

186タ 合掌のはなし 谷口　幸璽 探究社

280ラ 神々の左手　世界を変えた左利きたちの歴史 エド・ライト スタジオタッククリエイティブ

289.1ナ 浪越徳治郎 浪越　徳治郎 日本図書センター

289.1フ さとしわかるか 福島　令子 朝日新聞出版

289.1フ ゆびさきの宇宙 生井　久美子 岩波書店

376.1ウ 手あそび百科　「いつ」「どのように」使えるかがわかる！！ 植田　光子 ひかりのくに

376.1ナ さあ遊ぼ！みんなよっといで！ 永崎　みさと かもがわ出版

378.2ホ 手話を学ぶ人のために 本名　信行 全日本ろうあ連盟

378.2ワ わかる！できる！新・おやこ手話じてん 全国早期支援研究協議会 東邦出版

379ミ 左利きの子 ローレン・ミルソム 東京書籍

379ヤ 不器用っ子が増えている 谷田貝　公昭 一藝社
383.3ハ 図説指輪の文化史 浜本　隆志 河出書房新社

384シ 最後の職人伝　人の巻 塩野　米松 平凡社

384シ 失われた手仕事の思想 塩野　米松 草思社

384セ 世界あやとり紀行 ＩＮＡＸ出版

386サ サンタへの手紙 メアリー・ハレル＝セスニアック クロニクルブックス・ジャパン

388フ ブルターニュ幻想民話集 アナトール・ル・ブラーズ 国書刊行会

449テ 手のひらの太陽 ＬＩＸＩＬ出版

464フ ヤモリの指 ピーター・フォーブズ 早川書房
469シ 親指はなぜ太いのか 島　泰三 中央公論新社

491.1ウ 手の五〇〇万年史 フランク・ウィルソン 新評論
491.3ウ 「左利き」は天才？ デイヴィッド・ウォルマン 日本経済新聞社
491.3ハ 左対右きき手大研究 八田　武志 化学同人
491.3ル 左利きで行こう！ リー・Ｗ．ラトリッジ 北星堂書店
492オ ロミロミでもみもみ オノゼキ　チハナ 飛鳥新社
B492ヒ 疲れたら「ひと押し！」ツボ図鑑 平野　永和 成美堂出版
492ヤ 手の治癒力 山口　創 草思社
492.7イ 手をもめば健康になる 五十嵐　康彦 河出書房新社

492.7オ 押す・もむ・さするツボ＆マッサージ 吉川　信 朝日新聞出版
492.7ク 見てわかるハンドリフレクソロジー バーバラ・クンツ ネコ・パブリッシング
493.7ニ 認知症の介護に役立つハンドセラピー 鈴木　みずえ 池田書店
494.8カ 美しい爪健康な爪基礎知識 川合　美絵 合同フォレスト
498.3シ シニア世代のための心も体もすっきり指体操 余暇問題研究所 ミネルヴァ書房
498.3フ 指だけヨガ 深堀　真由美 大和書房
498.9ツ 黒の紋様 塚本　宇兵 新潮社
J502モ 手に職。 森　まゆみ 筑摩書房
524テ 手すり大全 日経アーキテクチュア 日経ＢＰ社

594.3テ 手編みのハンド＆リストウォーマー 日本ヴォーグ社
594.3テ 手編みのカラフル指なし手袋 河出書房新社
594.3テ 手編みの指なし手袋＆リストウォーマー 河出書房新社
594.9テ 作って遊ぼう！ハンド・パペット 寺西　恵里子 ＰＨＰ研究所

595カ できるオンナは「手」を捨てない かずのすけ トランスワールドジャパン

595ト 大人の上品美爪塾 東條　汀留 講談社
595フ １日３分頭骨 古川　ルミ子 講談社
596セ 接待の手土産 ぐるなび「こちら秘書室」編集室 日本経済新聞出版社
596マ ゆびつまみ 間口　一就 柴田書店

596.3オ 毎日使えるおむすび便利帖 荻野　恭子 家の光協会
596.3カ おにぎり 川越　晃子 グラフィック社
596.3テ 手打ちうどんの作り方 蓮見　壽 日東書院本社
596.3テ 手打ちそばの作り方 井上　明 日東書院本社
599テ 手あそび・指あそびの本 ウィル メイツ出版
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693キ 切手 ＮＨＫ「美の壺」制作班 日本放送出版協会
693テ 手紙のある暮らし マイナビ
J702ノ ダ・ヴィンチ ルカ・ノヴェッリ 岩崎書店
736ヤ 親子で楽しむ手形アート やまざき　さちえ 日本文芸社
750ア ラトビア、リトアニア、エストニアに伝わる温かな手仕事 赤木　真弓 誠文堂新光社
750ア 手仕事のはなし 阿部　了 河出書房新社
750ウ 手づくり文房具 宇田川　一美 池田書店
750コ ブラジルの手しごと 小宮　華寿子 メイツ出版
750シ 「手仕事」で夢をかなえる女性たち 塩沢　槙 淡交社
750テ 手が作り出す暮らしの道具 平凡社
754カ かわいい手紙 ＬＵＣＹ アスペクト
754リ リサイクルと指先の運動になる折り紙手芸 ブティック社
756タ 十手　破邪顕正の捕物道具 谷口　柳造 目の眼
757ヒ ビンタ本 黒崎　輝男 幻冬舎メディアコンサルティング

760モ 拍手のルール 茂木　大輔 中央公論新社
777コ 手で遊ぶおもしろ影絵ブック 後藤　圭 ＰＨＰ研究所
779ツ おもしろマジック　２ 堤　芳郎 東京書店
779ヒ 図説・日本の手品 平岩　白風 青蛙房
779フ 手妻のはなし 藤山　新太郎 新潮社
781コ 手あそび指あそびゲーム１００ 小山　混 主婦の友社

783.4マ マラドーナ独白 ディエゴ・アルマンド・マラドーナ 東洋館出版社
783.7マ 匠道 松瀬　学 講談社
798サ 手袋でつくるてぶぐるみ 笹川　勇 池田書店
798サ 脳を鍛える楽しい指先ゲーム 斉藤　道雄 成美堂出版
798セ てむすび 瀬戸　けいた 主婦の友社
J798タ 世界のじゃんけん 田中　ひろし 今人舎（発売）
798タ たのしいお手玉 森下　恵子 溪水社
798ノ 脳が若返る！健康あやとり 福田　けい 日東書院本社
798ノ 脳力アップ！あやとり 野口　廣 主婦の友社

B911イ 一握の砂・悲しき玩具　改版 石川　啄木 新潮社
B911オ 尾崎放哉全句集 尾崎　放哉 筑摩書房
B917テ 両手いっぱいの言葉　４１３のアフォリズム 寺山　修司 新潮社
918カ ツェッペリン飛行船と黙想 上林　曉 幻戯書房
933ア 第四の手 ジョン・アーヴィング 新潮社
B933カ 怪奇小説日和 西崎　憲 筑摩書房
933キ 赤い手袋の奇跡 カレン・キングズベリー 集英社
B933シ 人間の手がまだ触れない ロバート・シェクリイ 早川書房
B933フ やさしい小さな手 ローレンス・ブロック 早川書房
933フ ブリティッシュ＆アイリッシュ・マスターピース ジョナサン・スウィフト スイッチ・パブリッシング

933ミ ミステリアス・ショーケース デイヴィッド・ゴードン 早川書房
933リ ジャック・リッチーのあの手この手 ジャック・リッチー 早川書房
BFイ 手鎖心中 井上　ひさし 文藝春秋
Fカ 拳の先 角田　光代 文藝春秋
Fカ 空の拳 角田　光代 日本経済新聞出版社

BFキ 茗荷谷の猫 木内　昇 文藝春秋
Fナ 掏摸 中村　文則 河出書房新社
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