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請求記号 書名 著者名 出版者名
022ム 和装本のつくりかた 村上　翠亭 二玄社
382シ 花見と桜　〈日本的なるもの〉再考　 白幡　洋三郎 八坂書房

B382ヤ 遠野物語 柳田　国男 集英社
B383ニ 日本の髪型　伝統の美櫛まつり作品集 京都美容文化クラブ 京都美容文化クラブ

383.1ス 図説着物の歴史 橋本　澄子 河出書房新社
383.1ハ 素晴らしい装束の世界 八條　忠基 誠文堂新光社
383.6ツ 風呂と日本人 筒井　功 文藝春秋
383.8コ 知っておきたい和菓子のはなし 小西　千鶴 旭屋出版
383.8ナ 事典和菓子の世界　増補改訂版 中山　圭子 岩波書店
383.8フ 完本大江戸料理帖 福田　浩 新潮社
383.8ミ 福を招くお守り菓子 溝口　政子 講談社
385.9ヤ 日本の折形 山根　一城 誠文堂新光社
386イ 日本の年中行事を英語で紹介する事典 石井　智子 ナツメ社
386イ しあわせを呼ぶ和ごよみ 岩崎　眞美子 学研
386カ しばわんこの和のこころ 川浦　良枝 白泉社
386ク 日本の祭り解剖図鑑 久保田　裕道 エクスナレッジ
386サ 暦と行事の民俗誌　増補改訂版 佐藤　健一郎 八坂書房
386ハ 鯉のぼり図鑑　おもしろそうにおよいでる 林　直輝 小学館

386フ 雛まつり　親から子に伝える思い 福田　東久 近代映画社
386ミ 古代の神社と祭り 三宅　和朗 吉川弘文館
387サ 東京街角お地蔵・稲荷・石塔めぐり 佐藤　テツ 廣済堂出版
387ニ 日本のお守り　神さまとご利益がわかる 畑野　栄三 池田書店
388コ 日本の妖怪 小松　和彦 ナツメ社
402ミ 見て楽しむ江戸のテクノロジー 鈴木　一義 数研出版
502ア 修理　仏像からパイプオルガンまで 足立　紀尚 ポプラ社
502コ 職人力 小関　智弘 講談社
502コ 職人学 小関　智弘 講談社
502シ 古代日本の超技術　あっと驚くご先祖様の智慧　改訂新版 志村　史夫 講談社
509ト 東京町工場 Ｂｅｒｅｔｔａ　Ｐ－０８ 雷鳥社
521キ 宮大工の人育て 菊池　恭二 祥伝社
521サ さがしてみよう日本のかたち　１　寺 日〓　貞夫 山と渓谷社
521セ 銭湯 ＮＨＫ「美の壺」制作班 日本放送出版協会
521タ 城と城下町　築城術の系譜 高見　敞志 技報堂出版
521ニ 日本の城事典　戦国の山城から近世城郭まで史跡巡りを深く楽しむ 千田　嘉博 ナツメ社
521ニ 日本の城天守閣完全名鑑 廣済堂出版
521ニ 西本願寺御影堂「平成の大修復」全記録 講談社 講談社
521フ 五重塔入門 藤森　照信 新潮社
521マ 銭湯遺産 町田　忍 戎光祥出版
575サ 花火のふしぎ 冴木　一馬 ソフトバンククリエイティブ

582ウ 日本懐かし自販機大全 魚谷　祐介 辰巳出版
583ツ 日本の伝統工具 土田　一郎 鹿島出版会
585ク 産地別すぐわかる和紙の見わけ方 久米　康生 東京美術
585マ 回想の和紙 町田　誠之 東京書籍
585ワ ＷＡＳＨＩ　紙のみぞ知る用と美 ＬＩＸＩＬ出版
588ニ 日本酒の基礎知識 〓出版社

593.8ウ 日本のおしゃれ〈七十二候〉　季節とつながる着物えらび、小物合わせ　 上野　淳美 ＷＡＶＥ出版
593.8ヤ 落語家と楽しむ男着物 矢内　裕子 河出書房新社
596.6キ わくわくほっこり和菓子図鑑 君野　倫子 二見書房
626キ 二十四節気の暮らしを味わう日本の伝統野菜 木村　正典 Ｇ．Ｂ．
629ス すぐわかる日本庭園の見かた 尼崎　博正 東京美術
J650モ 森の名人ものがたり 森の“聞き書き甲子園”実行委員会事務局 アサヒビール
727エ 江戸文字 日向　数夫 グラフィック社
748モ 滝　日本の原風景 森田　敏隆 光村推古書院
750オ 日本の手仕事　伝統の手わざが生み出す美しい日用品 小澤　典代 主婦の友社
750キ 匠の国日本　職人は国の宝、国の礎 北　康利 ＰＨＰ研究所
750コ 工芸の博物誌　手わざを支える人ともの 日本工芸会近畿支部 淡交社
750タ 匠の技と形　日本の匠　２　西日本編 講談社
750タ 匠の技と形　日本の匠　１　東日本編 講談社
750ニ 日本伝統工芸鑑賞の手引 日本工芸会 芸艸堂
750ミ 民藝の日本　柳宗悦と『手仕事の日本』を旅する 日本民藝館 筑摩書房
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750ワ 技を継ぐ　２１世紀の匠たち 京都新聞社 京都新聞出版センター

751イ 食品サンプルの作りかた、教えます。 今井　規雄 新星出版社
751オ やさしい金つくろい入門 大野　雅司 淡交社
751キ 切子 ＮＨＫ「美の壺」制作班 日本放送出版協会
751セ ゼロから分かる！やきもの入門 河野　惠美子 世界文化社
751ニ 日本のガラス　その見方、楽しみ方 戸澤　道夫 里文出版
751ニ 日本やきもの史　カラー版　増補新装 矢部　良明 美術出版社
752ス 図解日本の漆工 加藤　寛 東京美術
753イ 日本の染と織　Ｗｏｎｄｅｒｆｕｌ　Ｊａｐａｎｅｓｅ　Ｃｌａｓｓｉｃｓ 伊藤　佐智子 パイインターナショナル

753キ 着物と日本の色　着物で綴る日本伝統色　第２版 弓岡　勝美 ピエ・ブックス
753ニ 日本刺繍　「紅会」繍の精華 斎藤　信作 青幻舎
754テ 伝承折り紙連鶴４９ 大塚　由良美 スタジオタッククリエイティブ

756ス 図説・日本刀大全　決定版 稲田　和彦 学研
756ム すぐわかる日本の甲冑・武具 棟方　武城 東京美術
757カ かさねいろ　平安の配彩美 長崎　巌 ピエ・ブックス
757ク 江戸文様こよみ 熊谷　博人 朝日新聞出版
757フ すぐわかる日本の伝統色 福田　邦夫 東京美術
759イ ふるさと玩具図鑑 井上　重義 平凡社
759カ かわいいこけし 玄光社
772ニ ニッポンの伝統芸能　能・狂言・歌舞伎・文楽 枻出版社
773イ 一冊でわかる狂言ガイド 丸岡　圭一 成美堂出版
773イ 能にアクセス 井上　由理子 淡交社
773コ 能面の見かた　日本伝統の名品がひと目でわかる 小林　真理 誠文堂新光社
773ノ 野村万蔵の狂言へござれ 野村　万蔵 淡交社
774カ 歌舞伎を楽しむ本　名作・傑作２１本の見どころ紹介！ 主婦と生活社 主婦と生活社
774カ 歌舞伎　家・人・芸 織田　紘二 淡交社
775ナ タカラヅカの解剖図鑑 中本　千晶 エクスナレッジ
777マ マンガでわかる文楽 マンガでわかる文楽編集部 誠文堂新光社
779イ 一冊でわかる落語ガイド 秋山　真志 成美堂出版
779カ 紙芝居百科 紙芝居文化の会 童心社
779サ ふらりと寄席に行ってみよう 佐藤　友美 辰巳出版
779ス 紙芝居がやってきた！ 鈴木　常勝 河出書房新社
779ヤ 図説落語の歴史 山本　進 河出書房新社
789ウ 武道と日本人　世界に広がる身心鍛錬の道 魚住　孝至 青春出版社
791タ 茶の湯ってなに？ 谷　晃 淡交社
791チ 茶の湯デザイン 木村　宗慎 阪急コミュニケーションズ

791ニ 入門した人、したい人のための茶道ＢＯＯＫ 淡交社編集局 淡交社
792ワ 和の香りを楽しむ「お香」入門 山田松香木店 東京美術
793タ やさしい、いけばなの基本 竹中　麗湖 世界文化社
793テ いけばな　出会いと心をかたちにする 勅使河原　茜 角川書店
798カ かるた ＮＨＫ「美の壺」制作班 日本放送出版協会
818サ 滅びゆく日本の方言 佐藤　亮一 新日本出版社
B911キ 教科書で出会った名句・名歌三〇〇 石原　千秋 新潮社
911.1ヒ 一冊でわかる百人一首 吉海　直人 成美堂出版
911.1ヒ 百人一首　王朝人たちの名歌百選 大岡　信 世界文化社
911.1ヒ 百人一首入門 有吉　保 淡交社
911.1マ 万葉集　美しき“やまとうた”の世界 池田　彌三郎 世界文化社
B933ハ 小泉八雲集　改版 小泉　八雲 新潮社
K1-70 手の技・心のわざ　特別展 江戸川区郷土資料室 江戸川区郷土資料室

K1-75－ えどがわ伝統工芸産学公プロジェクト　２０１８ 江戸川区生活振興部産業振興課計画係 江戸川区生活振興部
K1-75－ えどがわ伝統工芸産学公プロジェクト　２０１９ 江戸川区生活振興部産業振興課計画係 江戸川区生活振興部
U38ニ ＜ＤＶＤ＞日本の祭 ＮＨＫエンタープライズ
U75エ ＜ＤＶＤ＞江戸切子　東京都指定伝統工芸品
U76キ ＜ＤＶＤ＞宮中雅楽 宮内庁式部職楽部 ＯｌｄＳｅａ
U77キ ＜ＤＶＤ＞鑑賞入門　狂言 山本東次郎　〔ほか〕出演 サン　エデュケーショナル

U77コ ＜ＤＶＤ＞古典落語名作選　其の１ ＮＨＫソフトウェア（発行）
U77ニ ＜ＤＶＤ＞名場面選集　人形浄瑠璃文楽
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