
 ２０１５年５月特集展示「かわいいもの集合！」

請求記号 書名 著者名 出版者名
019フ ブックマ。　かわいいくまの本がい～っぱい ｋｕｍａｃｏｌｏｎ： ＨＫ　ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ　ＶＩＳＩＯＮ

022ミ かわいい手製本 水野　真帆 毎日コミュニケーションズ

024ハ アッチュム！フランスのかわいい古書を探しに 畠井　真里 青山出版社
051オ 乙女のロマンス手帖 堀江　あき子 河出書房新社
069ト 東京ミュージアムグッズ図鑑 ＴＯＫＩＭＥＫＩパブリッシング

172マ 古事記ゆる神様１００図鑑 松尾　たいこ 講談社
175ミ かわいい御朱印めぐり 三須　亜希子 山と溪谷社
195シ 修道女スタイル プロジェ・ド・ランディ 双葉社
281ヤ 恋する日本史　やまとなでしこ物語 山名　美和子 新人物往来社
291イ かわいい鉄道の旅 伊藤　美樹 メディアファクトリー
292シ かわいいチェンマイ案内 島本　美由紀 パイインターナショナル

293イ ロシアと雑貨 井岡　美保 ＷＡＶＥ出版
293イ イギリスのかわいい本 くりくり編集室 二見書房
293イ カナカナのかわいい東欧に出会う旅 井岡　美保 産業編集センター
293カ 乙女のロンドン 片岡　れいこ メイツ出版
293フ フィンランド　かわいいデザインと出会う街 ダイヤモンド・ビッグ社

293フ フランス・ベルギーのかわいい本 くりくり編集室 二見書房
293フ かわいいに出会える旅オランダへ 福島　有紀 イカロス出版
295ア オアハカ・リンド　メキシコのキュートな町 アンダーソン優子 産業編集センター

376.1イ カンタンかわいい窓飾りを１００倍楽しむ本 岩藤　しおい いかだ社
382マ 中国５６民族手帖 松岡　格 マガジンハウス

383.1ウ 夢のこども洋品店 宇山　あゆみ 河出書房新社
383.1セ 世界のかわいい民族衣装 上羽　陽子 誠文堂新光社
383.1ハ ヨーロッパの民族衣装 芳賀　日向 グラフィック社
383.1モ カワイく着こなすアジアの民族衣装 森　明美 河出書房新社
383.8ミ 福を招くお守り菓子 溝口　政子 講談社
384ウ パンダとバンビ 宇山　あゆみ 新紀元社
385.9カ かわいい梱包（ラッピング） オークラ出版
387ニ にほんのかわいいおまもり にほん授与品研究会 白夜書房
388フ 妖精たちの物語　ヴィジュアル版 ビアトリス・フィルポッツ 原書房
J410コ キュートな数学名作問題集 小島　寛之 筑摩書房
475タ ときめくコケ図鑑 田中　美穂 山と溪谷社
480ト どうぶつアイドルに会いたい！ ジエ・エー・エフ出版社
480ヘ ＢＡＢＩＥＳ 内山　晟 東京書籍
480ヘ へんななまえのへんないきもの アフロ 中経出版
480ホ びっくりどうぶつフレンドシップ ジェニファー・Ｓ．ホランド 飛鳥新社
484イ かわいいウミウシ 今本　淳 二見書房
484ミ ひみつのウミウシ 水谷　知世 誠文堂新光社
487カ カエル 自由が丘ＦＲＯＧＳ グラフィック社
487マ ヘビ、トカゲ、ヤモリ 松橋　利光 グラフィック社
489イ ネコライオン 岩合　光昭 クレヴィス
578サ 醤油鯛 沢田　佳久 アストラ
589ス スウィートハンカチーフ ピエ・ブックス
589ヒ かばの本 ヒポミ 幻戯書房
594カ かわいい壁と窓の飾りかた ａｈｏｊ 池田書店
594カ かわいい手作りゴルフグッズ ブティック社
594タ 絵本の中のかわいい雑貨 高橋　恵美子 二見書房
594ニ 作ってあげたい猫の首輪 西　イズミ 河出書房新社

594.9キ キューピーおめかしＢＯＯＫ ブティック社
594.9ハ 絵本の国のぬいぐるみ 原　優子 白泉社
597カ かわいい生活。 主婦と生活社
597ハ パリのかわいい子ども部屋 Ｔｅｔｓｕ　Ｔａｋｉｕｒａ 学研パブリッシング
627ク ひと鉢でかわいい多肉植物の寄せ植えノート 黒田　健太郎 家の光協会
627チ 小さな多肉植物たち 羽兼　直行 主婦の友社
645チ 犬と猫 カレル・チャペック 恒文社
666モ はじめてのツノガエル飼育 森　文俊 ピーシーズ
674マ マスコットキャラクター図鑑 リンクアップ グラフィック社
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675カ 缶詰ラベルコレクション 日本缶詰協会 青幻舎
693ハ 切手女子のかわいい収集ＢＯＯＫ ばば　ちえ ＰＨＰ研究所
702ト 東京のおうちアトリエ ジュウ・ドゥ・ポゥム ジュウ・ドゥ・ポゥム
702ミ かわいい琳派 三戸　信惠 東京美術
718タ 仏像、大好き！ 田中　ひろみ 小学館
721カ 江戸かわいい動物 金子　信久 講談社

J726エ ボールペンでかんたん！かわいい！イラストレッスン Ｅｒｉｙ 新星出版社
726ナ もうひとつの内藤ルネ 内藤　ルネ パルコエンタテインメント事業部

726ニ 日本の「かわいい」図鑑 中村　圭子 河出書房新社
W726ハ ピーターラビットとビアトリクス・ポターの世界 カミラ・ハリナン 大日本絵画
726マ 松本かつぢ　昭和の可愛い！をつくったイラストレーター 弥生美術館 河出書房新社
727マ マッチで旅するヨーロッパ 松本　貢実子 ピエ・ブックス
744ナ スクラップホリックの本　２ 永岡　綾 エディシォン・ドゥ・パリ
744ナ スクラップホリックの本 永岡　綾 エディシォン・ドゥ・パリ
748ア 赤ちゃんのおひるねアート 青木　水理 主婦の友社
748ア アルパカ 東京書籍出版編集部 東京書籍
748シ ぼくのともだち ジョンソン祥子 新潮社
750コ ロシア暮らしの中のかわいい民芸 小我野　明子 パイインターナショナル

750ヒ かわいいエコ＊雑貨 平田　美咲 小学館
750ヤ ドイツの小さな手仕事 山田　庸子 ピエ・ブックス
751シ 大人可愛いプラバン小物とプチかわアクセサリー シモオオゾノ　ミホ メイツ出版
751ト 東欧のかわいい陶器 誠文堂新光社 誠文堂新光社
751ネ 粘土で作るかわいいスイーツ髪飾り パッチワーク通信社
753セ 世界のかわいい刺繍 誠文堂新光社 誠文堂新光社
754イ パパママつくって！かわいい段ボール家具 石倉　ヒロユキ 日本放送出版協会
754カ かわいい手紙 ＬＵＣＹ アスペクト
757イ 西欧のかわいいデザインたち 井岡　美保 ピエ・ブックス
757イ ロシアのかわいいデザインたち 井岡　美保 ピエ・ブックス

W759イ ＬＡＣＥ　ＤＯＬＬ　磁器人形レースドール 池本　守 本の泉社
759ウ 少女スタイル手帖 宇山　あゆみ 河出書房新社
759カ かわいいこけし 玄光社
759タ ＤＡＲＵＭＡ　ＢＯＯＫ ＣＯＣＨＡＥ 青幻舎
759ヌ マトリョーシカ大図鑑 沼田　元氣 二見書房
759マ マトリョーシカ ウッドバーニングの店木の香 グラフィック社
759リ リカちゃんＢｏｏｋ 講談社 講談社
767ニ 日本の女性アイドル 大久　達朗 シンコーミュージック・エンタテイメント

788ト カワイイ大相撲！ どす恋花子 メディアファクトリー
793フ すてきな箱庭のつくり方 古橋　くみ子 実業之日本社
J818カ かわいい方言手帖 ふるさとナマリ研究会 河出書房新社
911.5ア あたまわるいけど学校がすき 川崎　洋 中央公論新社
911.5オ おかあさん、あのね 吉野　弘 大和書房
911.5ク よいしょ 工藤　直子 小学館
911.5サ きみがすき 桜井　信夫 ポプラ社
931ハ フラワーフェアリーズ シシリー・メアリー・バーカー グラフィック社
933シ クマのプーさんの世界 ブライアン・シブリー 岩波書店
933ノ はるかなるわがラスカル スターリング・ノース ブッキング
933ミ クマのプーさん シャーリー・ハリソン 河出書房新社
989チ カレル・チャペック童話全集 カレル・チャペック 青土社
Fオ プリティが多すぎる 大崎　梢 文藝春秋

U62ホ ＜ＤＶＤ＞楽しい超ミニ盆栽 岩井　輝紀
U77ア ＜ＤＶＤ＞アニマル・エンターテイナー クレイ
U77マ ＜ＤＶＤ＞マギヤ・ルスカ ジョナサン・ズール マクザム
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