
No. タイトル 著者 出版者 請求記号

1 いちばんよくわかるちりめん細工つるし飾りの基礎 井上 重義∥監修 日本ヴォーグ社 594/イ

2 伝承のちりめん細工 水口 婉子∥監修 グラフ社 594/デ

3 おしゃれな100のコサージュ アップルミンツ 594.8/オ

4 フェルトのつるしかざり ブティック社 594/フ

5 フェルト1枚で作るおとぎの国のきせかえ人形 福元 淑子∥著 新風舎 594.9/フ

6 たのしい野菜とフルーツがいっぱい 前田 智美∥著 日本ヴォーグ社 594/マ

7 原毛から作るフェルトのバッグと小物 橘 記子∥著 文化出版局 594.9/タ

8 羊毛フェルトアイデアブック 佐々木 伸子∥著 河出書房新社 594/サ

9 羊毛フェルトで作る絵本のマスコット 須佐 沙知子∥著 白泉社 594.9/ス

10 猫毛フェルトの本 蔦谷 香理∥著 飛鳥新社 594/ツ

11 ボタンであそぼ 加藤 真有里∥著 パッチワーク通信社 594/カ

12 ボタンマニア 文化出版局∥編 文化出版局 594/ボ

13 丸屋米子の実もの花ものおもしろ小もの 丸屋 米子∥著 婦人生活社 594.9/マ

14 布で作る地蔵と縁起物 ブティック社 594.9/ヌ

15 人形のレッスン 米山 京子∥著 雄鶏社 594.9/ヨ

16 土田早苗の市松人形 土田 早苗∥著 主婦の友社 594.9/ツ

17 てぶくろ人形ファンタジー 遠藤 ますみ∥著 NHKおしゃれ工房 594.9/エ

18 手袋いぬと靴下ざる 金森 美也子∥著 文化出版局 594.9/カ

19 かんたん!愛情手作りてぶくろえほん・てぶくろおもちゃ いしかわ まりこ∥著 主婦と生活社 CR/594.9/イ

20 かんたん刺し子の小物集 吉田 英子∥著 文化出版局 594.2/ヨ

21 パッチワーク・キルト入門塾 婦人生活社 594.9/パ/1

22 ポジャギを始める。 中山 富美子∥著 文化出版局 594.9/ナ

23 リボンでつくるアクセサリー 小倉 ゆき子∥著 日本放送出版協会 594.6/オ

24 パリのリボンでこんなバッグ 文化出版局∥編 文化出版局 594.7/パ

No. タイトル 著者 出版者 請求記号

25 かんたんすてきなポンポンづくり ポンポンズ∥著 グラフィック社 594.9/カ

26 加賀の指ぬきと花てまり帖 高原 曄子∥著 マコー社 594.5/タ/1

27 あこがれの手織り 雄鶏社 594.9/ア

28 はじめましたボード織り 山野井 佳子∥著 婦人生活社 753.3/ヤ

29 やさしい花の水引アート 梶 政華∥著 日貿出版社 594.9/カ

30 季節の花の水引アート 梶 政華∥著 日貿出版社 594.9/カ

31 麻ひもで楽しむクラフトBOOK C R K design∥編 雄鶏社 594/ア

32 ワイヤークロッシェのアクセサリー きむら ななえ∥著 文化学園文化出版局 594.9/キ

33 アジアンノット・スタイル 辰巳出版 594.4/ア

34 はじめての中国結び 櫻井 薫∥著 日貿出版社 594.4/サ

35 飾り結びベネチアンビーズ・ジュエリー 朝霧 裕子∥著 日貿出版社 594.6/ア

36 簡単たのしいビーズアクセ パッチワーク通信社 594.6/カ

37 天然石ビーズでつくるクチュールメイド・ジュエリー 柴田 祥衣∥著 河出書房新社 594.6/シ

38 ラ・ドログリーのビーズ・リボン・ボタンでパリのアクセサリー 雄鶏社 594/ラ

39 ビーズと古裂のバッグ 大西 淳子∥著 世界文化社 594.7/オ

40 フラワーモチーフのビーズ刺繡 田川 啓二∥著 文化出版局 594.2/タ

　平成27年11月～12月　一般展示リスト　　「わくわく ハンドメイド」

≪フェルト・布・リボン≫

≪糸・紐・ビーズ≫

○つるし飾り・フェルト小物・人形・刺繍・パッチワーク

○指ぬき・花てまり・織物・水引・ビーズアクセサリー



No. タイトル 著者 出版者 請求記号

41 群ようこ「編物」術・毛糸に恋した 群 ようこ∥著 晶文社 594.3/ム

42 天然素材が気持ちいいね 小山 千夏∥著 文化出版局 593.3/テ/2

43 ちいさな犬のセーターとグッズ ほし みつき∥著 文化出版局 594.3/ホ

44 縁起もののあみぐるみ 齊藤 郁子∥著 ブティック社 594.3/サ

45 週末で編めるよ!帽子・バッグ・あみぐるみ 雄鶏社 594.3/シ

46 スズキヂュンのあみあみどうぶつえん スズキ ヂュン∥著 日本ヴォーグ社 594.3/ス

47 あみあみレストラン ほし みつき∥著 文化学園文化出版局 594.3/ホ

48 あみぐるみ雑貨 ブティック社 594.3/ア

49 誰にでもやさしく楽しめる魔法の一本針 日本ヴォーグ社 594.3/マ

50 四角が編めれば、こんなのできる。 雄鶏社 594.3/シ

51 アンティークスタイルのクロッシェレース 村林 和子∥著 文化出版局 594.3/ム

52 ボビンレース 光平 一子∥著 日本ヴォーグ社 594.3/ミ

No. タイトル 著者 出版者 請求記号

53 PPバンドで編む毎日使えるプラかご 高宮 紀子∥著 誠文堂新光社 754/タ

54 PPバンドで作るかわいいプラかごとバッグ 古木 明美∥著 河出書房新社 754/フ

55 エコクラフトcollection 河出書房新社 754.9/エ/5

56 あんでるせん手芸 ブティック社 754.9/ア/6

No. タイトル 著者 出版者 請求記号

57 素敵に飾る折り紙ブロック 金杉 登喜子∥著 日本文芸社 754.9/カ

58 おりがみねじり折り プロジェクトF∥編 誠文堂新光社 754.9/オ

59 オリロボ フチモト ムネジ∥著 ソシム 754.9/フ

60 柿渋染めの和紙あそび 寺田 昌道∥著 木魂社 753.8/テ

61 和紙でつくるくるみ絵人形 沖原 とし子∥著 雄鶏社 726/オ

62 だれでもできる最新和紙人形教室 岩城 竹男∥著 誠文堂新光社 759/イ

63 色紙でつくる貼りコラージュ 志水 のりとも∥著 誠文堂新光社 726.9/シ

64 誰にでも簡単にできる初めての新聞ちぎり絵 新聞ちぎり絵小組∥著 一ツ橋書店 726.9/ダ

65 和紙で描くちぎり絵 礒野 清美∥著 雄鶏社 726.9/イ

66 仏像の切り紙 上河内 美和∥著 誠文堂新光社 754.9/カ

67 和をあそぶ江戸の切り紙 エキグチ クニオ∥著 誠文堂新光社 754.9/エ

68 くすだま折りの花 久保 満里子∥著 ブティック社 754.9/ク

69 吉田ちかこのクリスマスペーパークラフト 吉田 ちかこ∥作 ペーパーアリス 754.9/ヨ

70 紙ワザ建築世界遺産 菊地 清∥著 日貿出版社 754.9/キ

71 レースペーパーでつくる雑貨とこもの 文化出版局∥編 文化学園文化出版局 754.9/ア

72 まさこおばちゃんの新聞エコバッグの作り方 坂上 政子∥著 小学館 754.9/サ

73 新聞紙クラフト エキグチ クニオ∥著 大月書店 754.9/エ

74 あなたもできる!手漉き和紙 斉木 丘菫∥著 芸術新聞社 585.6/サ

75 リサイクル手すきのハガキ 中村 美登利∥著 ブティック社 585.6/ナ

≪糸・毛糸≫

○編み物・編みぐるみ・レース

○ちぎり絵・切り紙・折り紙・ペーパークラフト・紙漉き

○プラかご・エコクラフト

≪PPバンド≫

≪紙・和紙・新聞紙≫



No. タイトル 著者 出版者 請求記号

76 木彫の工芸人形 瀬戸 栄子∥著 日貿出版社 713/セ

77 神楽面の彫り方 中村 延寿∥著 日貿出版社 768.2/ナ

78 彫刻刀を使ってらくらく彫れるかわいい仏さま 川島 康史∥著 日貿出版社 718.3/カ

79 やさしい仏像の造り方 西村 公朝∥著 法蔵館 718.7/ニ

80 消しゴムはんこ。歳時記も。 津久井 智子∥著 大和書房 736/ツ

81 はんこ模様の雑貨づくり 吉本 千絵∥著 誠文堂新光社 736/ヨ

82 奈部昌子のわたしのステンシルブック 奈部 昌子∥著 日本ヴォーグ社 594/ナ

83 永井淳子のウィークエンドステンシル 永井 淳子∥著 日本ヴォーグ社 594/ナ

No. タイトル 著者 出版者 請求記号

84 アクリルモーターカーの工作 三井 康亘∥著 日本放送出版協会 507.9/ミ

85 ボトルシップ 山海堂 507.9/ボ

86 艦船模型の作り方 仲田 裕之∥著 新紀元社 507.9/ナ

87 「鉄道模型」の教科書 ディディエフ∥監修 実業之日本社 507.9/テ

88 古建築模型の作りかた 米田 誠士∥著 彰国社 521/ヨ

89 ミニチュア民家園 内山 正一∥著 山海堂 507.9/ウ

90 小物のミニチュア・レシピ 関口 妙子∥著 グラフィック社 594.9/セ

91 はじめてのドール・コーディネイト・レシピ 関口 妙子∥著 グラフィック社 594.9/セ

92 昭和ドールハウス 戸塚 恵子∥著 河出書房新社 759/ト

93 粘土でつくるドールハウス 草道 琴美∥著 ブティック社 751.4/ク

No. タイトル 著者 出版者 請求記号

94 フリマやネットでどんどん売れる!簡単&可愛い手作り雑貨64 主婦と生活社 594/フ

95 散歩で暮らしでエコな手づくり雑貨 蔭山 はるみ∥著 日本放送出版協会 594/カ

96 たばこの空箱細工 エキグチ・クニオ∥著 永岡書店 754/エ

97 キャンドルの本 村山 百合子∥著 文化出版局 594.9/キ

98 ちいさなキャンドルクラフト 福間 乃梨子∥著 誠文堂新光社 594.9/フ

99 紙粘土ロマンドール 大久保 奈稚子∥著 ひかりのくに 594.9/オ

100 パンアートの花 斉藤 さち子∥著 マコー社 594.8/サ

101 純銀粘土で作るシルバーアクセサリー 雄鶏社 756.3/ジ

102 かわいいフェイク・スイーツのつくり方 氣仙 えりか∥著 グラフィック社 751.4/キ

103 食品サンプルの作りかた、教えます。 今井 規雄∥著 新星出版社 751.9/イ

104 リアルクラフト 工藤 愛子∥著 有朊社 594.8/ク

105 はじめての手彫りガラス工芸 宮沢 淑惠∥著 美術出版社 751.5/ミ

106 モザイクタイルで素敵にリメイク 美登 暁子∥ほか作 雄鶏社 751.4/モ

107 母と子のやさしい革の袋物 今野 ひろ子∥著 美術出版社 594.7/コ

108 革で作るミニチュアサイズの可愛い小物 大河 なぎさ∥監修 河出書房新社 755.5/カ

109 メタルエンボッシング ブティック社 756.1/メ

110 アートクレイシルバーで作る・花モチーフのアクセサリー 主婦と生活社 756.3/ア

111 誰でも作れる本格シルバーリング スタジオタッククリエイティブ 756.3/ダ

112 レジンでつくる大人のアクセサリー 上島 佳代子∥著 学研パブリッシング 751.9/カ

113 プラバンアクセサリー 文化出版局∥編 文化学園文化出版局 751.9/フ

114 こけしてづくり手帖 ブティック社 594/コ

≪ロウソク・粘土・革・シルバー・レジン・プラバン≫  

≪木・消しゴム・ステンシル≫

○模型・ミニチュア・ドールハウス

○その他　小物・雑貨

○仏像・工芸人形・消しゴムはんこ・ステンシル雑貨



No. タイトル 著者 出版者 請求記号

115 どんぐり・落ち葉・まつぼっくり製作BOOK 竹井 史∥著 ひかりのくに CR/376.1/タ

116 森からの贈りもの 水野 政雄∥作 小学館 754/ミ

117 木の実を飾る 酒井 英子∥著 文化出版局 594.8/サ

118 小石でつくる動物たち 高木 栄子∥著 日本放送出版協会 594.9/タ

119 手作りのハーブ雑貨 正久 りか∥著 Parco 594/マ

120 12か月の手づくりリース パッチワーク通信社 594.8/ジ

121 押し花とドライフラワー ワールドプレスフラワー協会∥編 グラフ社 594.9/オ

122 美しい押し花の組み立て 杉野 宣雄∥著 日本ヴォーグ社 594.9/ウ

No. タイトル 著者 出版者 請求記号

123 「ものづくり」でリハビリ実践ガイド 畠山 真弓∥著 学研 494.7/モ

124 高齢者のリハビリ折り紙 小林 一夫∥著 ひかりのくに CA369.2/コ

125 幸せを招く折り紙細工 雄鶏社 754.9/シ

126 季節のリハビリクラフト12か月 佐々木 隆志∥監修 誠文堂新光社 369.2/キ

127 高齢者施設の季節の小さな壁面かざり 高齢者アクティビティ開発センター∥編著黎明書房 369.2/コ

★リハビリのためのものづくり

★自然のものでつくる

≪落ち葉・どんぐり・花≫


