
書名 著者名 出版社 請求記号 ○/△

若松市物産陳列館概覧　　大正14年度版 若松市物産陳列館／［編］ 若松市物産陳列館  6/19/3 △

　　　　　〃　　　　　　大正15年度版 若松市物産陳列館／［編］ 若松市物産陳列館  6/19/4 △

　　　　　〃　　　　　　昭和2年度版 若松市物産陳列館／［編］ 若松市物産陳列館  6/19/5 △

　　　　　〃　　　　　　昭和9年版 若松市物産陳列館／［編］ 若松市物産陳列館  6/19/10 △

　　　　　〃　　　　　　昭和12年版 若松市物産陳列館／［編］ 若松市物産陳列館  6/19/12 △

　　　　　〃　　　　　　昭和13年版 若松市物産陳列館／［編］ 若松市物産陳列館  6/19/13 △

　　　　　〃　　　　　　昭和14年版 若松市物産陳列館／［編］ 若松市物産陳列館  6/19/14 △

会津若松市案内 福島県若松市役所  L29/ア △

會津若松市 若松市役所 編　青木志満六 画 若松市役所  L29/ア △

漆器図案集 青木  志満六／編集 会津漆器同業組合  L75/ア ×

蒔絵図案集 青木 志満六∥編著 会津漆器同業組合  7/27 ×

伸びゆく会津若松 福島文化通信社／[編] 福島文化通信社  L22/ノ △

会津若松の図案家･青木志満六とその活動 田中  みなみ／著  L75/タ △

図案家･青木志満六の足跡 田中  みなみ／著  L75/タ △

会津漆 青木 志満六∥編 若松漆器商組合  L75/ア △

会津東山温泉遊覧案内 新瀧旅館 青木 志満六／画 丸八商店出版部  L29/ア △

会津東山温泉案内 青木 志満六／画 会津東山温泉旅館組合  L29/ア △

会津美術の三十年 会津美術協会∥編 会津美術協会  L70/ア △

福島の近代美術 村山 鎮雄∥著 三好企画  097/ム ○

会津人群像　no.29 歴史春秋出版  090/ア/29 ○

会津若松市史　 22
会津若松市役所企画政策部秘書広聴

課市史編さんグループ /〔編〕
会津若松市  L092.2/ア/22 ○

詳解会津若松城下絵図 野口  信一／企画構成・監修・執筆 歴史春秋出版  092.91/シ ○

士農工商　1～４ 平凡社  382.1/シ/1～４ ○

大須賀清光の屏風絵と番付 福島県立博物館／編 福島県立博物館  097.2/オ ○

民俗調査報告書 町方編 会津民俗研究会∥編 会津若松市教育委員会  093.8/ミ ○

衣の暮らしと女性 今泉 令子∥著 歴史春秋出版  093.8/イ ○

蚕と絹の民俗 村川 友彦∥著 歴史春秋出版  093.8/ム ○

会津の屋根職人 菅野 康二∥著 歴史春秋出版  093.8/ス ○

会津の焼物 渡辺 到源∥著 ＦＣＴ企業  097.5/ワ ○

閲  覧  不  可：×

今昔‥会津の伝統工芸を支えた職人達
～受け継がれる職人のわざ～

展示期間　令和元年8月30日（金）～10月30日（水）

貸　出　可：○

館内閲覧のみ：△

会 津 図 書 館 展 示 リ ス ト

★青木志満六に関連する本　　※図案集については『青木志満六図案集ファイル』参照

★五幅対に関連する本



書名 著者名 出版社 請求記号 ○/△

会津 江戸の旅・近代の旅 東日本鉄道文化財団  092.9/ア ○

日本と世界のくらし　住 日高 真吾∥監修 汐文社  383/二 ○

会津のいいモノガイド
あいづふるさと市町村圏

協議会
 096/ア ○

生業 鷲山義雄 鷲山義雄  093.8/ワ ○

目でみる新会津風土記 会津史談会∥監修 国書刊行会  092.91/メ ○

会津手語り 鍛冶屋編 赤沼 博志 歴史春秋出版  093.8/アｶｼﾞﾔﾍﾝ ○

会津手語り 樹木に関わる職人編 赤沼 博志 歴史春秋出版  093.8/アｼﾞｭﾓｸ ○

日本漆工会津漆器 日本漆工協会  097.5/ニ ○

会津酒造史 伊藤 豊松∥著 会津若松酒造組合  095/イ ○

猪之吉と酒業 新城 猪之吉  末広酒造  095/イ ○

会津鋸と打刃物について 山岸 清次 山岸清次  095/ヤ ○

会津の刃物鍛冶 堤 章∥著 会津文化財調査研究会  095/ツ ○

会津の美 ４ 漆・陶磁篇 歴史春秋出版  097/ア/4 ○

焼きものの歴史 池田 昭∥文 稲川 弘明∥絵 小峰書店  751/イ ○

伝統工芸のきほん 1 伝統工芸のきほん編集室∥[編] 理論社  750.2/デ-1 ○

かわいいやきもの 柏木 麻里∥著 東京美術  751/カ ○

焼き物質問箱 和田 和也∥著 誠文堂新光社  751/ワ ○

図解日本のやきもの 伊藤 嘉章∥監修 東京美術  Y 751.1/ズ ○

やきもの入門 実方  浩信／著 新風舎  751.1/ジ ○

会津とやきもの 会津坂下町教育委員会／編 会津坂下町教育委員会  097.5/ア ○

日本のやきもの鑑定入門 矢部 良明∥著 東京美術  751.1/ヤ ○

知識ゼロからのやきもの入門 松井 信義∥監修 幻冬舎  751.1/チ ○

よくわかるやきもの大事典 やきもの愛好会∥編 ナツメ社  751/ヨ ○

やきものの絵本
よしだ あきら∥へん

やまざき かつみ∥え
農山漁村文化協会  751/ヤ ○

すべてがわかる!やきもの技法辞典 『つくる陶磁郎』編集部∥編 双葉社  751/ス ○

やきもの鑑定五十年 中島 誠之助∥著 小学館  751.0/ナ ○

全国伝統やきもの窯元事典 みわ 明∥編 東京堂出版  751.1/ゼ ○

写真で見るやきもの教室 増淵 浩二∥監修 綜合図書  751/シ ○

すぐわかる作家別やきものの見かた 中ノ堂 一信∥編 東京美術  751.1/ス ○

やきものを始める人のために 吉田新一∥著 池田書店  751/ヨ ○

東北やきもの紀行 宮城 正俊∥著 無明舎出版  751.0/ミ ○

日本やきもの史 美術出版社  Y 751.1/ニ ○

会津やきもの紀行 笹川 寿夫∥著 歴史春秋出版  097.5/サ ○

会津やきものの歴史 会津武家屋敷  097.5/ア ○

会津の焼きもの一万年展 会津の焼きもの一万年展実行委員会  097/ア ○

はじめてのやきものづくり 成美堂出版  751/ハ ○

こんなに愉しい日本のやきもの 講談社∥編 講談社  751.1/コ ○

人気陶芸作家の凄技ファイル 陶工房編集部∥編 誠文堂新光社  751/ニ ○

★会津の焼き物に関連する本



書名 著者名 出版社 請求記号 ○/△

スリップウェア 誠文堂新光社∥編 誠文堂新光社  751.3/ス ○

陶芸窯焚きマスターブック 岩本 篤∥著 誠文堂新光社  751/ト ○

陶芸の釉薬336の色彩帖 誠文堂新光社∥編 誠文堂新光社  751/ト ○

釉薬手づくり帖 野田 耕一∥著 誠文堂新光社  751/ノ ○

陶芸　上巻・下巻 南雲 竜∥著 日貿出版社  751/ナ/１、2 ○

陶磁大系 １１ 平凡社  751/ト/11 ○

やきものの美  現代日本陶芸全集 6 吉田 耕三∥責任編集 集英社  751.1/ヤ/6 ○

器　 魯山人おじさんに学んだこと 黒田 草臣∥著 晶文社  751.1/ク ○

縞帳を尋ねて 高橋 キヨ子／著 　佐藤 和子／[著] 佐藤和子  097.5/タ ○

暮しの手帖 2006-04，2006-05/4-021 暮しの手帖社 ○

暮しの手帖 2006-08，2006-09/4-023 暮しの手帖社 ○

東北のテマヒマ DESIGN SIGHT∥著 マガジンハウス  382.1/ト ○

民藝の教科書 2 萩原 健太郎∥著 グラフィック社  750.2/ハ/2 ○

古布を着る。 堀内 春美∥著 主婦の友社  593.3/ホ ○

古布に魅せられた暮らし　紅梅色の章 学研プラス  597/コ ○

古布に魅せられた暮らし手づくりを楽しむ号其の2 学研パブリッシング  597/コ ○

古布に魅せられた暮らし手づくりを楽しむ号 学研パブリッシング  597/コ ○

古布に魅せられた暮らし暮らしの手仕事帖 学研  597/コ ○

会津文化財　第3号 会津文化財研究会/[編] 会津文化財調査研究会  097/ア ○

はじめての手織りレッスン 箕輪 直子∥著 誠文堂新光社  594.9/ミ ○

すぐわかる<産地別>染め・織りの見わけ方 丸山 伸彦∥監修 道明 三保子∥監修 東京美術  753/ス ○

八重の桜 前編・後編 NHK出版  097.7/ヤ/1、2 ○

和布のやさしい小物 グラフィック社編集部∥編 グラフィック社  594/ワ ○

椀ダ布ル展 星  秀樹／編集・企画
地場産品魅力向上アートイベ

ント企画委員会
 097.5 /ワ ○

Ｍｏｎ ｍｏ  2017-冬号 エス・シー・シー ○

会津文化財　第７号（１９８７） 会津文化財調査研究会  097 /ア/7 ○

古布の手作りファッション帖　其の1、其の2 学研パブリッシング  593.3 /コ/1、2 ○

古布柄で作る服&小物 板谷 なおみ∥テキスタイルデザイン ブティック社  593.3 /イ ○

木綿再生 福井 貞子∥著 法政大学出版局  586.2 /フ ○

裂織 佐藤 利夫∥著 法政大学出版局  753.3 /サ ○

木綿口伝 福井 貞子∥著 法政大学出版局  586.2 /フ ○

苧麻・絹・木綿の社会史 永原 慶二∥著 吉川弘文館  586.2 /ナ ○

時代を切り開いた世界の10人　9 高木 まさき∥監修 学研プラス  商 280 /ジ-9 ○

会津若松の旅 会津若松観光協会  092.91/ア ○

翼の王国 ＡＮＡグループ機内誌 2019年1月号 全日本空輸  L28/キ △

ｏｒａｈｏ 会津のいいもの。 vol．01、02 山本  晶子／編 山本  晶子  L29/オ/1、2 △

ふくしまふるさとの手仕事 朝日新聞福島支局∥編著 歴史春秋社  097.5/ア ○

民藝の教科書 6 久野 恵一∥監修 グラフィック社  750.2/ミ/6 ○

★会津木綿に関連する本



書名 著者名 出版社 請求記号 ○/△

日本の伝統染織事典 中江 克己∥著 東京堂出版  753/ナ ○

会津絵ろうそく タツミ産業株式会社／企画 タツミ産業  095 /ア ○

温故知新　第９号 熱塩加納村郷土史研究会／編 熱塩加納村郷土史研究会  092.2 /オ/9 ○

キャンドル・カービングの教科書 影山 真希子∥著 誠文堂新光社  594.9 /カ ○

キャンドル・ワークス 笹本 道子∥著 誠文堂新光社  594.9 /サ ○

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 ○

ジェルでつくるキャンドルレシピ cozycozy*∥デザイン　制作 文化学園文化出版局  594.9 /ジ ○

キャンドルでつくるスイーツ 文化出版局∥編 文化学園文化出版局  594.9 /キ ○

キャンドル・メイキングの技法事典 サンディ　リー∥著 スタジオタッククリエイティブ  594.9 /リ ○

キャンドルの本 村山 百合子∥著 文化出版局  594.9 /キ ○

楽しいキャンドルクラフト 牛島 功美子∥著 誠文堂新光社  594.9 /ウ ○

日本の技　１ 集英社  750.8 /ニ/1 ○

手仕事の日本 柳宗悦∥著 靖文社  750 /ヤ ○

体験学習の手引き 会津若松市教育委員会∥編 会津若松市教育委員会  093.7 /ア ○

漆の実のみのる国　上・下 藤沢 周平∥著 文芸春秋  F /フ/1、2 ○

新編会津風土記　第１巻 歴史春秋出版  092.91 /シ/1 ○

会津風土記・風俗帳　巻３ 庄司 吉之助∥編 歴史春秋社  092.91 /ア/3 ○

山口弥一郎選集 　第８巻 山口弥一郎 世界文庫  090/ヤ/8 ○

和ろうそくの世界 大石 孔∥[ほか]著 文葉社  576.4 /ワ ○

ｙｏｕ 2009年  №11『花ともる～会津絵ろうそく物語』 松尾 しより∥著 集英社  L72/マ △

伝統的絵蝋燭の調査研究 その歴史と図案と製造と利用法について 内藤  郁夫／著  L57/デ △

会津若松市郷土研究奨励金受賞作品 会津若松市教育委員会文化課／[編] 会津若松市教育委員会文化課  L22/ア/2017 △

白い国の詩 ２００９年冬号
東北電力株式会社広報・  地域交流

部／[編]

東北電力株式会社広報・

地域交流部
 L05/シ/2009 △

絵蝋燭 [出版者不明]  L57/エ △

会津の絵ろうそく縁起談 佐々木 長生／著  L75/サ △

王城の護衛者 司馬 遼太郎∥著 文芸春秋新社  099.3/シ ○

坂の上の雲　全6巻 司馬 遼太郎∥著 文芸春秋  F/シ/1～6 ○

花神　全4巻 司馬 遼太郎∥[著] 新潮社  F/シ/1～4 ○

蟬しぐれ 藤沢 周平∥著 文藝春秋  F/フ ○

家守綺譚  梨木 香歩∥著 新潮社  Y F/ナ ○

植物図鑑 有川  浩／著 幻冬舎  Y F/ア ○

凍りついた香り 小川 洋子∥著 幻冬舎  F/オ ○

一八八八切り裂きジャック 服部 まゆみ∥著 東京創元社  F/ハ ○

わたしのマトカ 片桐 はいり∥[著] 幻冬舎  B 772.1/ハ ○

耳猫風信社 長野 まゆみ∥著 光文社  F/ナ ○

星の王子さま 新訳 
アントワーヌ　ド　サン=テグジュ

ペリ∥作　　  倉橋 由美子∥訳
宝島社  Y 953.7/サ ○

ある明治人の記録 石光 真人∥編著  中央公論新社  092.8/シ ○

★職人さんたちのオススメ本

★会津絵ろうそくに関連する本


