
書名 　編著者名 　出版者 請求記号

1 図書館からの贈り物 　梅澤 幸平∥著 　日外アソシエーツ

2 きみに贈る本 　中村 文則∥著 　中央公論新社

3 奇跡が起きた 　やわやま まこと∥著 　現代書林

4 　秋月　菜央∥著 経済界

5 贈与の歴史学 　桜井 英治∥著 　中央公論新社

6 おくりものがたり 　伊藤 まさこ∥著 　集英社

☆ラッピング・プレゼント・手紙
7 小さなラッピング 　宇田川 一美∥著 　自由国民社

8 懐紙で包む、まごころを贈る 　長田 なお∥著 　淡交社

9 「贈り物美人」になるマナー術 　近藤 珠實∥監修 　オレンジページ

10 贈り方のマナーとコツ 　岩下 宣子∥監修 　学研

11 　オギハラ ナミ∥著 　誠文堂新光社

12 「贈る」と「お返し」のマナー 　松本　繁美∥著 主婦の友社

13 気持ちが伝わるプチプレ 　樺澤 貴子∥著 　リヨン社

14 　桜井 美奈子∥著 　成美堂出版

15 モダンふろしき案内 　佐々木 ルリ子∥著 　河出書房新社

16 すぐ役立つ贈答のルールとお金の事典 　法研

17 うれしいおくりもの 　杉浦 さやか∥著 　池田書店

18 包む本 　ビー・エヌ・エヌ新社

19 包んで、結んで。ハートフル・ラッピング 　包むファクトリー∥編 　日本文芸社

20 フラワー・ラッピング・アイデア 　長谷 恵∥著 　誠文堂新光社

21 結ぶ。包む。おくる。 　日高 麻由美∥著 　講談社

22 お嬢様の手みやげ 　飛田 和緒∥著

23 大人かわいいラッピング 　宮岡 宏会∥著 　主婦と生活社

 016.2  /ｳ

 019.9  /ｷ  

 147  /ﾔ    

Feel blue　こころが元気になる贈り物  159  /ﾖ    

 332.1  /ｻ  

 385.9  /ｲ  

 385.9  /ｳ  

 385.9  /ｵ  

 385.9  /ｵ  

 385.9  /ｵ  

雑貨&フードラッピングブック  385.9  /ｵ  

 385.9  /ｵ  

 385.9  /ｶ  

こんなふうに贈りたい !  385.9  /ｻ  

 385.9  /ｻ  

　21世紀マナー研究会∥著  385.9  /ｽ  

 385.9  /ｽ  

　Spiral Market∥監修  385.9  /ﾂ  

 385.9  /ﾂ  

 385.9  /ﾊ  

 385.9  /ﾋ  

　WAVE出版  385.9  /ﾋ  

 385.9  /ﾐ  



24 ラッピングのきほん事典 　宮田 真由美∥監修 　西東社

25 クリスマスの歴史 　ジュディス　フランダーズ∥著 　原書房

26 だれが幸運をつかむのか 　山 泰幸∥著 　筑摩書房

27 未来へのおくりものさい帯血のすべて 　大野 典也∥監修 　実業之日本社

28 Birthday Herb 　朝比奈 千鶴∥著 　朝日新聞出版

29 暮らしのアイデア帖 　柳沢 小実∥著 　ピエ・ブックス

30 毎日をもっとゆっくりと 　ベニシア　スタンリー　スミス∥著 　世界文化社

31 てがみアート 　小倉 ゆき子∥著 　工作舎

32 ターシャ・テューダーの手作りギフト 　ターシャ　テューダー∥著 　メディアファクトリー

33 手作りのおくりもの 　主婦の友社∥編 　主婦の友社

34 マカベアリスの刺繡物語 　マカベ アリス∥著 　主婦と生活社

35 　長浦 ちえ∥著 　エクスナレッジ

36 　加藤 千恵∥著 　講談社

37 フラワーラッピング・マニュアル 　出崎 徹∥著 　誠文堂新光社

38 超ビギナーのための「花」のラッピングバイブル 　 　角川マガジンズ

39 いのちのギフト 　日野原 重明∥著 　小学館

40 あの人に贈りたい、京都おもてなしの逸品 　 　青幻舎

41 お菓子の包み紙 　甲斐 みのり∥著 　グラフィック社

42 京都手みやげと贈り物 　 　朝日新聞出版

43 　真野 知子∥著 　マーブルトロン

44 　久保田 沙耶∥著 　小学館

45 優しいライオン 　小手鞠 るい∥著 　講談社

46 おじいちゃんの絵手紙 　ヘンリー  ソーンヒル卿∥絵 　講談社

47 おくりもの 　梅原 麦子∥著 　新日本出版社

48 筆ペンで書くゆる文字 　宇田川 一美∥著 　誠文堂新光社

49 悲しみを力に 　金澤 翔子∥書

50 ボンボニエールと近代皇室文化 　長佐古 美奈子∥著 　えにし書房

51 折り紙でつくる箱と袋もの 　金杉 登喜子∥著 　日本文芸社

52 包みと袋のおりがみ 　布施 知子∥著 　誠文堂新光社

53 旅立つキミに贈りたい感動の名曲 　 　全音楽譜出版社

 385.9  /ﾗ  

 386    /ﾌ  

 388.1  /ﾔ  

 493.1  /ﾐ  

 499.8  /ｱ  

 590  /ﾔ    

 590.4  /ｽ  

 594  /ｵ    

 594  /ﾁ    

 594  /ﾃ    

 594.2  /ﾏ  

手軽につくれる水引アレンジBOOK  594.9  /ﾅ  

ラブリー!ハッピー!贈るお菓子  596.6  /ｶ  

 627.9  /ｲ  

 627.9  /ﾁ  

 645.6  /ﾋ  

 675.1  /ｱ  

 675.1  /ｶ  

 675.1  /ｷ  

ギフトコンシェルジュ真野知子の大切な日       
のためのギフト・マニュアル

 675.1  /ﾏ  

漂流郵便局-お母さんへ-  719.0  /ｸ  

 726.1  /ﾔ  

 726.5  /ｿ  

 726.9  /ｳ  

 728  /ｳ    

　PHP研究所  728.2  /ｶ  

 750.2  /ﾅ  

 754.9  /ｵ  

 754.9  /ﾌ  

 763.2  /ﾀ  



54 成田屋のおくりもの 　堀越 希実子∥著 　マガジンハウス

55 樹木希林さんからの手紙 　主婦の友社

56 枝物フラワーアレンジメント 　永塚 慎一∥著 　誠文堂新光社

57 　杉本 祐子∥著 　主婦の友社

58 そえぶみ箋の使い方 　むらかみ かずこ∥監修 　実務教育出版

59 　中山 庸子∥著 　海竜社

60 手紙の作法 　丹生谷 真美∥著 　主婦と生活社

☆言葉の贈り物

61 だから、君に、贈る。 　佐野 真一∥著 　平凡社

62 贈る物語 　 　光文社

63 江戸っ子漱石先生からの手紙 　渡邉 文幸∥著 　理論社

64 はじめての万葉集 　萩原 昌好∥編 　あすなろ書房

65 はじめての万葉集 　萩原 昌好∥編 　あすなろ書房

66 　水内 喜久雄∥編著

67 伊集院静の「贈る言葉」 　伊集院 静∥著 　集英社

68 　小手鞠 るい∥著 　産業編集センター

69 息子に贈ることば 　辻 仁成∥著 　文藝春秋

70 ほんのきもち 　朝吹　真理子　ほか∥著 扶桑社

71 認知症の母がくれた涙のプレゼント 　ふみさん∥著 　文芸社

72 プレゼント 　星野 夏∥著 　ポプラ社

73 父さんの手紙はぜんぶおぼえた 　岩波書店

74 アガサ・クリスティの贈物 　ジェフリー・ファインマン∥著 　晶文社

75 イギリスの田園からの贈り物 　ザアルビオンプレス∥編 　講談社

76 さよならのあとで 　ヘンリー  スコット  ホランド∥詩 　夏葉社

77 クリスマス・キャロル 　チャールズ　ディケンズ∥著 　春風社

78 スターク・マンローからの手紙 　アーサー　コナン　ドイル∥著 　河出書房新社

79 幸福の王子 　オスカー　ワイルド∥原作 　バジリコ

80 目覚めの森の美女 　ディアドラ　サリヴァン∥著 　東京創元社

81 クリスマス・プレゼント 　ジェフリー  ディーヴァー∥著 　文藝春秋

 774.2  /ｲ  

　NHK『クローズアップ現代+』+ 
『知るしん』制作班∥著  778.2  /ｷ  

 793  /ﾅ    

手紙とはがきの書き出しと結び                       
きちんとマナーハンドブック

 816.6  /ｽ  

 816.6  /ｿ  

50歳からのおしゃれ手紙  816.6  /ﾅ  

 816.6  /ﾆ  

 901.6  /ｻ  

 908.3  /ｵ  

 910.2  /ﾅ  

 911.1/ﾊ/1

 911.1/ﾊ/2

中学生に贈りたい心の詩40 　PHP研究所  911.5  /ﾐ  

 914.6  /ｲ  

働く女性に贈る27通の手紙  914.6  /ｺ  

 914.6  /ﾂ  

 914.6  /ﾎ  

 916  /ﾌ    

 916  /ﾎ    

　タミ　シェム=トヴ∥著  929.7  /ｼ  

 930.2  /ﾌ  

 931  /ｲ    

 931.7  /ﾎ  

 933.6  /ﾃﾞ 

 933.6  /ﾄﾞ  

 933.6  /ﾜ  

 933.7  /ｻ  

 933.7  /ﾃﾞ 



82 モンスーンの贈りもの 　ミタリ　パーキンス∥著 　鈴木出版

83 人魚のおくりもの 　バーバラ　レオニ　ピカード∥著 　長崎出版

84 賢者の贈り物 　オー　ヘンリー∥著 　理論社

85 賢者の贈りもの 　新潮社

86 ギフト 　河出書房新社

87 リスからアリへの手紙 　トーン　テレヘン∥著 　河出書房新社

88 天国のママから届いた最後の贈り物 　マリー　ロール　ピカ∥著 　講談社

89 人生の贈り物 　アレックス　ロビラ∥著 　ポプラ社

90 賢者の贈り物 　石持 浅海∥著

91 つばさのおくりもの 　小川 糸∥著 　ポプラ社

92 あの世からの贈りもの 　小沢 清子∥文 　国土社

93 Presents 　角田 光代∥著 　双葉社

94 私がいないクリスマス 　加藤 元∥著 　講談社

95 ギフト 　日明 恩∥著 　双葉社

96 父のひと粒、太陽のギフト 　大門 剛明∥著 　幻冬舎

97 どうぶつたちの贈り物 　小川 洋子∥著

98 最期の贈り物 　中島 久美子∥著 　学陽書房

99 猫をおくる 　野中 柊∥著 　新潮社

100 ラストプレゼント 　秦 建日子∥著 　幻冬舎

101 ナミヤ雑貨店の奇蹟 　東野 圭吾∥著 　角川書店

102 ボクの妻と結婚してください。 　樋口 卓治∥著 　講談社

103 手紙 　東野 圭吾∥著 　毎日新聞社

104 幻想郵便局 　堀川 アサコ∥著 　講談社

105 水曜日の手紙 　森沢 明夫∥著

 933.7  /ﾊﾟ 

 933.7  /ﾋﾟ 

 933.7  /ﾍ  

　O.ヘンリー∥著  933.7  /ﾍ  

　ル=グウィン∥著  933.7  /ﾙ  

 949.3  /ﾃ  

 956   /ﾋﾟ   

 964   /ﾛ   

　PHP研究所   F   /ｲ     

  F   /ｵ     

  F   /ｵ     

  F   /ｶ     

  F   /ｶ     

  F   /ﾀ      

  F   /ﾀﾞ     

　PHP研究所   F   /ﾄﾞ     

  F   /ﾅ     

  F   /ﾉ      

  F   /ﾊ     

  F   /ﾋ      

  F   /ﾋ      

  F   /ﾋ      

  F   /ﾎ     

　KADOKAWA   F   /ﾓ     


