
№ 資料名 　著者名 　出版者 　請求記号

1 ほぼ1円の家 　石倉 ヒロユキ∥著 　日本放送出版協会 527     /ｲ            

2 インテリア改造計画!リノベ&DIYハンドブック 　 　マガジンハウス 527     /ｲ            

3 ホームワーク 　ロイド カーン∥著 　ワールドフォトプレス 527     /ｶ           

4 ガレージ&工房完全読本 　 　学研パブリッシング 527     /ｶﾞ          

5 小屋を作る本  2015-2016 　 　学研パブリッシング 527     /ｺ     /15      

6 セルフリノベーションの教科書 　坂田 夏水∥著 　誠文堂新光社 527     /ｻ             

7 自給自邸 　 　INAX出版 527     /ｼﾞ            

8 自分でできる!小屋の作り方 　 　学研プラス 527     /ｼﾞ            

9 ツリーハウスを作りたい 　ツリーハウス倶楽部∥編 　二見書房 527     /ﾂ            

10 手作りガレージ&カーポート 　 　学研パブリッシング 527     /ﾃ             

11 手作りウッディハウス  [2013] 　 　学研パブリッシング 527     /ﾃ     /13      

12 笑って!小屋作り 　中山 茂大∥文 　山と溪谷社 527     /ﾅ             

13 ツリーハウスで遊ぶ 　ポーラ ヘンダーソン∥著 　二見書房 527     /ﾍ             

14
簡単!住まいのDIYマニュアル 水回り<単水栓・混
合栓><トイレ>

　
　スタジオタッククリ
エイティブ

528.1   /ｶ          

15 DIYで楽しむ手作りストーブの本 　 　学研プラス 528.2   /ﾃﾞ             

16 DIYで火の暮らしを楽しむ 　 　地球丸 528.7   /ﾃﾞ             

17 DIY de クルマをきれいにする本 　 　三栄書房 537.7   /ﾃﾞ              

18 車中泊の達人スゴ技大全 　 　地球丸 537.9   /ｼ              

19 DIYで軽トラを10倍楽しむ本 　 　学研プラス 537.9   /ﾃﾞ              

20
宇宙へ行きたくて液体燃料ロケットをDIYしてみ
た

　あさり よしとお∥著 　学研教育出版 538.9   /ｱ              

21 木工バイブル 　荒井 章∥著 　エクスナレッジ 592.7   /ｱ            

22 材料使いこなし大全 　荒井 章∥著 　エクスナレッジ 592.7   /ｱ               

23 家のまわりを美しく整える本 　 　主婦と生活社 592.7   /ｲ              

令和２年９月～１０月　一般展示コーナー図書リスト

チャレンジ日曜大工　～　Let's　Try　DIY！　～

【住宅・住宅設備・・・】

【自動車関連・・・】

【家庭工作・日曜大工・・・】



№ 資料名 　著者名 　出版者 　請求記号

24 インテリアのペイント・テクニック・ブック 　m+oss∥編 　誠文堂新光社 592.7   /ｲ            

25 1枚の板から作る楽しい!合板木工 　 　学研 592.7   /ｲ            

26 壁塗り実例&実践百科 　 　学研パブリッシング 592.7   /ｶ              

27 簡単木工作例100 　 　学研パブリッシング 592.7   /ｶ              

28 かっこいい部屋をつくるためのインテリアDIY 　 　学研プラス 592.7   /ｶ              

29 簡単!住まいのDIYマニュアル 壁塗り<珪藻土・漆喰> 　
　スタジオタッククリ
エイティブ

592.7   /ｶ              

30 家庭大工マニュアル 　西沢 正和∥監修 　主婦と生活社 592.7   /ｶ             

31 Kume MariのDIYでつくる家、つくる暮らしDIY LIFE 　Kume Mari∥[著] 　主婦の友社 592.7   /ｸ              

32 自分サイズの棚づくり 　 　雄鶏社 592.7   /ｼﾞ             

33 自分で作る家具!はじめてのDIY 　 　コスミック出版 592.7   /ｼﾞ             

34 11人の木工作家に教わるシンプル家具づくり 　NHK出版∥編 　日本放送出版協会 592.7   /ｼﾞ             

35 超画期的木工テクニック集 　杉田 豊久∥著
　スタジオタッククリ
エイティブ

592.7   /ｽ             

36 高級家具作りに挑戦! 　高橋 甫∥著 　技術評論社 592.7   /ﾀ              

37 電動ドリルの職人技 　高橋 甫∥著 　技術評論社 592.7   /ﾀ              

38 匠に学ぶ木工入門 　内田 桂太郎∥製作 　成美堂出版 592.7   /ﾀ              

39 手作り!ウッドデッキ 　 　立風書房 592.7   /ﾃ              

40 手づくり木工大図鑑 　田中 一幸∥監修 　講談社 592.7   /ﾃ               

41 DIYで自分らしい暮らし 　 　主婦の友社 592.7   /ﾃﾞ             

42 DIY基本テクニック百科 　 　学研プラス 592.7   /ﾃﾞ             

43 DIYで暮らすインテリアの本 　 　日本ヴォーグ社 592.7   /ﾃﾞ             

44 DIYで部屋リノベーションする本 　 　学研プラス 592.7   /ﾃﾞ            

45 DIYの素材と道具図鑑 　NHK出版∥編 　日本放送出版協会 592.7   /ﾃﾞ              

46 日曜大工で楽しむ金属DIY入門 　西野 弘章∥著 　山と溪谷社 592.7   /ﾆ               

47 DIY工具50の極意 　西野 弘章∥著 　山と溪谷社 592.7   /ﾆ              

48 日曜大工で作る!理想のウッドデッキ 　 　学研パブリッシング 592.7   /ﾆ              

49 部屋をおしゃれにリメイクする本 　 　学研プラス 592.7   /ﾍ            

50 丸林さんちの手づくり家具帖 　丸林さんち∥著 　メディアファクトリー 592.7   /ﾏ               

51 マイ工房の作り方 　 　学研 592.7   /ﾏ            

52 これ一冊ではじめる!日曜大工 　山田 芳照∥著 　ナツメ社 592.7   /ﾔ             



№ 資料名 　著者名 　出版者 　請求記号

53 屋根付きウッドデッキの作り方 　 　学研パブリッシング 592.7   /ﾔ               

54 庭遊びの達人が教える野外DIY実践術 　脇野 修平∥著 　学研プラス 592.7   /ﾜ            

55 ワイヤーでつくるかご&バスケット 　蔭山 はるみ∥著 　誠文堂新光社 594.9   /ｶ            

56 ピザ窯・パン窯の作り方 　 　学研パブリッシング 596.9   /ﾋﾟ             

57 人生をリセットする、部屋の片づけと模様替え 　天沼 寿子∥監修、文 　主婦の友社 597     /ｱ               

58 青柳啓子の私の家(うち)へようこそ! 　青柳 啓子∥著 　主婦と生活社 597     /ｱ             

59 イェンセン家のマンションDIY 　イェンス イェンセン∥著 　文藝春秋 597     /ｲ             

60 イルミネーション入門ブック 　 　学研 597     /ｲ              

61 男のインテリア大事典 　石橋 弘次∥著 　成美堂出版 597     /ｲ             

62 簡単でカッコいい!壁面収納とインテリア 　 　主婦と生活社 597     /ｶ              

63 Come home!  vol.31 　 　主婦と生活社 597     /ｶ     /31      

64 Come home!  vol.43 　 　主婦と生活社 597     /ｶ     /43      

65 Come home!  vol.48 　 　主婦と生活社 597     /ｶ     /48      

66 気持ちのいい部屋が上手につくれる本 　 　主婦と生活社 597     /ｷ             

67 これで解決!とっさのDIY 　NHK出版∥編 　日本放送出版協会 597     /ｺ          

68 自分で直せば断然お得!身のまわりの修理の教科書 　西沢 正和∥監修 　PHP研究所 597     /ｼﾞ            

69 自分で直せる!住まいの補修術 　NHK出版∥編 　日本放送出版協会 597     /ｼﾞ              

70 住まいの修繕とメンテナンス 　嶋崎 都志子∥監修 　成美堂出版 597     /ｽ             

71 小さな手作りのあるインテリアブック 　 　主婦の友社 597     /ﾁ              

72 DIYでできる!憧れの空間作り 　 　学研パブリッシング 597     /ﾃﾞ             

73 賃貸でもここまでできるDIY 　番匠 智香子∥[著] 　主婦の友インフォス 597     /ﾊﾞ           

74 部屋のプチリフォーム 　 　オレンジページ 597     /ﾍ               

75 部屋のリフォームが自分でできる本 　 　学研 597     /ﾍ               

76 部屋をかっこよくリメイクする本 　 　学研パブリッシング 597     /ﾍ            

77 これならできる!DIYでリフォーム&メンテナンス 　山田 芳照∥著 　ナツメ社 597     /ﾔ              

78
吉原理映さんの小さな手作りとナチュラルインテリ
ア

　吉原 理映∥[著] 　主婦の友社 597     /ﾖ             

79 小さな家を素敵に変えるアイディア 　渡辺 ゆり子∥著 　講談社 597     /ﾜ              

80 わが家の壁・床DIYリフォーム 　 　学研 597     /ﾜ              

【インテリア・・・】
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81 私のカントリー  NO.101 　 　主婦と生活社 597     /ﾜ     /101     

82 DIYでできる壁紙リノベーション 　壁紙屋本舗∥監修 　主婦と生活社 597.2   /ﾃﾞ   

83 新白河原人 　守村 大∥著 　講談社 611.9   /ﾓ             

84 新白河原人 　守村 大∥著 　講談社 611.9   /ﾓ            

85 100円グッズでプチ!ガーデニング 　竹田 薫∥監修 　主婦の友社 627.8   /ﾋ               

86 ベランダガーデニングベストガイド 　グラフィック社編集部∥編 　グラフィック社 627.8   /ﾍﾞ             

87 庭づくりの材料と使い方がわかる本 　 　主婦と生活社 629.5   /ﾆ              

88 まるごとわかる!庭づくりDIYの基本 　荒井 章∥著 　エクスナレッジ 629.7   /ｱ              

89 おしゃれな庭を作る材料と使い方の本 　 　学研パブリッシング 629.7   /ｵ              

90 ガーデニングDIYガイド 　グラフィック社編集部∥編 　グラフィック社 629.7   /ｶﾞ           

91 今日からはじめる小さな庭づくり 　 　廣済堂出版 629.7   /ｷ            

92 決定版自分でできる!レンガワーク 　 　学研 629.7   /ｹ              

93 素敵なナチュラルガーデン 　講談社∥編 　講談社 629.7   /ｽ           

94 雑木の庭づくり 　 　学研パブリッシング 629.7   /ｿﾞ             

95 日陰をいかすガーデニング 　高山 徹也∥著 　日本文芸社 629.7   /ﾀ               

96
宿根草と低木で手軽にできる小さなスペースをい
かす美しい庭づくり

　マーク チャップマン∥著 　家の光協会 629.7   /ﾁ               

97 プロが教える庭づくりと庭木の育て方 　永井 淳一∥著 　日本文芸社 629.7   /ﾅ              

98 はじめてでも失敗しない小さな庭づくりの基本100 　浜野 典正∥監修 　主婦の友社 629.7   /ﾊ            

99 日曜大工でレンガ&ストーンワーク 　藤岡 等∥著 　エクスナレッジ 629.7   /ﾌ               

100 みんなでつくろう!大型クラフト  3 　水谷 桃子∥イラスト 　大月書店 750     /ﾐ     /3       

101 自分で作る木のおもちゃ 　
　スタジオタッククリ
エイティブ

754     /ｼﾞ             

102 イラスト版子どもの技術 　産業教育研究連盟∥編 　合同出版 754.3   /ｲ             

103 自然木・流木の木工
　自然木 流木の木工編集部
∥編

　誠文堂新光社 754.3   /ｼ              

104 やさしく手づくり小物木工作 　 　パッチワーク通信社 754.3   /ﾔ               

105 手づくりする木のスツール 　西川 栄明∥著 　誠文堂新光社 758     /ﾆ               

【ガーデニング・・・】

【木工芸・・・】


