
　　　　　　会津図書館展示リスト

　　　　　　第６回会津若松まちゼミ　～お店の人が教えてくれる！知って得する暮らしの情報～

資料名 著者名 出版者 請求記号

実践味噌作り

自家製味噌のすすめ 石村 眞一∥編著 雄山閣 588.6/イ

誰でもできる手づくり味噌 永田 十蔵∥著 農山漁村文化協会 588.6/ナ

お味噌のことが丸ごとわかる本 東京生活編集部∥編 枻出版社 588.6/オ

手づくりみそ自慢 辻田 紀代志∥著 創森社 588.6/ツ

ベーグル教室（座学）

少しのイーストでゆっくり発酵パン 高橋 雅子∥著 パルコエンタテインメント事業局 596.6/タ

ゆっくり発酵ベーグル 高橋 雅子∥著 パルコエンタテインメント事業局 596.6/タ

ベーグル・マジック ウォーラー　マーティン∥著 文化出版局 596.6/ウ

お抹茶を飲んでみませんか？

日日是好日 「お茶」が教えてくれた15のしあわせ 森下 典子∥著 新潮社 B/791.0/モ

知って得する茶道のいろは 筒井 紘一∥著 淡交社 Y/791/ツ

お茶のお稽古茶道入門 すべての所作がやさしくわかる 松井 宗幸∥監修 成美堂出版 791/オ

お茶と和菓子の十二カ月 鳥越 美希∥著 ピエ・ブックス 596.6/ト

おいしい日本茶を淹れましょう！

日本茶。 New tastes in green tea 新しい魅力と愉しみ方 徳永 睦子∥著 講談社インターナショナル A/596.7/T

美味しい日本茶入門 日本茶を語れるようになる! 枻出版社 596.7/オ

日本茶、美味しさを究める 松下 智∥著 雄鶏社 書/596.7/マ

おいしい「お茶」の教科書 日本茶・中国茶・紅茶・健康茶・ハーブティー 大森 正司∥著 PHP研究所 596.7/オ

缶詰はおもしろい、おいしい。

缶詰博士が選ぶ!「レジェンド缶詰」究極の逸品36 黒川 勇人∥[著] 講談社 588.9/オ

缶詰・瓶詰・乾物を使ってつくるヤミーさんの世界のごはんひとりぶん。 ヤミー∥著 大和書房 596/ヤ

缶詰でおいしいレシピ 谷島 せい子∥著 家の光協会 596/タ

缶つまデラックス 間口 一就∥著 世界文化社 596/マ

クイズで楽しむ日本茶のみ比べ

お茶カフェ 通いたくなる102軒 交通新聞社 596.7/オ

日本茶のひみつ 青木 萌∥作 文 山口 育孝∥漫画 学研コミュニケーションビジネス事業部教材資料制作室 619/ニ

お茶に強くなる 世界文化社 596.7/オ

おいしい「お茶」の教科書 大森 正司∥著 PHP研究所 596.7/オ

『クラウドファンディング』の仕組み（入門編）

クラウドファンディングで夢をかなえる本 板越 ジョージ∥著 ダイヤモンド社 336.8/イ

1000億円のブームを生んだ考えぬく力 須永 珠代∥著 日経BP社 345/ス

貧困のない世界を創る ソーシャル・ビジネスと新しい資本主義 ムハマド　ユヌス∥著 早川書房 335.8/ユ

ソーシャルビジネス入門 「社会起業で稼ぐ」新しい働き方のルール ベン　コーエン∥著 日経BP社 335.8/コ

手仕事大好きさん募集中

ハンドメイドレクで元気!手づくり雑貨 寺西 恵里子∥著 朝日新聞出版 594/テ

いつでも手づくりルームシューズ 日本ヴォーグ社 593.3/イ

おとな色の手作りバッグ 信國 安城子∥他著 パッチワーク通信社 594.7/オ

布のリフォーム&リメイク パッチワーク通信社 594/ヌ

ハーブ、アレンジメント寄せ植え講習

やさしい時間がながれるハーブ・ライフBOOK 学研パブリッシング 617.6/ヤ

キッチンハーブ26種の育て方&レシピ 主婦の友社∥編 主婦の友社 617.6/キ

心と体に効くハーブ読本 佐々木 薫∥著 PHP研究所 499.8/サ

ハーブ図鑑200 主婦の友社∥編 主婦の友社 617.6/ハ

上手な資産運用のヒント

東大生が教えるマンガで実践!資産運用超入門 東京大学株式投資クラブAgents∥原作 学研プラス 338.1/ト

老後破産しないためのお金の教科書 塚崎 公義∥著 東洋経済新報社 338.1/ツ

カイジ「命より重い!」お金の話 木暮 太一∥著 サンマーク出版 330/コ

運用以前のお金の常識 基本の知識242 柳澤 美由紀∥著 講談社 591/ヤ

世界でたった一つ、あなただけのオリジナル游印づくり

遊びの印づくり入門 深沢 紅炉∥著 マコー社 739/フ

刻字を楽しむ 日本刻字協会∥編 二玄社 739/コ

刻字と雅印づくり 長 揚石∥著 日貿出版社 739/チ



資料名 著者名 出版者 請求記号

会津塗をつかって食卓を楽しもう（重箱編）

毎日つかう漆のうつわ 赤木 明登∥他著 新潮社 752/マ

知る!使う!作る!うるしの器 阿部出版 752/シ

ほんものの漆器 荒川 浩和∥[ほか]著 新潮社 752/ホ

漆塗りの技法書 十時 啓悦∥著 工藤 茂喜∥著 西川 栄明∥著 誠文堂新光社 752/ウ

商店街の長老７４歳和菓子屋店主の茶飲み話

花の和菓子のつくりかた 金塚 晴子∥著 淡交社 596.6/カ

江戸時代から続く老舗の和菓子屋 山本 博文∥監修 双葉社 596.6/エ

あんこ読本 和菓子好き委員会あんこ部∥著 PHP研究所 596.6/ア

もっと「いいね♥」が集まるSNS写真投稿のコツ

スマホ女子よくばり活用術 自由が丘デジージョの会∥著 技術評論社 PC/694.6/ス

キレイに魅せるデジカメ写真術 西川 晃太郎∥著 ソフトバンククリエイティブ 746/ニ

孫を100倍かわいく撮る GOTO AKI∥監修 木村 文平∥監修 祥伝社 746/マ

はじめてのHappyカメラレッスン Atelier*Spoon∥著 インプレスジャパン 746/ハ

冷蔵庫の余り物でアイディア料理！！

あまった野菜でお漬物 枻出版社 596.3/ア

ヤミーさんの“1週間で食材使い切り”3STEPレシピ ヤミー∥著 主婦と生活社 596/ヤ

冷凍保存&使いきり得ワザ555 主婦の友社∥編 主婦の友社 596/レ

材料使いきり、便利なおかず ベターホーム協会∥編集 ベターホーム出版局 596/ザ

きれいと健康をサポート！お酢のおすすめ！

酢てきなごちそう 金子 ひろみ∥著 集英社 596/カ

無敵の「酢はち」レシピ 浜内 千波∥著 PHP研究所 596/ハ

果実酒・果実酢・フルーツシロップBOOK 飯田 順子∥著 主婦の友社 596.7/イ

浜内千波の毎日一品お酢のおかず 浜内 千波∥[著] アスペクト 596/ハ

はじめての英語「名探偵からの挑戦状」

親子で楽しむ小学生英語 声に出す!体で覚える! 尾崎 哲夫∥著 東京 JTB 児830/オ

発音がわかる！英語の絵本　１～５ 稲葉 茂勝∥著 松澤 喜好∥監修 東京 ポプラ社 児831/イ/1 ～ 5

簡単おいしい漬物づくり

野菜たっぷりの漬物レシピ冷蔵庫で作りおき! 石澤 清美∥著 主婦の友社 596.3/イ

失敗しない梅干し・漬物 今泉 久美∥[著] 主婦の友社∥編  主婦の友社 596.3/イ

ビニール袋で手早くできる！野菜のうまみが活きる漬け物 新関 さとみ∥著  PHP研究所 596.3/ニ

村上つけもの工房　電子レンジであっというまにできあがり 村上 祥子∥著 家の光協会 596.3/ム

テラリウムにチャレンジ！多肉植物で創る小さな世界

小さな緑の世界テラリウムをつくろう ミシェル　インシアラーノ∥他著 草思社 627.8/イ

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∥著 栄福 綾子∥著 家の光協会 627.8/ク

ｓｏｌ×ｓｏｌの多肉植物・サボテンを育てよう 松山  美紗／著 ブティック社 627.7/マ

多肉植物 長田 研∥著 NHK出版 627.7/オ

おしゃれは衿元から…簡単半衿付講座

石田節子直伝きもの着こなし術 石田 節子∥監修 世界文化社 593.8/イ

着物の知識と着つけ 網野 鉦一∥[著] グラフ社 593.8/ア

着物まわりの小物レシピ 手づくりでレトロかわいい 誠文堂新光社∥編 誠文堂新光社 593.1/キ

知ってて役立つキモノあれコレ（アフター編）

自分でできるきもののお手入れ＆お直し  世界文化社 593.1/ジ

和ごころ布生活 茶原 真佐子∥他著 風媒社 593.1/ワ

毎日着たくなるきものリフォーム いきいき編集部∥編 いきいき株式会社出版局 593.3/マ

大人気の悉皆屋さんが教える!着物まわりのお手入れ 高橋 和江∥著 河出書房新社 593.8/タ

初めてのドラム体験カラダと頭のエクササイズ♪

初心者のドラム基礎教本 [2016]  枝川 淳一∥編著 自由現代社 Y/763.8/エ/16

今すぐ始めるロック・ドラム入門 楽しく叩いてらくらく上達!! 田熊 健∥編著 自由現代社 763.8/タ

ドラム、やってみよう! 前田 一知∥著 一迅社 763.8/マ

バンドはじめようよ!ロック・ドラム 自由現代社編集部∥編著 自由現代社 763.8/バ

「木のはり絵ストラップ作り」～天然木でつくる～

手づくりする木の器 西川 栄明∥著 誠文堂新光社 754/ニ

日本の森と木の職人 西川 栄明∥著 ダイヤモンド・ビッグ社 754/ニ

竹細工・木工細工をつくろう 宮内 正勝∥監修 リブリオ出版 児/754.7/タ

自分で作る木のおもちゃ ナチュラルで美しい15の作品 スタジオタッククリエイティブ 754/ジ



資料名 著者名 出版者 請求記号

竹のパワーにふれてみませんか！！

竹垣づくりのテクニック 吉河 功∥監修 誠文堂新光社 629.6/タ

ザルとカゴを編む　職人の技に学ぶ竹細工 稻垣 尚友∥著 日貿出版社 754.7/イ

やさしく作る竹組み工芸 稻垣 尚友∥著 日貿出版社 754.7/イ

竹炭・竹酢液のつくり方と使い方 池嶋 庸元∥著 岸本 定吉∥監修 農山漁村文化協会 658.2/イ

初心者の為の器の見方・遊び方

かわいいやきもの 柏木 麻里∥著 東京美術 751/カ

やきもの入門 実方  浩信／著 新風舎 751.1/ジ

日本のやきもの鑑定入門 矢部 良明 東京美術 751.1/ヤ

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

片付け・復活応援！ジュエリーリフォームしませんか？

パーフェクトマスタージュエリーデザイン 小泉 たかえ∥著 誠文堂新光社 756.3/コ

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

ブライダルコスチュームジュエリー 平凡社 755.3/ブ

良いパールとは？パール選びのポイントアドバイス

パール・ジュエリー 平凡社 755.3/パ

真珠事典 小松 博∥監修 繊研新聞社 666.7/シ

真珠 NHK「美の壺」制作班∥編 日本放送出版協会 755.3/シ

真珠をつくる 和田 克彦∥著 成山堂書店 666.7/ワ

地球からの贈りものダイヤモンドのお話し

ダイヤモンド・ジュエリー 平凡社 755.3/ダ

ダイアモンド 岩田 哲三郎／著 田中貴金属ジュエリー 569.9/イ

天然石と宝石の図鑑 塚田 眞弘∥著 松原 聰∥監修 日本実業出版社 459/ﾂ

宝石・鉱物手帳 地質情報整備　活用機構∥編著 JTBパブリッシング 459/ホ

カバンのおもしろい話

憧れのブランド図鑑 大内 順子∥監修 永岡書店 589.2/ア

バッグ作りの基礎BOOK 梅谷 育代∥著 日本ヴォーグ社 594.7/ウ

企業内職人図鑑 私たちがつくっています。 5 こどもくらぶ∥編 同友館 児/502/キ/5

ランドセルは海を越えて 内堀 タケシ∥写真　文 ポプラ社 児/376/ウ

お家でキレイ！被毛ケアスプレー作り

犬と一緒に!Happy!Healthy!手作りおやつ Deco∥著 世界文化社 645.6/デ

ペットの自然療法事典 バーバラ　フジェール∥著 産調出版 645.6/フ

富士丸のモフモフ健康相談室 穴澤 賢∥著 藤田 紘一郎∥著 実業之日本社 645.6/ア

ハーブと精油の基本事典 林 真一郎∥著 池田書店 499.8/ハ

おいしい珈琲のお話し

珈琲事典 田口 護∥監修 学研パブリッシング 596.7/コ

おうちでコーヒー焙煎 天坂 信治∥著 旭屋出版 596.7/ア

コーヒーをもっとおいしくするテクニック 旭屋出版 596.7/コ

コーヒーのひみつ 青木 萌∥作 文 山口 育孝∥漫画 学研コミュニケーションビジネス事業部教材資料制作室 児/619/ア

ディープな街歩き～商店街を楽しもう～

通り別会津若松まち歩きガイド 会津若松市商店街連合会∥編 会津若松市商店街連合会 092.91/ト

町名歴史散歩 小島 一男∥著 歴史春秋出版 092.91/コ

ニッポン商人語録 ねじめ正一∥著 青春出版社 672.1/ネ

商店街で働く人たち しごとの現場としくみがわかる! 山下　久猛∥著 ぺりかん社 Y/672.9/ヤ

はじめてのタブレット教室中級編（デジタルカメラの使い方）

デジカメ写真のレタッチ 高橋 としゆき∥著 他 翔泳社 PC/007.6/デ

はじめてのデジカメRAW現像Photoshop Lightroom 3 ゆうき たかし∥著 桐生 彩希∥著 秀和システム PC/007.6/ユ

らくらく入門デジカメ画像活用 アスキー書籍編集部∥編 アスキー PC/007.6/ラ

はじめてのタブレット教室

スマホ&タブレットQ&Aで入門 岡嶋 裕史∥監修 宝島社 694.6/ス

Windows 10 100%入門ガイド リンクアップ∥著 技術評論社 PC/007.6/ウ

知識ゼロからタブレットがぜんぶわかる本 洋泉社 PC/548.2/チ

知識ゼロからWi‐Fiがぜんぶわかる本 洋泉社 PC/547.4/チ/15

たのしくおいしいパンを作ってみよう！！

パンの絵本 かたおか ふさこ∥へん やまふく あけみ∥え 農山漁村文化協会 児/596/パ

世界一やさしいパン作りの本 大原 照子∥著 安東 紀夫∥撮影 文化出版局 596.6/オ

世界のかわいいパン ぱんとたまねぎ∥イラスト 井上 好文∥監修 パイインターナショナル 596.6/セ

世界のパン図鑑224 大和田 聡子∥監修 平凡社 596.6/セ

ボウルひとつでこねずにできる本格パン 藤田 千秋∥著 河出書房新社 596.6/フ



資料名 著者名 出版者 請求記号

ディープな街歩き～和服でさくらまつりとまちなか散策～

会津地名人名散歩 宮崎 十三八∥著 歴史春秋出版 092.91/ミ

会津文学碑散歩 星 勝∥著 会津文化財調査研究会 099/ホ

会津路の桜  会津路の桜出版委員会／著 会津生物同好会 Ｙ094/ア・094/ア

フレッシュ会津さくら紀行 フレッシュ会津さくら紀行刊行委員会 会津生物同好会 094/フ

花嫁なりきり体験

結婚式っておもしろい!? たかはし みき∥著 主婦と生活社 385.4/タ

美しすぎるプリンセスたち 双葉社 288.4/ウ

2Wayウェディングドレス 森永 幸徳∥著 文化学園文化出版局 593.3/モ

婚礼 ニッポンブライダル考 福島県立博物館／編 福島県立博物館 093.8/コ

育毛・脱け毛について

「女性の薄毛・抜け毛」お悩み解消BOOK 浜中 聡子∥著 主婦と生活社 494.8/ハ

発毛・育毛の新常識 東田 雪子∥著 日刊工業新聞社 書/494.8/ヒ

髪は増える! 山田 佳弘∥著 自由国民社 494.8/ヤ

女子のための髪育レッスン 浜中 聡子∥監修 辰巳出版 494.8/ジ

ストール、スカーフの巻き方（春夏スタイル）

大人かわいい!ストール使いこなしレッスン 福田 栄華∥著 PHP研究所 593.8/フ

ストールの巻き方 宝島社 593.8/ス

みんなの、まきもの50 文化出版局 594.3/ミ

シンプルで大人可愛いショール&ストール 河出書房新社 594.3/シ

お腹凹ましまSHOW！－お腹の解剖学付き－

50歳からはじめるヨガ&ピラティスの教科書 中村 尚人∥監修 滋慶出版/土屋書店 498.3/ゴ

スポーツに効く!体幹トレーニング 本橋 恵美∥著 スキージャーナル 780.7/モ

渡辺満里奈ピラティス道 川名 昌代∥監修 森川 昇∥撮影 マガジンハウス 781.4/ワ

きれいやせピラティスDVDレッスン 千葉 絵美∥著 主婦と生活社 595/チ

体においしい、ねかせ玄米、甘酒

医師たちが認めた「玄米」のエビデンス 渡邊 昌∥監修 キラジェンヌ 498.5/イ

玄米弁当 月森 紀子∥著 講談社 596.4/ツ

やさしいマクロビ生活。 成美堂出版編集部∥編集 成美堂出版 498.5/ヤ

春は「キモノでルンルンおでかけ」講座　カンタン小袋帯編

森田空美のシンプル華着付け 森田 空美∥著 世界文化社 593.8/モ

折にふれて きものの四季 清野 恵里子∥著 浅井 佳代子∥写真 文化学園文化出版局 593.8/セ

明治・大正のかわいい着物モスリン 似内 惠子∥著 誠文堂新光社 753/ニ

マタニティ向け「アタッチメントヨガ」

マタニティ・ヨーガ 浦野 晴美∥監修 日本文芸社 CR598.2/マ

お母さんと赤ちゃんが楽しむベビーヨーガ フランソワーズ　バービラ　フリードマン∥著 ガイアブックス CR599.5/バ

はじめてのベビーマッサージ 大坪 三保子∥監修 保健同人社 CR599/ハ

やさしい漢方入門

漢方薬・生薬の教科書 花輪 壽彦∥監修 新星出版社 490.9/ハ

丁先生、漢方って、おもしろいです。 丁 宗鐵∥著 南 伸坊∥著 朝日新聞出版 490.9/テ

漢方のひみつ 秋葉 哲生∥監修 学研パブリッシングコミュニケーションビジネス事業室 児/499/ア

はじめての漢方 若草漢方薬局∥監修 地球丸 495/ハ

男塾カッコいい　男の着物！

男のきもの大全 ビジュアル版 早坂 伊織∥著 草思社 593.8/ハ

体型別・男のきもの着付け入門 笹島 寿美∥監修 世界文化社 593.8/タ

男のふだん着物 鴨志田 直樹∥著 河出書房新社 593.8/カ

男のキモノ 笹島 寿美∥著 神無書房 書/593.8/サ

「ペレットストーブを体験しよう」

火のある暮らしのはじめ方 七輪、囲炉裏、ペレットストーブ、ピザ窯など 日本の森林を育てる薪炭利用キャンペーン実行委員会∥編 農山漁村文化協会 658.2/ヒ

DIYで楽しむ手作りストーブの本 手作りストーブ実例集&実践マニュアル 学研プラス 学研プラス 528.2/デ

薪ストーブの本 薪エネルギーと、薪焚き人の人生 Ｗ・ブッシャ［ほか］∥編・著 田淵 義雄∥訳 晶文社出版 528/マ

都会で楽しむ薪ストーブ  地球丸  地球丸 528.2/ト

※このほかにも、展示・所蔵しています。貸出中の本は予約もできますので、どうぞご利用ください。

株式会社まちづくり会津　作成　　


