
タイトル 著者名 出版社 出版年 背ラベル

伝統アート 本木 洋子／文 玉川大学出版部 2014.7 382/ﾓﾄ/

きもの 伊藤 佐智子／著 パイインターナショナル 2011.1 383.1/ｲﾄ/

しばわんこ和のお道具箱 川浦 良枝／絵と文 白泉社 2009.9 383.9/ｶﾜ/

「和食」って何? 阿古 真理／著 筑摩書房 2015.5 383/ｱｺ/

おもちの大研究 笠原 秀／著 PHP研究所 2004.7 383/ｶｻ/

着物のえほん 高野 紀子／作 あすなろ書房 2009.9 383/ﾀｶ/

すしのひみつ 日比野 光敏／著 金の星社 2015.7 383/ﾋﾋﾞ/

ふろしき 高岡 一弥／アートディレクション パイインターナショナル 2011.11 385.9/ﾌﾛ/

毎日カワイイふろしき よこやま いさお／結びと文 玄光社 2013.12 385.9/ﾖｺ/

日本の香り 松榮堂／監修 平凡社 2005.9 576.6/ﾆﾎ/

和紙のある美しい暮らし 成美堂出版編集部／編集 成美堂出版 2008.11 585.7/ﾜｼ/

やまとなでしこお茶はじめ - 辰巳出版 2012.1 596.7/ﾔﾏ/

おいしい和食のキホン 村林 新吾／著 岩波書店 2015.3 596/ｵｲ/

和菓子のほん 中山 圭子／文 福音館書店 2008.1 596/ﾅｶ/

日本の大切なもの PHP研究所／編 PHP研究所 2007.2 709/ﾆﾎ/

日本の笑い コロナ・ブックス編集部／編 平凡社 2011.12 721.0/ﾆﾎ/

日本の文様 コロナ・ブックス編集部／編 平凡社 2009.3 727/ﾆﾎ/

日本の手仕事 小澤 典代／著 主婦の友社 2011.1 750.2/ｵｻﾞ/

図説日本の職人 神山 典士／文 河出書房新社 2007.1 750.2/ｺｳ/

手拭いづくし 大澤 美樹子／文 バナナブックス 2005.11 753.8/ﾃﾇ/

千代紙 NHK「美の壺」制作班／編 日本放送出版協会 2008.5 754.9/ﾁﾖ/

日本の色 コロナ・ブックス編集部／編 平凡社 2006.9 757.3/ﾆﾎ/

日本のかたち コロナ・ブックス編集部／編 平凡社 2007.7 757/ﾆﾎ/

日本の音 コロナ・ブックス編集部／編 平凡社 2011.7 760.4/ﾆﾎ/

和楽器の世界 西川 浩平／著 河出書房新社 2008.12 768.1/ﾆｼ/

恋する能楽 小島 英明／著 東京堂出版 2015.1 773/ｺｼﾞ/

茶の湯のススメ コロナ・ブックス編集部／編 平凡社 2005.12 791/ﾁｬ/

ほか 山梨県立図書館

ティーンズコーナー展示 

【2015年10月～12月】 

   

 日本文化を見直し、日本の魅

力を再発見するきっかけとなる

ような資料を紹介します。 

 先人から受け継がれてきた日

本の文化や季節感を愉しみま

しょう。 



タイトル 著者名 出版社 出版年 背ラベル

暮らしのしきたりと日本の神様 平井 かおる／著 双葉社 2014.11 172/ﾋﾗ/

BEAUTIFUL JAPAN 竹内 敏信／著 IBCパブリッシング 2014.7 291.08/ﾀｹ/

日本の絶景 富田 文雄／写真 パイインターナショナル 2011.6 291.08/ﾄﾐ/

神々の宿る日本の絶景 富田 文雄／写真 パイインターナショナル 2012.6 291.08/ﾄﾐ/

心にひびく日本のしきたり 酒井 信彦／監修 講談社 2011.9 382.1/ｺｺ/

しきたり 『現代用語の基礎知識』編集部／編 自由国民社 2015.2 382.1/ｼｷ/

決まり・ならわし 本木 洋子／文 玉川大学出版部 2015.3 382/ﾓﾄ/

心をこめて春夏秋冬 スギヤマ カナヨ／作 あすなろ書房 2010.4 385/ｽｷﾞ/

市田ひろみの日本人でよかった年中行事としきたり 市田 ひろみ／監修 東京書籍 2007.8 386.1/ｲﾁ/

小笠原流日本のしきたり 小笠原 清忠／著 ナツメ社 2008.6 386.1/ｵｶﾞ/

浮世絵でみる年中行事 中村 祐子／文 山川出版社 2013.8 386.1/ﾅｶ/

子どもと楽しむ行事とあそびのえほん すとう あさえ／文 のら書店 2007.6 386/ｽﾄ/

「和」の行事えほん 高野 紀子／作 あすなろ書房 2006.6 386/ﾀｶ/1

みんなが知りたい!「四季の行事」がわかる本 ニコワークス／著 メイツ出版 2007.12 386/ﾐﾝ/

年中行事を五感で味わう 山下 柚実／著 岩波書店 2009.12 386/ﾔﾏ/

暦はエレガントな科学 石原 幸男／著 PHP研究所 2012.1 449.3/ｲｼ/

今日から暦暮らし 平野 恵理子／著 山と溪谷社 2009.9 449.3/ﾋﾗ/

絵本ごよみ二十四節気と七十二候　（春・夏・秋・冬） 坂東 眞理子／監修 教育画劇 2014.2 449/ｴﾎ/1

にほんご歳時記 山口 謠司／著 PHP研究所 2015.7 810.4/ﾔﾏ/

知っておきたい日本のしきたり 武光 誠／[著] 角川学芸出版 2008.7 B382.1/ﾀｹ/
ほか

タイトル 著者名 出版社 出版年 背ラベル

日本人なら知っておきたい武士道 武光 誠／著 河出書房新社 2011.8 156/ﾀｹ/

高校生が読んでいる『武士道』 大森 惠子／抄訳・解説 角川書店 2011.4 156/ﾆﾄ/

図解日本神話 山北 篤／著 新紀元社 2011.11 164.1/ﾔﾏ/

神社・お寺のふしぎ100 田中 ひろみ／文 偕成社 2015.5 175/ﾀﾅ/

日本の神々がわかる神社事典 外山 晴彦／監修 成美堂出版 2013.1 175/ﾆﾎ/

神社ってどんなところ? 平藤 喜久子／著 筑摩書房 2015.2 175/ﾋﾗ/

日本の個性 新人物往来社／編 新人物往来社 2012.2 210.04/ﾆﾎ/

新・英語で語る日本事情 江口 裕之／著 ジャパンタイムズ 2011.3 302.1/ｴｸﾞ/

英語で日本文化の本 三浦 史子／著 ジャパンタイムズ 2015.2 302.1/ﾐｳ/

日本のもと　神さま 中沢 新一／監修 講談社 2011.6 302/ﾆｯ/

英語で話す「雑学ニッポン」Q&A 素朴な疑問探究会／編 講談社インターナショナル 1998.11 304/ｴｲ/

日本文化の論点 宇野 常寛／著 筑摩書房 2013.3 361.5/ｳﾉ/

日本文化論の名著入門 大久保 喬樹／著 角川学芸出版 2008.2 361.5/ｵｵ/

にっぽんの知恵 高田 公理／著 講談社 2008.1 361.5/ﾀｶ/

ニッポンのここがスゴイ! 堤 和彦／著 武田ランダムハウスジャパン 2011.12 361.5/ﾂﾂ/

日本人はなぜそうしてしまうのか 新谷 尚紀／著 青春出版社 2012.1 382.1/ｼﾝ/

使ってみたい武士の作法 杉山 頴男／著 並木書房 2010.9 385.9/ｽｷﾞ/

江戸しぐさから学ぼう　（１～３） 秋山 浩子／文 汐文社 2007.12 385/ｱｷ/1

おとなも学べるこども礼儀作法 尾崎 文春／著 少年写真新聞社 2013.4 385/ｵｻﾞ/

日本のお守り 畑野 栄三／監修 池田書店 2011.5 387/ﾆﾎ/

日本の神様 畑中 章宏／著 イースト・プレス 2011.11 718/ﾊﾀ/

知っておきたい日本人のアイデンティティ 瓜生 中／[著] 角川学芸出版 2010.2 B382.1/ｳﾘ/
ほか 山梨県立図書館


