
タイトル 著者名 出版社 出版年 背ラベル

かぎ針で編むふかふか、あったか!ルームシューズ ― アップルミンツ 2014 594.3/ｶｷﾞ

手作りのコサージュ ― ブティック社 2010 594.8/ﾃｽﾞ

羊毛フェルトで作る絵本のマスコット 須佐 沙知子／著 白泉社 2013 594.9/ｽｻ

絵本の国のぬいぐるみ 原 優子／著 白泉社 2009 594.9/ﾊﾗ

はじめてのフェルトぬいぐるみ 浦山 亜由美／作・指導 学研教育出版 2010 594/ｳﾗ

かんたん!かわいい女の子の手芸&工作BOOK niko works／著 メイツ出版 2015 594/ｶﾝ

はじめての羊毛フェルトししゅう せと よしみ／作 学研教育出版 2011 594/ｾﾄ

はじめての編み物かぎ針編み 寺西 恵里子／作 汐文社 2012 594/ﾃﾗ

かんたん!かわいい!ひとりでできる!はじめてのあみぐるみ 寺西 恵里子／著 日東書院本社 2015 594/ﾃﾗ

ペットボトルキャップで作るこもの ― ブティック社 2015 594/ﾍﾟｯ

消しゴムはんこ。はじめまして。 津久井 智子／著 大和書房 2010 736/ﾂｸ

春夏秋冬餅レシピ 齋藤 宗厚／[著] トランスワールドジャパン 2009 596.3/ｻｲ

絵本からうまれたおいしいレシピ きむら かよ／レシピづくり 宝島社 2005 596.6/ｴﾎ

失敗しない!チョコレート菓子のテクニック 熊谷 裕子／著 旭屋出版 2013 596.6/ｸﾏ

チョコレートの事典 成美堂出版編集部／編 成美堂出版 2003 596.6/ﾁﾖ

お菓子の教科書ビギナーズ 矢崎 美月代／著 新星出版社 2011 596.6/ﾔｻﾞ

映画の中のお菓子たち 吉田 菊次郎／編・著 時事通信出版局 2010 596.6/ﾖｼ

お姫さまお菓子物語 今田 美奈子／著 朝日学生新聞社 2013 596/ｲﾏ

とっておきの日のスイーツ 大森 いく子／著 金の星社 2011 596/ｵｵ

冬のスイーツ 大森 いく子／著 金の星社 2011 596/ｵｵ

高校生レストランひみつのレシピ 三重県立相可高等学校調理クラブ／編 伊勢新聞社 2009 596/ｺｳ

チョコレートの大研究 日本チョコレート・ココア協会／監修 PHP研究所 2007 596/ﾁﾖ

世界のおいしいスープ 林 幸子／著 白夜書房 2007 596/ﾊﾔ

かんたん!おいしい!チョコ?スイーツ 宮沢 うらら／著 汐文社 2011 596/ﾐﾔ

まんが・アニメ・絵本に出てきた「あの料理」と「あのお菓子」を作れる夢のキッチン 吉田 瑞子／[著] ブティック社 2012 596/ﾖｼ

スープの教科書 渡辺 有子／著 家の光協会 2011 596/ﾜﾀ

ほか
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タイトル 著者名 出版社 出版年 背ラベル

願いながら、祈りながら 乾 ルカ／著 徳間書店 2014 913.6/ｲﾇ

四十九日のレシピ 伊吹 有喜／著 ポプラ社 2010 913.6/ｲﾌﾞ

博士の愛した数式 小川 洋子／著 新潮社 2003 913.6/ｵｶﾞ

青い鳥 重松 清／著 新潮社 2007 913.6/ｼｹﾞ

リトル・バイ・リトル 島本 理生／著 講談社 2003 913.6/ｼﾏ

温室デイズ 瀬尾 まいこ／著 角川書店 2006 913.6/ｾｵ

Happy Box 伊坂 幸太郎／著 PHP研究所 2012 913.68/ﾊｯ

夕暮れのマグノリア 安東 みきえ／作 講談社 2007 913/ｱﾝ

キャベツ 石井 睦美／著 講談社 2007 913/ｲｼ

つめたいよるに 江国 香織／作 理論社 1989 913/ｴｸ

エール はやみね かおる／[著] 講談社 2013 913/ｴﾙ

てのひらの中の宇宙 川端 裕人／著 角川書店 2006 913/ｶﾜ

包帯クラブ 天童 荒太／著 筑摩書房 2006 913/ﾃﾝ

伝説のエンドーくん まはら 三桃／著 小学館 2014 913/ﾏﾊ

しずかな日々 椰月 美智子／著 講談社 2006 913/ﾔｽﾞ

負けないパティシエガール ジョーン・バウアー／著 小学館 2013 933/ﾊﾞｳ

十二番目の天使 オグ・マンディーノ／著 求竜堂 2001 933/ﾏﾝ

ギヴァー ロイス・ローリー／[著] 新評論 2010 933/ﾗｳ

庭師の娘 ジークリート・ラウベ／作 岩波書店 2013 943/ﾗｳ

てるてるあした 加納 朋子／[著] 幻冬舎 2008 B913.6/ｶﾉ

風に立つライオン さだ まさし／[著] 幻冬舎 2014 B913.6/ｻﾀﾞ

卵の緒 瀬尾 まいこ／著 新潮社 2007 B913.6/ｾｵ
ほか

タイトル 著者名 出版社 出版年 背ラベル

コアトレスタートブック 有吉 与志恵／著 学研パブリッシング 2010 780.7/ｱﾘ

これなら続く!考える筋トレ 有賀 誠司／著 岩波書店 2009 780.7/ｱﾙ

筋トレバイブル 有賀 誠司／著 ベースボール・マガジン社 2007 780.7/ｷﾝ

ダブルダッチプレイブック 日本ダブルダッチ協会／監修 協力 学研 2003 781.9/ﾀﾞﾌﾞ

スノーボードはじめてBOOK スノーボーダー編集部／編 実業之日本社 2011 784.3/ｽﾉ

テクニックで魅せる!スノーボードレベルアップのコツ50 相澤 盛夫／監修 メイツ出版 2013 784.3/ﾃｸ

トッププロ・SIAデモが教えるスキーの基本 日本職業スキー教師協会／著 実業之日本社 2010 784.3/ﾄｯ

よくわかるフィギュアスケート ワールド・フィギュアスケート／編 新書館 2011 784.6/ﾖｸ

下町ボブスレー 細貝 淳一／著 朝日新聞出版 2013 784.8/ﾎｿ

新みんなのカーリング 小川 豊和／監修 学研教育出版 2014 784.9/ｼﾝ

浅田真央そして、その瞬間へ 吉田 順／著 学研教育出版 2013 784/ｱｻ

乗り越える力 荒川 静香／著 講談社 2011 784/ｱﾗ

荻原健司 岩瀬 孝文／著 旺文社 2000 784/ｵｷﾞ

レジェンド! 城島 充／著 講談社 2014 784/ｶｻ

スキー・スケート こどもくらぶ／編 ほるぷ出版 2009 784/ｽｷ

雪遊び達人ブック 雪遊び達人倶楽部／編著 いかだ社 2008 784/ﾕｷ

はじめてのヒップホップダンス HIRO／監修 スキージャーナル 2008 799/ﾊｼﾞ

はじめてでもおどれる!ストリートダンス入門 EXILE PROFESSIONAL GYM／ダンス監修 小学館 2014 799/ﾊｼﾞ

はじめよう!ダンス 田巻 以津香／監修 ベースボール・マガジン社 2014 799/ﾊｼﾞ
ほか 山梨県立図書館

　読んでほかほか

動いてあったか


