
タイトル 著者名 出版社 出版年 背ラベル

雪は天からの手紙 中谷 宇吉郎／[著] 岩波書店 2002 404/ﾅｶ

宇宙より地球へ 野口 聡一／メッセージ 大和書房 2011 538.9/ﾉｸﾞ

漂流郵便局 久保田 沙耶／著 小学館 2015 719.0/ｸﾎﾞ

ありがとう、ごめんね、そしてさようなら 重松 清／編著 新潮社 2008 816.8/ｱﾘ

ラブ・レター あさの あつこ／作 新日本出版社 2007 913/ｱｻ

ぶらんこ乗り いしい しんじ／著 新潮社 2004 B913.6/ｲｼ

ユージニア 恩田 陸／著 角川書店 2005 913.6/ｵﾝ

さがしもの 角田 光代／著 新潮社 2008 B913.6/ｶｸ

過去からの手紙 岸田 るり子／作 理論社 2008 913/ｷｼ

サクラ咲く 辻村 深月／著 光文社 2012 913.6/ﾂｼﾞ

一億百万光年先に住むウサギ 那須田 淳／作 理論社 2006 913/ﾅｽ

ナミヤ雑貨店の奇蹟 東野 圭吾／[著] KADOKAWA 2014 B913.6/ﾋｶﾞ

幻想郵便局 堀川 アサコ／[著] 講談社 2013 B913.6/ﾎﾘ

往復書簡 湊 かなえ／[著] 幻冬舎 2012 B913.6/ﾐﾅ

恋文の技術 森見 登美彦／[著] ポプラ社 2011 B913.6/ﾓﾘ

あしながおじさん J・ウェブスター／[著] 新潮社 1989 B933.7/ｳｪ

父さんの手紙はぜんぶおぼえた タミ・シェム=トヴ／[著] 岩波書店 2011 929/ｼｪ

王への手紙 トンケ・ドラフト／作 岩波書店 2005 949/ﾄﾞﾗ

カモ少年と謎のペンフレンド ダニエル・ペナック／[著] 白水社 2002 953.7/ﾍﾟﾅ

秘密の手紙0から10 シュジー・モルゲンステルン／著 白水社 2002 953/ﾓﾙ

ほか

　　　　手紙をテーマにした小説、エッセイなど
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タイトル 著者名 出版社 出版年 背ラベル

拝啓・手紙です 天野 祐吉／文 福音館書店 1998 693/ｱﾏ

手紙を書きたくなったら 木下 綾乃／著 WAVE出版 2005 693.0/ｷﾉ

はがき絵 菅田 とも子／絵 誠文堂新光社 2011 724/ｽｶﾞ

季節の絵手紙 寺西 恵里子／作 汐文社 2012 724/ﾃﾗ

絵てがみ 美しい日本を巡る旅のことば選び 吉水 咲子／著 誠文堂新光社 2016 724/ﾖｼ

手書きで伝えるたのしい彩り字手紙 日本彩り字手紙協会／編 芸術新聞社 2016 728/ﾃｶﾞ

消しゴムはんこのちょこっとアイデア mizutama／著 PHP研究所 2011 736/ﾐｽﾞ

あったか手作りカード － 日本ヴォーグ社 1994 754.9/ｱﾂ

5分で立体カード 菊地 清／著 文化学園文化出版局 2011 754.9/ｷｸ

立体切り紙カード 中沢 圭子／[著] ブティック社 2011 754.9/ﾅｶ

おりがみ手紙 寺西 恵里子／作 汐文社 2012 754/ﾃﾗ

手紙とはがきのマナーと基本文例集 － 学研教育出版 2009 816.6/ﾃｶﾞ

実例大人の基本手紙書き方大全 中川 越／著 講談社 2015 816.6/ﾅｶ

文豪に学ぶ手紙のことばの選びかた 中川 越／著 東京新聞 2016 816.6/ﾅｶ

短い手紙・はがき 主婦の友社／編 主婦の友社 2012 816.6/ﾐｼﾞ

たった3行のシンプル手紙術 むらかみ かずこ／著 日本経済新聞出版社 2012 816.6/ﾑﾗ

今すぐ作家になれる楽しい文章教室 － 教育画劇 2011 816/ｲﾏ

書きかたがわかるはじめての文章レッスン 金田一 秀穂／監修 学研教育出版 2013 816/ｶｷ

てがみはすてきなおくりもの スギヤマ カナヨ／著 講談社 2003 816/ｽｷﾞ

手紙で気持ちをつたえよう 白石 範孝／監修 ポプラ社 2012 816/ﾃｶﾞ

ほか

タイトル 著者名 出版社 出版年 背ラベル

製本工房・美篶堂とつくる文房具 美篶堂／著 河出書房新社 2011 022.8/ｾｲ

ロングセラー・デザイン コロナ・ブックス編集部／編 平凡社 2003 501.8/ﾛﾝ

ヨーロッパのかわいい紙もの － パイインターナショナル 2014 585.7/ﾖﾛ

最高に楽しい文房具の歴史雑学 ジェームズ・ウォード／著 エクスナレッジ 2015 589.7/ｳｫ

日本懐かし文房具大全 きだて たく／著 辰巳出版 2016 589.7/ｷﾀﾞ

「消せるボールペン」30年の開発物語 滝田 誠一郎／著 小学館 2015 589.7/ﾀｷ

文具の流儀 土橋 正／著 東京書籍 2011 589.7/ﾂﾁ

文具200%活用術 日本能率協会マネジメントセンター／編 日本能率協会マネジメントセンター 2011 589.7/ﾌﾞﾝ

文具と雑貨づくりの教科書 日経デザイン／編 日経BP社 2016 589.7/ﾌﾞﾝ

万年筆のすべて － ?出版社 2016 589.7/ﾏﾝ

雑貨 岡尾 美代子／監修 プチグラパブリッシング 2006 589/ｻﾞｯ

文房具図鑑 山本 健太郎／絵・文 いろは出版 2016 589/ﾔﾏ

好きな布で作る、私だけのステーショナリー － ピエ・ブックス 2009 594/ｽｷ

切手 NHK「美の壺」制作班／編 日本放送出版協会 2009 693.8/ｷｯ

世界の郵便ポスト 酒井 正雄／著 講談社エディトリアル 2015 693/ｻｶ

名刺・封筒・ビジネス文具デザインコレクション グラフィック社編集部／編 グラフィック社 2015 727.0/ﾒｲ

最新世界のビジネスステーショナリーコレクション － ピエ・ブックス 2006 727/ｻｲ

フランスの古い紙 オルネ ド フォイユ／著 パイインターナショナル 2011 727/ﾌﾗ

ワールド・ステーショナリーグラフィックス モンサパブリケーションズ／編 グラフィック社 2011 727/ﾜﾙ

文房具 NHK「美の壺」制作班／編 日本放送出版協会 2009 728.3/ﾌﾞﾝ

エコ*文房具 平田 美咲／作 汐文社 2010 754/ﾋﾗ
ほか 山梨県立図書館

　　　　手紙、どうやって書く？

　　　　　手紙、何で書く？
なに 


