
タイトル 著者名 出版社 出版年 背ラベル

外国人が教えてくれた!私が感動したニッポンの文化１～３ ロバート キャンベル／監修 日本図書センター 2014 361/ｶﾞｲ/

話してみたい!伝えてみたい!ニッポンのこと 2 荒俣 宏／監修 教育画劇 2019 361/ﾊﾅ/

日本の伝統文化仕事図鑑　1 ワン・ステップ／編 金の星社 2019 366/ﾆﾎ/1

京都美術鑑賞入門 布施 英利／著 筑摩書房 2009 702/ﾌｾ/

伊藤若冲 辻 惟雄／著 筑摩書房 2020 721/ｲﾄ/

はじめての浮世絵１～３ 深光 富士男／著 河出書房新社 2017 721/ﾌｶ/

伝統芸能家になるには 佐貫 百合人／著 ぺりかん社 2000 774/ｻﾇ/

はじめての和楽器 石川 憲弘／編著 岩波書店 2003 768/ｲｼ/

染五郎と読む歌舞伎になった義経物語 小野 幸恵／著 岩崎書店 2006 774/ｵﾉ/

歌舞伎一年生 中川 右介／著 筑摩書房 2016 774/ﾅｶ/

鷹狩りへの招待 波多野 鷹／著 筑摩書房 1997 787/ﾊﾀ/

知れば知るほどお相撲ことば 『おすもうさん』編集部／編著 ベースボール・マガジン社 2020 788/ｼﾚ/

嘉納治五郎 石崎 洋司／著 岩崎書店 2019 789/ｶﾉ/

日本の伝統競技 寒川 恒夫／監修 PHP研究所 2015 789/ﾆﾎ/

武道 こどもくらぶ／編 ほるぷ出版 2010 789/ﾌﾞﾄﾞ/

宮本武蔵 浜野 卓也／著 ポプラ社 2002 789/ﾐﾔ/

日英2カ国語の将棋えほん 斉藤 三笑／絵と文 日本地域社会研究所 2019 796/ｻｲ/

将棋 伝承遊びを伝える会／著 文溪堂 2020 796/ｼｮ/

聖の青春 大崎 善生／作 講談社 2003 796/ﾑﾗ/

中学英語で話そう日本の文化　3 大門 久美子／編著 汐文社 2017 837/ﾀﾞｲ/3

十代に贈りたい心の名短歌100 田中 章義／[編]著 PHP研究所 2014 911/ｼﾞｭ/

古典和歌入門 渡部 泰明／著 岩波書店 2014 911/ﾜﾀ/

仏果を得ず 三浦 しをん／著 双葉社 2007 913.6/ﾐｳ/

うたうとは小さないのちひろいあげ　シリーズ 村上 しいこ／著 講談社 2015 913.6/ﾑﾗ/

カブキブ!　１～３ 榎田 ユウリ／作 KADOKAWA 2017 913/ｴﾀﾞ/

日本の伝統文化



ちはやぶる 時海 結以／文 講談社 2019 913/ﾄｷ/

たまごを持つように まはら 三桃／著 講談社 2009 913/ﾏﾊ/

鷹のように帆をあげて まはら 三桃／著 講談社 2012 913/ﾏﾊ/

武士道シックスティーン　シリーズ 誉田 哲也／著 文藝春秋 2010 B913.6/ﾎﾝ/

雨にもまけず粗茶一服　シリーズ 松村 栄子／[著] ポプラ社 2010 B913.6/ﾏﾂ/

竜電 山梨日日新聞社／編集 山梨日日新聞社 2019 K788/ﾘﾕ/

米⾧邦雄の本 日本将棋連盟書籍／編 日本将棋連盟 2004 K79/ﾖﾈ/

ほか 山梨県立図書館

タイトル 著者名 出版社 出版年 背ラベル

里山で木を織る 川北 亮司／作 汐文社 2016 291/ｶﾜ/

ザ・裏方　３ フレーベル館 2019 366/ｻﾞｳ/3

日本の伝統文化仕事図鑑　２ ワン・ステップ／編 金の星社 2019 366/ﾆﾎ/2

再発見!くらしのなかの伝統文化　１ 市川 寛明／監修 ポプラ社 2015 382/ｻｲ/1

伝統アート 本木 洋子／文 玉川大学出版部 2014 382/ﾓﾄ/

ビジュアル日本の服装の歴史１～３ 増田 美子／監修 ゆまに書房 2018 383/ﾋﾞｼﾞ/

まるごと日本の道具 面矢 慎介／監修 学研教育出版 2012 383/ﾏﾙ/

和服がわかる本 こどもくらぶ／編 岩崎書店 2016 383/ﾜﾌ/

英訳付きニッポンの名前図鑑 和服・伝統芸能 市田 ひろみ／監修 淡交社 2017 383.1/ｴｲ/

手に職。 森 まゆみ／著 筑摩書房 2008 502/ﾓﾘ/

世界遺産になった和紙２・３ 新日本出版社 2015 585/ｾｶ/

調べて学ぶ日本の伝統１・２ 大日本図書 1996 708/ｼﾗ/

中学生からの職人塾 伊藤 建男／著 リヨン社 2005 750/ｲﾄ/

職人を生きる 鮫島 敦／著 岩波書店 2008 750/ｻﾒ/

調べる!47都道府県伝統工芸で見る日本 こどもくらぶ／編 同友館 2018 750/ｼﾗ/

伝統工芸ってなに? 日本工芸会東日本支部／編 芸艸堂 2013 750/ﾃﾞﾝ/

図説日本の職人 神山 典士／文 河出書房新社 2007 750.2/ｺｳ/

図説琉球の伝統工芸 天空企画／編 河出書房新社 2002 750.2/ｽﾞｾ/

伝統工芸を継ぐ女たち 関根 由子／著 學藝書林 2013 750.2/ｾｷ/

伝統工芸を継ぐ男たち 関根 由子／著 論創社 2017 750.2/ｾｷ/

民藝の教科書 2・3 久野 恵一／監修 グラフィック社 2012 750.2/ﾐﾝ/

陶芸家になるには 森 孝一／著 ぺりかん社 2003 751.0/ﾓﾘ/

やきものの絵本 よしだ あきら／へん 農山漁村文化協会 2008 751/ﾔｷ/

うるしの文化 藤沢 保子／文 小峰書店 2003 752/ﾌｼﾞ/

藍染の絵本 やまざき かずき／へん 農山漁村文化協会 2008 753/ｱｲ/

日本の染と織 伊藤 佐智子／著・アートディレクションパイインターナショナル 2011 753/ｲﾄ/

よみがえった奇跡の紅型 中川 なをみ／著 あすなろ書房 2019 753/ﾅｶ/

古都 川端 康成／著 新潮社 2010 B913.6/ｶﾜ/

ほか 山梨県立図書館

日本の伝統工芸


