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1
耳で読む読書の世界 音訳者とともに歩む

二村 晃/著 東方出版 2010.6 /015.17/ﾌﾀ/ 0111028124

2
ザ・商店街さんぽ
わざわざ出かけてみたくなる 交通新聞社 2012.3 /291.36/ｻｼ/ 1106695958

3
昭和なかあさん
商店街をぶらり散歩で遭遇! 小学館 2012.10 /291.36/ｼﾖ/ 1107107631

4
地方は活性化するか否か
マンガでわかる『地方』のこれから こばやし たけし／著 学研プラス 2015.11 T/318.6/ｺﾊ/ 0111528127

5
地方創生実現ハンドブック 人や仕事が
増え、地方が元気になる処方箋

トーマツベンチャー
サポート株式会社／著 日経BP社 2015.11 /318.6/ﾁﾎ/ 0111532086

6
別府式湯～園地大作戦
地域のために情熱を注ぐすべての人たちへ 長野 恭紘／共著 TC出版 2017.12 /318.6/ﾅｶ/ 0111778611

7
東川スタイル 人口8000人のまちが
共創する未来の価値基準 玉村 雅敏／編著 産学社 2016.3 /318.6/ﾋｶ/ 1108434943

8
未来がみえた!
10人のメンバーがみた地域発「チーム力」

筒井義信とチーム
みらい／編著

プレジデント社 2016.10 /318.6/ﾐﾗ/ 0111644194

9
100円ちゃりんちゃりん投資
100円が101円になれば大成功! 石川 貴康／著 プレジデント社 2017.5 /338.18/ｲｼ/ 0111714150

10
いっきにわかる!つみたてNISA & iDeCo 株や仮想
通貨よりも安心・確実!投資の税金が無料! 山中 伸枝／監修 洋泉社 2018.6 /338.8/ｲﾂ/ 0111886074

11
貯金も節約もできない人でもお金が増える
方法 篠田 尚子／著 かんき出版 2019.6 /338.8/ｼﾉ/ 0112018424

12
はじめての積立て投資1年生月1万円からコツコツ
はじめて増やせるしくみがわかる本 一番やさしい
積立投資の本 意外にカンタン、しかもラクチン!

竹内 弘樹/著 明日香出版社 2011.12 /338.8/ﾀｹ/ 1106736620

13
「NISAってなに?」と思ったら読む本
（東京カレンダーMOOKS） 東京カレンダー 〔2014〕 /338.8/ﾆｻ/ 0111329523

14
NISA概論 少額投資非課税制度 日本証券業協会／

著
東洋経済新報社 2019.9 /338.8/ﾆｻ/ 0112050190

15
初心者は投信積み立てから始めよう お金を
増やす投資信託入門 西野 武彦／著

日本経済新聞
出版社

2017.9 /338.8/ﾆｼ/ 0111749115

16
月1万円からできる人生を変えるお金の育て方
実話コミックエッセイ不幸にならない投資法 馬場 千枝／著 主婦の友インフォス 2017.3 /338.8/ﾊﾊ/ 0111684005

17
マンガでわかるつみたてNISA

横山 光昭／監修 池田書店 2018.9 /338.8/ﾏﾝ/ 0111919630

18
終活入門 決定版

一条 真也/著 有楽出版社 2014.10 4W/367.7/ｲﾁ/ 1107781526

19
もしもの時の「終活・相続」バイブル

瀬野 弘一郎／[著]
クロスメディア・
パブリッシング

2018.12 4W/367.7/ｾﾉ/ 0111949297

20
あとあとモメない「終活」はどっち?
2択クイズでまるわかり! 高橋 佳良子／著 すばる舎 2017.3 4W/367.7/ﾀｶ/ 0111691796

第13回「まちゼミ」関連展示　ブックリスト

第13回 お城下のお店の人が教えてくれる！全33講座！得する街のゼミナール（2019/11/1～2019/11/30）
「まちゼミ」各講座に関連した資料を紹介しています。

展示期間：2019/10/1～2019/11/30
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21
自分の終い方
元気なうちに選ぶ“終のすみか” 高橋 寛美／著 総合法令出版 2018.3 4W/367.7/ﾀｶ/ 0111802563

22
必勝!!終活塾
早死にしても、長生きしても後悔しない 高橋 泰源／著 双葉社 2019.7 4W/367.7/ﾀｶ/ 0112035671

23
「定年後」が
やってくる前に考えておくべきこと 造事務所／編 PHP研究所 2018.6 4W/367.7/ﾃｲ/ 0111878497

24
「ハッピーリタイアメント」完全ガイド
定年までに知っておきたい! プレジデント社 2016.7 4W/367.7/ﾊﾂ/ 1108342534

25
見えにくい子どもへのサポートQ＆A

氏間 和仁/編著 読書工房 2013.1 4W/378.1/ｳｼ/ 1106987777

26
音訳・点訳のための読み調査ガイド
視覚障害者サービスの向上にむけて 北川 和彦/著 日外アソシエーツ 2012.6

4W/378.18/ｷﾀ
/

1107106534

27
初めての音訳
（視覚障害者介護技術シリーズ）

全国視覚障害者
情報提供施設協会/
編集

全国視覚障害者情報
提供施設協会 2013.4

4W/378.18/ﾊｼ
/

0111272343

28
「資生堂」ビューティートップスペシャリストが
教える就活メーク 西島 悦/著 実業之日本社 2011.8 4J/377.9/ﾆｼ/ 1106480427

29
お墓と仏壇選び方・建て方・祀り方
（主婦の友ベストBOOKS） 主婦の友社/編 主婦の友社 2011.11 /385.6/ｵﾊ/ 0111115086

30
お坊さんがイチから教える!
葬儀・法要・お墓・仏壇のすべて

現代の葬儀を考える
僧侶の会／監修

主婦の友社 2018.3 /385.6/ｵﾎ/ 0111799325

31
モダンふろしき案内

佐々木 ルリ子/著 河出書房新社 2006.9 /385.97/ｻｻ/ 1104011562

32
はじめてのふろしき 結ぶ、包む、身を守る!

久保村 正高/監修 主婦の友社 2013.10 /385.97/ﾊｼ/ 0111291119

33
はじめてのふろしき ふだん使いに!
冠婚葬祭に!防災にも!1枚で大活躍!! 久保村 正高／監修 主婦の友社 2016.10 /385.97/ﾊｼ/ 1108411933

34
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 /385.97/ﾌﾛ/ 0111115612

35
ふろしき自由自在
包む・贈る・暮らす・飾る 森田 知都子/著 淡交社 2014.11 /385.97/ﾓﾘ/ 0111421284

36
ふろしきハンドブック 英語訳付き
（Japanese-English Bilingual Books） 山田 悦子/著 誠文堂新光社 2015.2 /385.97/ﾔﾏ/ 1107890020

37
藤井旭の天文年鑑 スターウォッチング
完全ガイド 2019年版 藤井 旭／著 誠文堂新光社 2018.12 /440.59/ﾌｼ/ 1109068757

38
星空年鑑 ASTROGUIDE 2019
DVDでプラネタリウムを見る
流星群や部分日食をパソコンで再現

アストロアーツ 2018.11 /440.59/ﾎｼ/ 0111952000

39
プラネタリウムを作りました。
7畳間で生まれた410万の星 大平 貴之/著 エクスナレッジ 2003.6 /440.76/ｵｵ/ 0110665627

40
プラネタリウム男（講談社現代新書）

大平 貴之／著 講談社 2016.6 S/440.76/ｵｵ/ 1108305564

41
星空の演出家たち
世界最大のプラネタリウム物語

中日新聞出版部／
編

中日新聞社 2016.3 /440.76/ﾎｼ/ 0111573980

42
アルマ望遠鏡が見た宇宙

平松 正顕／監修 宝島社 2015.8 /442.3/ｱﾙ/ 1108041623

43
宙(そら)ガール★篠原ともえの
「星の教科書」 篠原 ともえ/著 講談社 2014.12 /442/ｼﾉ/ 1109092963

44
宙(そら)ガールバイブル
星空観察に出かけよう☆ 永田 美絵／監修 双葉社 2015.12 /442/ｿﾗ/ 0111549035
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45
よくわかる星空案内
プラネタリウム名解説者が教えてくれる 木村 直人／著 誠文堂新光社 2017.9 /443.8/ｷﾑ/ 1108807817

46
秋の星座
藤井旭の星空案内（アスキームック） 藤井 旭／著 アストロアーツ 2015.10 /443.8/ﾌｼ/ 0111529018

47
星のきほん
ゆかいなイラストですっきりわかる 駒井 仁南子／著 誠文堂新光社 2017.6 /443/ｺﾏ/ 1108697689

48
ときめく星空図鑑（Book for discovery）

永田 美絵/解説 山と渓谷社 2012.8 /443/ﾄｷ/ 1106936741

49
手と足のマッサージ 手軽に自分でできる
リラクゼーション＆美容マッサージ

メアリー・アトキンスン/
著 産調出版 2002.9 /492.7/ｱﾄ/ 0110613295

50
DVDつき体を変える!整える!足ケア&マッサージ (社)
日本ハンドケア協会認定足ケアセラピスト
認定講座教科書

池田 明子／著 主婦の友社 2015.11 4H/492.7/ｲｹ/ 0111531217

51
手のひらゾーンマッサージ
手のひらのもみ押しで体をやさしく治癒! 五十嵐 康彦／[著] 主婦の友社 2016.6 4H/492.75/ｲｶ/ 1108296003

52
体がキレイになるリンパストレッチ
たった10秒で毒を出す! 加藤 雅俊/著 日本文芸社 2014.1 4H/492.75/ｶﾄ/ 0111332249

53
心が弱ったときのツボストレッチ。
（MAGAZINE HOUSE MOOK） マガジンハウス 2017.11 4H/492.75/ｺｺ/ 1108832849

54
こころとカラダが最高にゆるむいやしの
ツボ生活 しろくまくんがおてつだい! 斎藤 充博／著 永岡書店 2018.10 4H/492.75/ｻｲ/ 0111932777

55
自分のからだと上手につきあうツボ＆リンパ
マッサージ 不調を改善して、免疫力アップ! 山田 光敏/監修 成美堂出版 2010.4 /492.75/ｼﾌ/ 1106892829

56
体が整うツボの解剖図鑑

福辻 鋭記／著 エクスナレッジ 2019.6 4H/492.75/ﾌｸ/ 0112020143

57
きちんと押せる、ホントに治せるツボの
医学事典 すぐわかる!よくわかる! 星 虎男／著 主婦の友社 2017.6 4H/492.75/ﾎｼ/ 0111714540

58
骨ナビ・ツボ体操 1日1分で効果がある

柳本 真弓/著 新星出版社 2014.10
4H/492.75/ﾔﾅ
/

0111411521

59
1日10分歩き方を変えるだけでしつこい
肩こりが消える本 宮腰 圭／著 サンマーク出版 2015.9 4H/492.79/ﾐﾔ/ 0111219213

60
一問一答!腰痛のエビデンス

菊地 臣一／著 金原出版 2018.2 4H/493.6/ｷｸ/ 1108926492

61
こり・痛みを自分で解消!肩すっきり体操
肩こり 五十肩 腱板断裂 伊藤 博元/監修 NHK出版 2013.1 4H/493.6/ｺﾘ/ 1106950676

62
肩こりは10秒で治る
揉まない押さない引っ張らない 佐藤 青児/著 祥伝社 2013.9 4H/493.6/ｻﾄ/ 0111295742

63
手のしびれ・指の痛みが一瞬で取れる本
ヘバーデン結節、腱鞘炎、関節リウマチ… 富永 喜代／著 青春出版社 2018.12 4H/493.6/ﾄﾐ/ 0111954460

64
足の大学 予防のための実践フットケア

大杉 京子／著
フレグランス
ジャーナル社

2016.5
4H/494.67/ｵｵ
/

0111600308

65
椅子に座って、いつでもできる着席ヨーガ
体・呼吸・心がラクになる42ポーズ 赤根 彰子／著 KADOKAWA 2019.5 4H/498.34/ｱｶ/ 0112017177

66
小澤式キッズヨガほぐしあそび
折れない心と、集中力のある子を育てる 小澤 るしや/著 出版ワークス 2014.3

4H/498.34/ｵｻ
/

0111348900

67
男のヨガ ビジネスエリートが習慣にしている
自己マネジメント術 竹下 雄真／監修 朝日新聞出版 2018.7 4H/498.34/ｵﾄ/ 0111900816

68
呼吸のノート

加藤 俊朗／著 サンガ 2016.5 4H/498.34/ｶﾄ/ 1109406684
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69
脳と体がよみがえる!リズム深呼吸

北 一郎／著 山と溪谷社 2017.10 4H/498.34/ｷﾀ/ 1108835008

70
ウルトラ深呼吸で体が変わる!

小関 伸哉／著 小学館 2015.11 4H/498.34/ｺｾ/ 1108120021

71
瞑想を始める人の小さな本 クヨクヨと
イライラが消えていく「毎日10分」の習慣

パトリツィア・コラード
／著

プレジデント社 2015.11 4H/498.34/ｺﾗ/ 0111531136

72
YOGAポーズBIBLE（TJ MOOK）

更科 有哉／[著] 宝島社 2018.9 4H/498.34/ｻﾗ/ 0111917166

73
男のヨガ ゆるがない体と心のつくりかた

更科 有哉／[著] 宝島社 2017.8 4H/498.34/ｻﾗ/ 1108718816

74
一日の体調を整える朝のヨガ

サントーシマ香／著 大和書房 2018.4 4H/498.34/ｻﾝ/ 0111808529

75
SHIHO loves YOGA おうちヨガ

SHIHO／[著] シー・エー・ティー 2016.2 4H/498.34/ｼﾎ/ 1108254200

76
長友佑都のヨガ友
ココロとカラダを変える新感覚トレーニング 長友 佑都／著 飛鳥新社 2016.12 4H/498.34/ﾅｶ/ 0111225124

77
200のポーズがわかるYOGA図鑑

三和 由香利／著 高橋書店 2019.7 4H/498.34/ﾐﾜ/ 0112039650

78
新しい呼吸の教科書
<最新>理論とエクササイズ 森本 貴義／著 ワニ・プラス 2018.6 4H/498.34/ﾓﾘ/ 1109057859

79
寝たきり老後がイヤなら毎日とにかく歩きなさい!
リハビリテーション医療最前線の
医師と理学療法士が10万人診た結論

安保 雅博／著 すばる舎 2018.11
4H/498.35/ｱﾎ
/

0111946697

80
歩く人。 長生きするには理由がある

土井 龍雄/共著
OVAL HEART
JAPAN

2013.6
4H/498.35/ｱﾙ
/

1107316885

81
「歩く」はすごい!（日経ホームマガジン）

日経BP社 2017.12
4H/498.35/ｱﾙ
/

1108842756

82
一生自分の足で歩こう!歩活のススメ
（医者が太鼓判） 金村 卓／著 メトロポリタンプレス 2017.10 4H/498.35/ｶﾅ/ 0111752990

83
東大式世界一美しく正しい歩き方
100歳まで健康で動けるカラダをつくる! 小林 寛道／著 日本文芸社 2018.6 4H/498.35/ｺﾊ/ 0111890942

84
1日10分でOK!体幹を鍛える最強の「歩き方」
1本の線上を歩くイメージで足を運ぶだけ! 木場 克己／著 主婦と生活社 2018.7 4H/498.35/ｺﾊ/ 0111893968

85
歩き方で人生が変わる あなたは病気や
不幸になる歩き方をしていませんか? 長尾 和宏／著 山と溪谷社 2017.10 4H/498.35/ﾅｶ/ 1108828516

86
100歳まで歩ける脚づくり
（病院で治す・自分でよくするシリーズ） 林 泰史/著

メディカル
トリビューン

2013.10
4H/498.35/ﾊﾔ
/

0111307481

87
100歳まで元気に歩く!正しい歩き方 歩き方
の新常識、教えます!（洋泉社MOOK） 洋泉社 2018.5 4H/498.35/ﾋﾔ/ 0111818460

88
ランナーが知っておくべき歩き方

みやす のんき／著 実業之日本社 2019.4 4H/498.35/ﾐﾔ/ 0112002498

89
中心市街地活性化のツボ
今、私たちができること 長坂 泰之/著 学芸出版社 2011.4 /518.8/ﾅｶ/ 1106341066

90
optical めがねを替えれば世界が変わる
ISSUE.#01（ワニムックシリーズ） ヨシモトブックス 2014.10 /535.89/ｵﾌ/1 1107853424

91
振り切る勇気 メガネを変えるJINSの挑戦

田中 仁/著 日経BP社 2014.5 /535.89/ﾀﾅ/ 1107576512

92
めがねを買いに

藤 裕美/著 WAVE出版 2011.10 /535.89/ﾄｳ/ 0111111986
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93
あなたの眼鏡はここが間違っている 人生にも
ビジネスにも効く眼鏡の見つけ方教えます 藤 裕美／著 講談社 2016.12 /535.89/ﾄｳ/ 0111665469

94
日本を彩る香りの記憶（阪大リーブル）

内野 花／著 大阪大学出版会 2019.1 /576.6/ｳﾁ/ 1109355600

95
香料の科学 長谷川香料株式会

社/著
講談社 2013.4 /576.6/ｺｳ/ 0111260817

96
てづくりお香教室 かんたん・やさしい

松下 恵子／監修 日東書院本社 2016.12 /576.6/ﾃｽ/ 0111656613

97
日本の香り（コロナ・ブックス）

松榮堂/監修 平凡社 2005.9 /576.6/ﾆﾎ/ 0110836855

98
香楽 香りで広がる心のアート

山下 文江/著 ハースト婦人画報社 2013.12 /576.6/ﾔﾏ/ 1107739722

99
よくわかるお香と線香の教科書
お香マスターが答えるお香の疑問70

愛知県線香
卸商組合/編

三恵社 2015.1 /576.6/ﾖｸ/ 0111440904

100
日本の香り物語 心に寄り添う香りのレシピ

渡辺 敏子/著 八坂書房 2013.1 /576.6/ﾜﾀ/ 1106986159

101
一般社団法人日本コスメティック協会検定テキスト
コスメQ&A コスメマイスター&スキンケアマイスター
対応 [2015]第2版

日本コスメティック
協会／企画・監修

中央書院 2015.6 /576.7/ｲﾂ/ 1107995639

102
賢い化粧品の選び方
スキンケアの正解は、成分でわかる 小澤 貴子／著 河出書房新社 2018.6 /576.7/ｵｻ/ 1109124949

103
KOSÉ Beauty Book
いつの時代も、あなたらしい美しさを求めて KADOKAWA／編 KADOKAWA 2019.4 /576.7/ｺｾ/ 0112003451

104
リップ化粧品の科学（B＆Tブックス）

柴田 雅史/著 日刊工業新聞社 2012.7 /576.7/ｼﾊ/ 1106929068

105
マリメッコのすべて フィンランドを代表するデザイン・
カンパニーの歴史とテキスタイル、ファッション、
インテリアの徹底研究

マリアンネ・アーヴ/
編著

DU BOOKS 2013.9 /589.2/ｱｳ/ 0111296366

106
万年筆バイブル（講談社選書メチエ）

伊東 道風／著 講談社 2019.4 /589.73/ｲﾄ/ 0111999839

107
万年筆のすべて 書くことが楽しくなる
万年筆入門の決定版!（エイムック） 枻出版社 2016.1 /589.73/ﾏﾝ/ 0111553202

108
万年筆とインク入門
わかりやすくて楽しい万年筆入門の決定版! 枻出版社 2019.2 /589.73/ﾏﾝ/ 0111972809

109
かわいい北欧（コミックエッセイの森）

ナシエ／著 イースト・プレス 2018.1 /589/ﾅｼ/ 0111782325

110
北欧やすらぎの雑貨 きもち、自然派。
（別冊家庭画報） 世界文化社 2008.4 /589/ﾎｸ/ 0110596480

111
北欧で見つけた、暮らしのデザインBOOK
インテリア・雑貨・テーブルウエア ジョルニ編集部/編 実業之日本社 2011.11 /589/ﾎｸ/ 0111114977

112
北欧雑貨と暮らす no.5 愛され続ける
マリメッコ/北欧食器ブランドおさらい ネコ・パブリッシング 2014.9 /589/ﾎｸ/5 0111411904

113
あたらしい着物の教科書
もっと身近に、大人の和装スタイル

木下着物研究所／
著

日本文芸社 2018.4 /593.8/ｱﾀ/ 1108976349

114
石田純子のストールの巻き方選び方
明日からおしゃれ上手になる! 石田 純子/監修 主婦と生活社 2014.10 /593.8/ｲｼ/ 0111409730

115
振袖&袴の大正ロマン着物帖
アンティーク着物で私らしく装う 大野 らふ/著 河出書房新社 2014.1 /593.8/ｵｵ/ 1107610980

116
ストールの巻き方BIBLE（e‐MOOK）

宝島社 2017.10 /593.8/ｽﾄ/ 0111746590
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117
七緒 着物からはじまる暮らし vol.39 特集
好きです。きもの｜“変身”コーディネート計
画

プレジデント社 2014.9 /593.8/ﾅﾅ/39 0111405920

118
はじめての着物 ひとりで着られる
着つけと帯結び（実用No.1） 荘司 礼子／監修 主婦の友社 2015.12 /593.8/ﾊｼ/ 0111526671

119
スカーフ、ストール&マフラーアレンジ140
毎日使える結び方からベルト、バッグまで

ナタリー・ベルジュロ
ン/著

ソフトバンク
クリエイティブ

c2008 /593.8/ﾍﾙ/ 0110943147

120
干支のあみぐるみ かぎ針編みで2サイズ
楽しめる!（Asahi Original） アップルミンツ 2017.11 /594.3/ｴﾄ/ 0111762731

121
かぎ針で作る恐竜のあみぐるみ
（手作りを楽しむ） おの ゆうこ/著 日東書院本社 2015.6 /594.3/ｵﾉ/ 0111486270

122
かぎ針編みのあみぐるみウチのネコちゃん I
love Cats（Asahi Original） アップルミンツ 2015.11 /594.3/ｶｷ/ 0111534429

123
刺しゅう糸で編むあみぐるみのミニ動物園
100（Asahi Original） アップルミンツ 2015.12 /594.3/ｼｼ/ 0111543568

124
刺しゅう糸で編む小さなあみぐるみ68+20
（Asahi Original） アップルミンツ 2019.6 /594.3/ｼｼ/ 0112018955

125
しずく堂の手編みこもの 北欧が好き

しずく堂／著
文化学園
文化出版局

2016.9 /594.3/ｼｽ/ 1108422070

126
大人の上品ヘア&メイク事典 あなたの魅力
を最高に引き出す! 山岸 敦子／監修 世界文化社 2015.11 /595.4/ｵﾄ/ 0111526680

127
第一印象で好感度アップビジネスメイクの
新ルール（最高の自分を演出する） 尾花 ケイコ／著

ディスカヴァー・
トゥエンティワン

2017.3 /595.5/ｵﾊ/ 0111695074

128
男の眉毛スタイリング革命 整形級の変化!

佐々木 啓介／著 扶桑社 2019.5 /595.5/ｻｻ/ 0112018807

129
ずぼらメイク 6アイテム+10分+3ステップ
（エイムック） 高橋 有紀／監修 枻出版社 2017.8 /595.5/ｽﾎ/ 0111740479

130
最速でカッコよくなるメンズメイクBOOK

高橋 弘樹／著 扶桑社 2018.11 /595.5/ﾀｶ/ 0111937302

131
魔法の表情筋エステ&若見せメイク

新見 千晶／著 成美堂出版 2017.3 /595.5/ﾆｲ/ 0111688370

132
美容事典

濱田 マサル/著 講談社 2011.12 /595.5/ﾊﾏ/ 0111123569

133
ほうれい線・たるみが消える!「顔筋ゆるめ」ケア
顔の凝りはたるみの原因!朝夜1分ケアで解消!
（日経BPムック）

日経ヘルス／編 日経BP社 2017.12 /595.5/ﾎｳ/ 1108837814

134
メイクの超基本と応用テクニック
これ1冊でプロセス・色選び、メイクのアレンジ方法
までがよくわかる

MANAMI／著 マイナビ出版 2016.4 /595.5/ﾏﾅ/ 0111581117

135
基本のメイク 美人はこの一冊で始まる
（レタスクラブMOOK） 山本 浩未/[著]

角川SSコミュニ
ケーションズ

2006.3 /595.5/ﾔﾏ/ 1106344417

136
美しい手になるハンド&ネイルケア きれいな
手でマイナス10歳!（別冊家庭画報） 木村 安气子/監修 世界文化社 2013.10 /595/ｳﾂ/ 1107463653

137
おいしいキムチと韓国おかず
野菜たっぷり!96品 金 栄愛/著 成美堂出版 2005.12 /596.22/ｷﾑ/ 0110846923

138
コウケンテツのキムチ料理
（レタスクラブの本） コウ ケンテツ/著 角川マガジンズ 2011.7 /596.22/ｺｳ/ 0111093872

139
スペイン・バスク美味しいバル案内
（私のとっておき） 植松 良枝／著 産業編集センター 2017.2 /596.23/ｳｴ/ 1108575075

140
カスタムクレープ&ガレット

柳瀬 久美子／監修 朝日新聞出版 2016.9 /596.23/ｶｽ/ 0111632943
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141
心も体も温まるスペインのスープと煮込み
レシピ 丸山 久美/著

ソフトバンク
クリエイティブ

2012.11 /596.23/ﾏﾙ/ 1106972431

142
家庭で作れるスペイン料理
パエリャ、タパスから地方料理まで 丸山 久美／著 河出書房新社 2017.11 /596.23/ﾏﾙ/ 1108827385

143
家で作れる有名店のプレミアハンバーグ
本格三ツ星ハンバーグレシピ超人気店・有名店
50店を掲載!!

辰巳出版 2009.1 /596.33/ｲｴ/ 0110937104

144
藤井恵のハンバーグ!ハンバーグ!

藤井 恵/著 小学館 2009.2 /596.33/ﾌｼ/ 0110950178

145
台湾のあまいおやつ

沼口 ゆき／著
文化学園
文化出版局

2019.9 /596.65/ﾇﾏ/ 0112057810

146
タピオカミルクティー フルーツティードリンク

片倉 康博／著 旭屋出版 2019.7 /596.7/ｶﾀ/ 0112030513

147
極める愉しむ珈琲事典

西東社編集部／編 西東社 2018.1 /596.7/ｷﾜ/ 0111766311

148
コーヒーの学校 コーヒーラヴァーズに贈る、
奥深きコーヒーのすべてがわかる本 枻出版社 2017.4 /596.7/ｺﾋ/ 0111698065

149
COFFEE BIBLE コーヒー時間のつくりかた。
（エイムック） 〓出版社 2014.10 /596.7/ｺﾋ/ 1107780866

150
珈琲ベストセレクション

晋遊舎 2016.9 /596.7/ｺﾋ/ 1108340868

151
The Coffee Professional
コーヒーロースター＆バリスタ味づくりは
個性の時代へ

柴田書店 2015.4 /596.7/ｻｺ/ 0111472458

152
LOVE COFFEE
クリエイティブなコーヒーの作り方

ライアン・セーダー／
著

旭屋出版 2017.9 /596.7/ｾﾀ/ 1108814433

153
コーヒー語辞典 珈琲にまつわる言葉を
イラストと豆知識でほっこり読み解く 山本 加奈子/著 誠文堂新光社 2015.5 /596.7/ﾔﾏ/ 0111474701

154
まちで闘う方法論
自己成長なくして、地域再生なし 木下 斉／著 学芸出版社 2016.5 /601.1/ｷﾉ/ 0111592992

155
まちづくりのレシピ 地域再生大賞から 地域再生大賞実行

委員会／監修
共同通信社 2015.7 /601.1/ﾏﾁ/ 1108042449

156
がんばれ!ニッポンの商店街 今と昔の写真
でめぐる全国商店街ガイドブック

全国商店街を巡る
会/編著

辰巳出版 2012.6 /672.1/ｶﾝ/ 1106920869

157
全国お元気商店街百選（学びやぶっく） お元気商店街

研究会/編
明治書院 2010.8 /672.1/ｾﾝ/ 1106024605

158
47都道府県・商店街百科

正木 久仁／編著 丸善出版 2019.7 /672.1/ﾖﾝ/ 0112026230

159
100円商店街の魔法

斎藤 一成/著 商業界 2010.4 /672.12/ｻｲ/ 1105962011

160
TOKYO+ひときわ輝く商店街 東京オリンピックに
向けた、インバウンド対応からIT導入、空き店舗対
策

商店街研究会／編
著

同友館 2017.9 /672.13/ﾄｳ/ 0111742510

161
日本でいちばん元気な商店街
やる気で変わる!地方の商店街復活への道 加瀬 清志/著 ほおずき書籍 2012.6 /672.15/ｶｾ/ 1106915372

162
名古屋円頓寺商店街の奇跡

山口 あゆみ／[著] 講談社 2018.8 S/672.15/ﾔﾏ/ 0111907187

163
街を変える小さな店 京都のはしっこ、
個人店に学ぶこれからの商いのかたち。 堀部 篤史/著

京阪神
エルマガジン社

2013.11 /672.16/ﾎﾘ/ 1107488346

164
イギリスに学ぶ商店街再生計画
 「シャッター通り」を変えるためのヒント 足立 基浩/著 ミネルヴァ書房 2013.10 /673.7/ｱﾀ/ 1107335372
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165
地域密着繁盛店のつくり方
売場表現、販促で勝負する! 阿部 貴行/著 同文舘出版 2015.1 /673.7/ｱﾍ/ 0111435501

166
商店街はなぜ滅びるのか
社会・政治・経済史から探る再生の道 新 雅史/著 光文社 2012.5 S/673.7/ｱﾗ/ 1106897075

167
ケーススタディこの商店街に学べ!
全国30商店街の活性化策

坂本光司研究室/編
著

同友館 2009.7 /673.7/ｹｽ/ 0110977858

168
商店街へGO! 社会科見学★
ぼくらのまち探検 1 人とつながる商店街

鈴木出版編集部
商店街研究会/編

鈴木出版 2014.1 /673.7/ｼﾖ/1 0210626755

169
商店街へGO! 社会科見学★
ぼくらのまち探検 2 人がかがやく商店街

鈴木出版編集部
商店街研究会/編

鈴木出版 2014.2 /673.7/ｼﾖ/2 1201659453

170
商店街へGO! 社会科見学★
ぼくらのまち探検 3 人をはぐくむ商店街

鈴木出版編集部
商店街研究会/編

鈴木出版 2014.2 /673.7/ｼﾖ/3 1201659446

171
商店街へGO! 社会科見学★
ぼくらのまち探検 4 人に役立つ商店街

鈴木出版編集部
商店街研究会/編

鈴木出版 2014.3 /673.7/ｼﾖ/4 1201613989

172
商店街へGO! 社会科見学★
ぼくらのまち探検 5 人が集まる商店街

鈴木出版編集部
商店街研究会/編

鈴木出版 2014.3 /673.7/ｼﾖ/5 1201659420

173
なぜ繁栄している商店街は1%しかないのか

辻井 啓作/著
阪急コミュニケー
ションズ

2013.12 /673.7/ﾂｼ/ 0111317428

174
なぜ繁栄している商店街は1%しかないのか

辻井 啓作/著
阪急コミュニケー
ションズ

2013.12 /673.7/ﾂｼ/ 1107739607

175
繁盛商店街の仕掛け人
街に人を呼び込んだ全国成功事例20 鶴野 礼子/著 ダイヤモンド社 2008.11 /673.7/ﾂﾙ/ 0110933010

176
まちづくりのための中心市街地活性化
イギリスと日本の実証研究 根田 克彦／編著 古今書院 2016.4 /673.7/ﾈﾀ/ 0111576970

177
まちゼミ さあ、商いを楽しもう!

松井 洋一郎／著 商業界 2017.2 /673.7/ﾏﾂ/ 0111679265

178
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 2016.10 T/673.7/ﾔﾏ/ 1108925395

179
行列ができる奇跡の商店街
（青春新書INTELLIGENCE） 吉崎 誠二/著 青春出版社 2011.3 S/673.7/ﾖｼ/ 1106257445

180
革で手作りミニチュアサイズの小物&雑貨
（レディブティックシリーズ） ブティック社 2017.6 /755.5/ｶﾜ/ 0111713749

181
いちから始める革のバッグ&こもの
（レッスンシリーズ） teon/[著] パッチワーク通信社 2014.1 /755.5/ﾃｵ/ 1107488833

182
手縫いで作る上質な革小物 革製品ブランド
が提案するシンプルな構造の24アイテム .URUKUST／[編] 日本ヴォーグ社 2018.1 /755.5/ﾃﾇ/ 1108917913

183
レザークラフトの基本講座
型紙&製作手順9アイテム 協進エル／監修

スタジオタッククリ
エイティブ

2016.5 /755.5/ﾚｻ/ 0111589940

184
レザークラフト入門 アイテムを製作しながら
基本技術が学べます（Beginner Series）

スタジオタック
クリエイティブ

2019.5 /755.5/ﾚｻ/ 0112002170

185
北欧フィンランドのかわいいデザインたち

pieni kauppa/著 パイインターナショナル 2014.1 /757.02/ﾋｴ/ 1107554972

186
北欧フィンランドのヴィンテージデザイン
1940〜70年代のインテリア雑貨とデザイナー アンナ‐カイサ・フー

スコ/著
パイインターナショナル 2013.5 /757.02/ﾌｺ/ 1107208959

187
北欧デザインの名作と暮らす

マガジンハウス 2014.8 /757.02/ﾎｸ/ 1107736934

188
はじめてのドラムサークル
教師と指導者のための実践ガイド 飯田 和子/共著 音楽之友社 2014.2 /763.8/ﾊｼ/ 1107760181
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189
まるごとドラムの本

市川 宇一郎/著 青弓社 2014.11 /763.85/ｲﾁ/ 0111425247

190
宇宙一やさしいドラムはじめました
超初級教則

ヤマハ
ミュージックメディア 2017.3 /763.85/ｳﾁ/ 0111686130

191
初心者のドラム基礎教本
ドラムのリズムが叩けるように、手足の動きを1から
丁寧に解説! [2017]

枝川 淳一／編著 自由現代社(発売) 2017.7 /763.85/ｴﾀ/ 0111731801

192
ドラムの教科書
ドラムを叩く技術と知識をこの1冊で!

ヤマハミュージック
エンタテインメント
ホールディングス

2018.4 /763.85/ﾄﾗ/ 0111878292

193
香の本

荻須 昭大／著 雄山閣 2016.5 /792/ｵｷ/ 0111599628

194
香と香道

香道文化研究会/編 雄山閣 2015.2 /792/ｺｳ/ 1107929539

195
香道を楽しむための組香入門

谷川 ちぐさ/著 淡交社 2012.11 /792/ﾀﾆ/ 0111139198

196
癒しのお香 高貴な樹脂・ハーブ・スパイスを
楽しむインセンスガイド

カーリン・ブランドル/
著

ガイアブックス 2014.10 /792/ﾌﾗ/ 1107861591

197
和の香りを楽しむ「お香」入門 山田松香木店／監

修
東京美術 2019.3 /792/ﾜﾉ/ 0111971349

198
知らなかったこんな土佐in江戸時代
高知市史近世部会連携展示総合図録

高知市史編さん委
員会近世部会/編

2012.9 K/210.5/ｼﾗ/ 0102764565

199
四国歴史探訪

橋詰 茂/著 2015.3 K/210/ﾊｼ/ 0103174443

200
写真集高知市・まちと人の100年
TIME100KOCHI

高知・まちと人の100年
101人委員会/
企画・編集

高知・まちと人の100
年101人委員会 1989.4 K/211/ｼﾔ/ 1108536622

201
高知城下町名今昔 都市整備部

都市計画課/編集
高知市 2005.12

K/290.2/ｺｳ
/2005

0103106006

202
ブラタモリ 17
吉祥寺 田園調布 尾道 倉敷 高知

NHK「ブラタモリ」
制作班／監修

KADOKAWA 2019.3 K/290/ﾌﾗ/ 1109403947

203
描かれた高知市 高知市史 絵図地図編 高知市史編さん委員会

絵図地図部会/編 高知市 2012.3 K/291/ｴｶ/ 1108110725

204
幕末維新土佐庶民生活誌 高知県立歴史民俗

資料館/編
高知県立歴史
民俗資料館

2010.10 K/384/ﾊｸ/ 1106099284

205
星を見る人 日本と土佐の近世天文歴学 高知県立高知城

歴史博物館/編
高知県立高知城
歴史博物館

2019.6 K/440/ﾎｼ/ 1109552586

206
土佐和紙 伝統的工芸品 高知県手すき和紙

協同組合/作
高知県手すき和紙
協同組合

1985 K/585/ﾄｻ/ 0200416537

207
土佐和紙物語 西沢弘順,朝日新聞

高知支局�著
高知県製紙工業会 1973 K/585/ﾆｼ/ 0101515235

208
土佐和紙の里

和田 德惠/著 高知新聞社 2003.4 K/585/ﾜﾀ/ 0102213461

209
「日曜市-台所から観光名所へ」展
絵の中の日曜市 高知県立美術館/編 〔高知県立美術館〕 〔2007〕 K/673/ﾆﾁ/ 0102508089

210
近世土佐の美術 高知県立美術館/編

集
高知県立美術館 2001 K/708/ｷﾝ/ 0102144419

211
没後20年片木太郎画文集
寝て待て 兄の歩いた足跡を追う 上 岩崎　勇/編 岩崎　勇 2019.6 K/723/ｲﾜ/ 1109600815

212
没後20年片木太郎画文集
寝て待て 兄の歩いた足跡を追う 下 岩崎　勇/編 岩崎　勇 2019.6 K/723/ｲﾜ/ 1109600807
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213
片木太郎画集

片木 太郎/著 片木英子 2000.1 K/723/ｶﾀ/ 0101780699

214
写真集明治大正昭和高知
ふるさとの想い出90 寺田 正/編 国書刊行会 1979.11 K/748/ｼﾔ/ 0102831726

215
林鉄 寺田正写真集

寺田 正/著
寺田正写真集
刊行会

1991.3 K/748/ﾃﾗ/ 0100522955

○オーテピア高知図書館で所蔵している本をご紹介しています。
○貸出や返却はお近くの市町村立図書館でもできます。お近くの市町村立図書館にお問い合わせください。
○本や雑誌などに関する相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
　（お問い合わせの際は資料№をお伝えいただくとスムーズです。）
○請求記号にSがついている本は2階新書コーナーに、Tがついている本は2階ティーンズコーナにあります。
〇請求記号に4H、4Wがついている本は健康・安心・防災スペースに、4Jがついている本は3階職業ガイドコーナーに、
    Kがついている本は3階高知資料コーナーにあります。

〒780-0842 高知市追手筋2-1-1

TEL：088-823-4946 FAX：088-823-9352
https://otepia.kochi.jp/library


