
くらしのペーパークラフト(Ｈ30年5～6月展示資料リスト）

（※一般：大人向け　児童：子ども向け）
資料区分 書名 巻次 著者名 出版者 出版年
一般 きりえ全科 日本きりえ協会∥編 誠文堂新光社 1997.5
一般 新・花のちぎり絵 佐藤／せつ∥著 日本放送出版協会 1998.6
一般 だれでもできる最新花きりえ教室 中原／佳代∥著 誠文堂新光社 1996.3
一般 今日からできるティッシュアート 北郷／都∥著 世界文化社 2001.3
一般 滝平二郎きりえ画集 〔第１集〕 滝平／二郎∥著 講談社 1981
一般 滝平二郎きりえ画集 第６集 滝平　二郎∥著 講談社 1981
一般 滝平二郎きりえ画集 第５集 滝平／二郎∥著 講談社 1981
一般 滝平二郎きりえ画集 第４集 滝平／二郎∥著 講談社 1981
一般 干支を飾るグリーティングカード 菊地／清∥著 大日本絵画 2001.1
一般 オリガミ雑貨Ｂｏｏｋ 小林／一夫∥監修 文化出版局 2002.5
一般 ペーパークイリング 小紙／陽子∥〔著〕 雄鶏社 2003.7
一般 カードは手作りが楽しい！ 井上／由季子∥著 文化出版局 2003.11
一般 はじめてのカルトナージュ 北野／三希代∥著 日本ヴォーグ社 2004.11
一般 はじめての和紙ちぎり絵 渡辺／風沙絵∥著 誠文堂新光社 2005.6
一般 アーティストとつくる紙雑貨 ピエ・ブックス 2005.1
一般 ありがとうのカタチ 井上　由季子∥著 文化出版局 2006.7
一般 ペーパークイリング 小紙　陽子∥著 雄鶏社 2006.8
一般 切り絵の世界 青幻舎 2006.4
一般 Ｈａｐｐｙを伝える手作りカード 鈴木　孝美∥〔著〕 ブティック社 2006.12
一般 やさしい切り紙 矢口　加奈子∥著 池田書店 2007.2
一般 お菓子なカードを作りましょう！ 黒須　和清∥著 鈴木出版 2007.3
一般 大人の切り紙のほん 矢口　加奈子∥著 ＰＨＰ研究所 2007.6
一般 やさしい切り紙 2 矢口　加奈子∥著 池田書店 2007.7
一般 紙でつくる動物たち 飯島　武∥〔作〕 雄鶏社 2007.9
一般 切り紙・もんきりあそび 下中　菜穂∥著 宝島社 2007.1
一般 すてきな切り紙 小林　一夫∥著 高橋書店 2007.11
一般 おとなの箸袋おりがみ アエパパ∥著 主婦の友社 2008.1
一般 たのしい切り紙なくらし 藤田　順∥著 ＭＣプレス 2008.2
一般 今森光彦のたのしい切り紙 今森　光彦∥著 山と渓谷社 2008.2
一般 千代紙 ＮＨＫ「美の壷」制作班∥編 日本放送出版協会 2008.5
一般 素敵な切り紙の本 成美堂出版編集部∥編 成美堂出版 2008.6
一般 和のカードアイデアブック 河出書房新社∥編 河出書房新社 2008.6
一般 ドキドキ！！妖怪きりがみ 黒須　和清∥著 東京書店 2008.8
一般 マスキングテープの本 主婦の友社∥編 主婦の友社 2008.9
一般 切り紙でモビール 田尻　知子∥〔著〕 日本ヴォーグ社 2008.12
一般 和をあそぶ江戸の切り紙 エキグチ　クニオ∥著 誠文堂新光社 2008.12
一般 切り紙だいすき。 いしかわ　まりこ∥著 日本文芸社 2009.1
一般 おとぎの国を楽しむアンデルセンの切り紙 太田　拓美∥著 誠文堂新光社 2009.5
一般 封筒でつくる手づくり文房具 宇田川　一美∥著 東京地図出版 2009.7
一般 折って、合わせて、光にかざす透かし折り紙 大原　まゆみ∥著 誠文堂新光社 2009.11
一般 なつかしモチーフの手づくりカード 伊藤　絵里子∥著 飛鳥新社 2009.11
一般 モビール・スタイル１００ いろけん∥著 誠文堂新光社 2010.7
一般 蝶の模様切り紙 吉浦　亮子∥著 誠文堂新光社 2010.8
一般 マスキングテープでコラージュ 永岡　綾∥著 エディシォン・ドゥ・パリ 2010.9
一般 ペーパー・シンドローム 大谷　有紀∥著 ピエ・ブックス 2010.1
一般 写真解説でぜったい作れるはじめてのポップアップカード 鈴木　孝美∥〔著〕 ブティック社 2010.11
一般 遊ぶ！飾る！かわいい！折り紙ドールハウス 山口　真∥著 ＰＨＰ研究所 2011.2
一般 和のこよみ切り紙 大原　まゆみ∥著 誠文堂新光社 2011.2
一般 昆虫の切り紙 大原　まゆみ∥著 誠文堂新光社 2011.4
一般 ふせんで作るミニチュア切り絵 Ｋｉｌｌｉｇｒａｐｈ∥著 ブティック社 2011.7
一般 カッティングシートでデコ窓・デコ壁 ピポン∥著 グラフィック社 2011.7
一般 まさこおばちゃんの新聞エコバッグの作り方 坂上　政子∥著 小学館 2010.4
一般 色紙でつくる貼りコラージュ 志水　のりとも∥著 誠文堂新光社 2011.8
一般 箸袋でおもしろ折り紙 ブティック社 2011.8
一般 和のモビール 佐藤　蕗野∥著 誠文堂新光社 2011.11
一般 花の立体切り紙 大原　まゆみ∥著 誠文堂新光社 2011.12
一般 はんなり和コラージュ手づくり帖 誠文堂新光社∥編 誠文堂新光社 2012.4
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一般 切り紙でつくる花の飾りもの 大原　まゆみ∥著 誠文堂新光社 2012.4
一般 コラージュ・デコレーションＢｏｏｋ 原田　ひこみ∥著 河出書房新社 2012.4
一般 幸せになる世界のハッピー・モビール 太田　拓美∥著 誠文堂新光社 2012.6
一般 東北の伝承切り紙 千葉　惣次∥文 平凡社 2012.9
一般 はじめてでもできるかんたんティッシュ工作 駒宮　洋∥著 学研教育出版 2012.9
一般 ちまっとかわいいメモ折り紙 しまだ　ひろみ∥著 ＰＨＰ研究所 2012.1
一般 モビールでつづる３６５日 よしい　いくえ∥著 誠文堂新光社 2012.1
一般 かんたんあたらしいはじめての切り紙 日本ヴォーグ社 2012.11
一般 切り紙で作るかわいい食べ物 イワミ　カイ∥著 誠文堂新光社 2012.11
一般 かわいく伝える！ふせん切り紙 いしかわ　まりこ∥著 ＰＨＰ研究所 2013.1
一般 滝平二郎きりえ名作集 冬－春篇 滝平　二郎∥著 朝日新聞出版 2013.2
一般 切り絵作家ｇａｒｄｅｎの切り絵で作る浮世絵 ｇａｒｄｅｎ∥著 朝日新聞出版 2013.6
一般 滝平二郎きりえ名作集 夏－秋篇 滝平　二郎∥著 朝日新聞出版 2013.7
一般 ディズニーハンドメイドＢＯＯＫ ブティック社 2013.8
一般 気持ちを贈るギフト切り紙 大原  まゆみ∥著 日貿出版社 2013.11
一般 孫と一緒に遊ぼう！！ワンカット折り紙 伊藤  信太郎∥著 竹書房 2014.2
一般 野の花の立体切り紙 やまもと  えみこ∥著 誠文堂新光社 2014.4
一般 バラの折り紙ツイストローズ 鈴木  恵美子∥著 日貿出版社 2014.5
一般 かわいい花の立体切り紙 くまだ  まり∥著 ＰＨＰ研究所 2014.6
一般 好きなナプキンでつくるオリジナル雑貨ＤｅｃｏＮａｐ  ＆  ＤｅｃｏＰｏｄｇｅ くまがい  なおみ∥著 マガジンランド 2014.6
一般 気持ちがもっと伝わるかわいいふせんクラフト しまだ  ひろみ∥著 日東書院本社 2014.7
一般 紙袋おりがみ 主婦の友社∥編 主婦の友社 2014.8
一般 おしゃれでかわいい折り紙＆小物 ｓｔｕｄｉｏ  ｏｒｉｇａｍｉ∥編 日東書院本社 2014.9
一般 レースペーパーでつくる雑貨とこもの あきや  ともみ＊∥デザイン  制作 文化学園文化出版局 2014.9
一般 ディズニーウォールステッカー Ａｔｅｌｉｅｒ＊Ｎａｃｏ∥著 ブティック社 2014.9
一般 かわいい切り紙てがみ イワミ  カイ∥著 誠文堂新光社 2014.1
一般 落ち葉切り紙 Ｋｉｌｌｉｇｒａｐｈ∥著 誠文堂新光社 2014.11
一般 素敵なペーパークイリング 日貿出版社∥編 日貿出版社 2014.12
一般 和の切り紙あそび 川崎  由季恵∥〔著〕 日本ヴォーグ社 2014.12
一般 おりがみ指人形オリパペ フチモト  ムネジ∥著 エムディエヌコーポレーション 2014.12
一般 野の花の立体切り紙 西洋編 やまもと  えみこ∥著 誠文堂新光社 2015.4
一般 ＤｅｃｏＮａｐ  ＆  ＤｅｃｏＰｏｄｇｅ 2 くまがい  なおみ∥著 マガジンランド 2015.4
一般 切り絵アート 2 藤野  ひろのぶ∥著 マガジンランド 2015.9
一般 ロゼット切り紙 Ｋｉｌｌｉｇｒａｐｈ∥著 誠文堂新光社 2015.9
一般 おとなかわいいお花の切り紙アイデアブック 日本ペーパーアート協会∥監修 日東書院本社 2015.11
一般 手作りで楽しむ紙こもの ブティック社 2015.1
一般 ディズニーパーティークラフト ブティック社 2015.1
一般 和紙の包み折り 岡田  郁子∥著 ブティック社 2015.11
一般 カワイイヲリガミ細工 ＣＯＣＨＡＥ∥著 誠文堂新光社 2016.1
一般 昆虫の模様切り紙 吉浦  亮子∥著 誠文堂新光社 2016.4
一般 ディズニー切り紙あそび 桜  まあち∥著 ブティック社 2016.4
一般 手作りカードアイデアブック 河出書房新社∥編集 河出書房新社 2016.9
一般 幸せを運ぶかわいい切り絵 竹崎  里砂∥著 日貿出版社 2016.12
一般 手のひらサイズのちいさな立体カード 鈴木  孝美∥〔著〕 ブティック社 2016.9
一般 考える力をつける切り紙 寺西 恵里子∥著 日東書院本社 2017.3
一般 いまいみさのおりがみ手紙 いまい みさ∥著 講談社 2017.3
一般 平安絵巻の素敵な切り絵 望月 めぐみ∥著 PHP研究所 2017.5
一般 基本の和紙ちぎり絵 田中 悠子∥講師 主婦の友社 2018.1
一般 切り絵でつくる百人一首 谷 知子∥監修 誠文堂新光社 2018.1
一般 紙パンダ! 大原 まゆみ∥著 日貿出版社 2018.2
児童 火の鳥 斎藤／隆介∥作 岩崎書店 1982.1
児童 ひばりの矢 斎藤／隆介∥作 岩崎書店 1985.11
児童 モチモチの木 斎藤  隆介∥作 岩崎書店 1971.11
児童 猫山 斎藤／隆介∥作 岩崎書店 1983.6
児童 花さき山 斎藤  隆介∥作 岩崎書店 1978
児童 ふき 斎藤／隆介∥作 岩崎書店 1998.11
児童 きりがみだいすき 佐藤／和代∥著 大泉書店 2005.11
児童 ソメコとオニ 斎藤／隆介∥作 岩崎書店 1987.7
児童 かんたん！立体どうぶつ切り紙 竹内　一雄∥著 ＰＨＰ研究所 2007.9
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児童 ユとムとヒ 斎藤　隆介∥作 岩崎書店 1986.9
児童 切り紙昆虫館 今森　光彦∥作 童心社 2009.7
児童 学校行事に役立つ楽しい切り紙 1 寺西　恵里子∥デザイン 汐文社 2009.11
児童 学校行事に役立つ楽しい切り紙 2 寺西　恵里子∥デザイン 汐文社 2009.11
児童 学校行事に役立つ楽しい切り紙 3 寺西　恵里子∥デザイン 汐文社 2009.11
児童 切り紙１２か月 今森　光彦∥作 童心社 2011.7
児童 写して切るだけ！かんたん！ミラクルかわいい〓女の子の切り紙 切り紙だいすき研究会∥著 ナツメ社 2013.7
児童 写して切るだけ！かんたん！ワクワクかっこいい★男の子の切り紙 切り紙だいすき研究会∥著 ナツメ社 2013.7
児童 どうぶつ島たんけん 今森　光彦∥ペーパーカット　ことば 小学館 2013.7
児童 半日村 斎藤  隆介∥作 岩崎書店 1980.9
児童 おりがみ・こうさく★ミニブック 7 ポプラ社 2014.4
児童 たなばたさま 住井  すゑ∥作 復刊ドットコム 2012.6
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