
プレゼントＦｏｒ・・・ 中央館
2018年11月～12月展示

資料区分 書名 巻次 著者名 出版者 出版年
一般 はじめてのお誕生会 辰元　草子∥著 講談社 2011.3
一般 マレ・サカチのたったひとつの贈物 王城  夕紀∥著 中央公論新社 2015.2
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 あなたを輝かせる「大人のマナー」 明石／伸子∥著 日本放送出版協会 2006..5
一般 オリジナルアルバムとかわいいカー 片柳　頼子∥監修 緑書房 2011.5
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 文房具で包む 井上　由季子∥著 アノニマ・スタジオ 2006.12
一般 花束の作り方テクニック フローリスト編集部∥編 誠文堂新光社 2016.2
一般 フラワー・ラッピング・レッスン 長谷　恵∥著 誠文堂新光社 2007.4
一般 〈小笠原流〉日本の礼儀作法・

しきたり 柴崎　直人∥著 ＰＨＰ研究所 2008.4
一般 素敵な四季のはがき絵 市川  百色子∥著 金園社 2014.6
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
一般 ひと味ちがう絵てがみのかくし技 関口　北洞∥〔著〕 日本ヴォーグ社 2006.7
一般 美しく書くかなの年賀状 奥江　晴紀∥著 木耳社 2004.1
一般 高島屋のしきたり事典 高島屋∥著 小学館 2015.4
一般 文字アートの年賀状 さとだて　ゆめこ∥著 日貿出版社 2008.1
一般 花のラッピング 坂本／秀子∥著 文化出版局 1991.12
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 筆ペンで書くゆる文字 宇田川　一美∥著 誠文堂新光社 2013.9
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 おもたせ暦 平松　洋子∥著 文化出版局 2006.12
一般 にほんのお福分け歳時記 広田  千悦子∥著 主婦の友インフォス情報社 2014.4
一般 サンタへの手紙 メアリー  ハレル＝セスニアッ

ク∥選 クロニクルブックス・ジャパン 2016.1
一般 暮らしの折り方、包み方 山根　一城∥著 主婦と生活社 2009.12
一般 スイーツ＆フードラッピング 森下　久子∥著 誠文堂新光社 2010.12
一般 ちょっとオシャレなグリーティング 菊地／清∥著 大日本絵画 2000.5
一般 おくりものがたり 伊藤  まさこ∥著 集英社 2014.2
一般 おいしいおみやげずかん 平野／恵理子∥著 ベストセラーズ 2005.1
一般 心から喜んでもらえる贈りもののマ

ナー 富田  いずみ∥著 高橋書店 2016.1
一般 雑貨&フードラッピングブック オギハラ ナミ∥著 誠文堂新光社 2017.11
一般 木下綾乃のレターブック 木下／綾乃∥著 ＷＡＶＥ出版 2006.2
一般 ラッピングのきほん事典 宮田　真由美∥監修 西東社 2009.12
一般 小さなラッピング 宇田川  一美∥著 自由国民社 2014.5
一般 家族で楽しむ２５の年中行事 辰巳  渚∥文 岩崎書店 2015.7
一般 イラストお手紙３６５日 ｍｉｚｕｔａｍａ∥著 日東書院本社 2015.4
一般 筆文字で季節のカード さとだて　ゆめこ∥著 日貿出版社 2011.2
一般 イラストでアレンジ！マスキング

テープの使い方 しまだ　ひろみ∥著 玄光社 2013.4
一般 すてきなアイデア絵てがみ 土屋／淑子∥著 ブティック社 2005.6
一般 はじめての手作りカード ｍａｉｍａｉ∥著 日本ヴォーグ社 2016.5
一般 誕生日の花図鑑 中居　惠子∥著 ポプラ社 2011.3
一般 ラッピングの教科書 宮岡　宏会∥著 ナツメ社 2013.2
一般 贈り方のマナーとコツ 岩下／宣子∥監修 学研 2005.3
一般 花束デザイン図鑑３００ フローリスト編集部∥編 誠文堂新光社 2013.1
一般 一筆がき俳画の年賀状 足立／玉翠∥著 日貿出版社 2002.9
一般 福を呼び込む和のならわし 広田  千悦子∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2013.12
一般 大人かわいいラッピング 宮岡 宏会∥著 主婦と生活社 2017.4
一般 プレゼントのラッピングとアイデアの 伊藤／まさこ∥〔著〕 雄鶏社 1997.11
一般 自分で作る小さな本 田中／淑恵∥著 文化出版局 2002.4
一般 親子で楽しむ１２カ月のキッズイベ

ント 辰元　草子∥著 講談社 2013.3
一般 おみやげと鉄道 鈴木　勇一郎∥著 講談社 2013.2
一般 すみモダン 鈴木　海花∥著 芸術新聞社 2007.5
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一般 ３６６日誕生花のはがき絵 金田／孝子∥著 遊友出版 2005.4
一般 贈って楽しい手作りカード 成美堂出版編集部∥編 成美堂出版 2008.12
一般 つくって楽しい、食べておいしいお

取り寄せ 冬木／れい∥著 法研 2005.4
一般 贈答の日本文化 伊藤　幹治∥著 筑摩書房 2011.7
一般 手づくりする手紙 木下　綾乃∥著 文化出版局 2007.3
一般 恋人たちのいる風景 Ｏ．ヘンリー∥著 洋泉社 2009.11
一般 ボールペンで描くかわいいイラスト

ＢＯＯＫ 森　シホカ∥著 成美堂出版 2012.5
一般 ９９のありがとう・雨 谷口  雅美∥編著 泰文堂 2015.9
一般 おつきあいのお金と気持ちのつか

い方 市田／ひろみ∥著 主婦の友社 2002.8
一般 きもちが届く、手づくりてがみ。 アスコム 2005.12
一般 大切な人を励ます絵手紙 大畠　ひろ∥著 日貿出版社 2011.12
一般 ひと味ちがう筆遊びの年賀状 森／千景∥著 日貿出版社 2004.1
一般 おいしいチョコレートのレシピ 小田　真規子∥料理 成美堂出版 2006.11
一般 おうちでつくれるかわいいお菓子 柳瀬　久美子∥著 実業之日本社 2009.12
一般 ジェルでつくるキャンドルレシピ ｃｏｚｙｃｏｚｙ＊∥デザイン

制作 文化学園文化出版局 2012.1
一般 気持ちがつたわる５行はがき 新庄／みちよ∥著 ＰＨＰ研究所 2002.6
一般 和菓子 金塚／晴子∥著 講談社 2002.9
一般 ディップフラワーの教科書 m.a.c.∥著 講談社 2018.4
一般 フェルト羊毛で作るかわいい仲間

たち 日本ヴォーグ社 2009.9

一般 かんたん！たのしい！ボンボンマ
スコット１００てん ブティック社 2013.11

一般 手ぬいで作る！一枚裁ちで作る
女の子服 高橋　恵美子∥著 日東書院本社 2011.7

一般 かんたん！愛情手作りてぶくろえ
ほん・てぶくろおもちゃ いしかわ　まりこ∥著 主婦と生活社 2011.6

一般 イラストでよくわかる結び方・包み 快適ライフ委員会∥編 彩図社 2018.4
一般 和の結び 知光　薫∥著 高橋書店 2007.3
一般 ふわふわかわいいポンポンの贈り 日本ヴォーグ社 2001.1
一般 お菓子とラッピング 久保田　加奈子∥著 世界文化社 2008.12
一般 １日でカンタン髪かざり アップルミンツ 2010.11
一般 贈ってウケる作ってハマるおもしろ

お菓子 サトー／ヨーコ∥著 講談社 2002.8
一般 水引で作るメッセージカード 岡田／嘉代∥著 ブティック社 2004.8
一般 手作りで心を伝えるかわいい孫へ

の贈り物 ＮＨＫ出版∥編 日本放送出版協会 2006.1

一般 アイシングクッキーＤＥＣＯＲＡＴＩＯ
Ｎ　ＲＥＣＩＰＥ 松比良　明奈∥〔著〕 ダイアプレス 2012.7

一般 おくるおかし はな∥著 集英社 2006.4
一般 気軽に作れるちいさなお花のアク

セサリー ブティック社 2012.8
一般 赤ちゃんへの贈りもの 雄鶏社 2009.3
一般 お菓子な物語 星谷　菜々∥著 主婦と生活社 2007.1
一般 カード・一筆箋の手紙 池田書店 2001.3
一般 ちいさな花コサージュ 河出書房新社 2007.8
一般 手づくりプリザーブドフラワー フォーシーズンズプレス 2004.6
一般 「贈り物美人」になるマナー術 近藤　珠実∥監修 オレンジページ 2007.8
一般 大人のたしなみ「一筆箋」気の利

いたひと言 亀井  ゆかり∥著 青春出版社 2014.12

一般 はじめましての赤ちゃんへ手編み
の贈りもの 村林　和子∥著 文化出版局 2006.8
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一般 お礼の手紙・はがき・カード 主婦の友社∥編 主婦の友社 2005.6
一般 はじめましてのかぎ針教室 文化出版局∥編 文化学園文化出版局 2011.12
一般 「贈る」と「お返し」のマナー 松本  繁美∥監修 主婦の友社 2015.6
一般 チョコレートの贈り物 松田／万里子∥料理 パッチワーク通信社 2000.2
一般 大好きニット帽 雄鶏社 2007.9
一般 刺しゅう糸で編むプチかわ小物 寺西  恵里子∥著 ＰＨＰ研究所 2014.12
一般 手作りのおくりもの 主婦の友社∥編 主婦の友社 2005.6
一般 人気押し花アーティスト村田多

恵子の記念日の押し花アート 村田／多恵子∥著 世界文化社 2000.1

一般 もらってうれしい！食べて美味し
い！友チョコ ブティック社 2016.1

一般 パステル 杉野　宣雄∥〔作〕 日本ヴォーグ社 2006.6
一般 手作りキャンドルの本 横島／憲夫∥監修 河出書房新社 2003.1
一般 ママの手作り布絵本 山田　由紀子∥〔著〕 パッチワーク通信社 2012.9
一般 マフラーＢＯＯＫ 日本ヴォーグ社 2006.11
一般 箱詰めおやつの贈りもの いづい  さちこ∥著 誠文堂新光社 2016.12
一般 手編みのハンド&リストウォーマー 日本ヴォーグ社 2017.11
一般 手仕事の贈りもの 片柳  草生∥著 晶文社 2014.11
一般 人気デパ地下“スイーツ”パッケー

ジ図鑑 日経デザイン∥〔編〕 日経ＢＰ社 2014.9

一般 創作－ニッポンのお土産 ＪＰＤＡ展覧会委員会∥
企画　編集 六耀社 2013.2

一般 人気デパ地下手みやげパッケー
ジ図鑑 日経デザイン∥編 日経ＢＰ社 2015.8

一般 フードラッピング 福田／里香∥ラッピングと
料理 柴田書店 1997.12

一般 ありがとうの本 高久／まり∥著 アズ・コミュニケーションズ 1994.3
一般 贈る日のリボン 永井／久美子∥著 日本ヴォーグ社 1993.11
郷土 ふくいの身近な県産品 福井県県産品活用推進

会議／[編]
福井県商工労働部商工
政策課 1999.5

郷土 ふくいしあわせ特産品コレクション
２０１８

福井県物産協会/企画･
発行 福井県物産協会 〔2018〕

児童 わたしのきもちをきいて 2 ガブリエル・バンサン∥作 ＢＬ出版 1998.2
児童 魔もののおくりもの 舟崎　克彦∥作 小学館 2008.4
児童 こころがつながるおいしいスイーツ 1 荻田　尚子∥著 学研教育出版 2013.2
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