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資料区分 書名 巻次 著者名 出版者 出版年
一般 せつない手紙 小嵐／九八郎∥著 筑摩書房 1999.1
一般 もっとエコ・ラッピング 正林  恵理子∥著 大和書房 2014.1
一般 切手が伝える第二次世界大戦 印南　博之∥著 彩流社 2006.8
一般 愛をください 辻／仁成∥著 マガジンハ

ウス 2000.9
一般 竜馬の手紙 坂本／竜馬∥〔原著〕 講談社 2003.1
一般 図説・戦前記念切手 原田  昌幸∥著 日本郵趣出 2016.8
一般 世界一高価な切手の物語 ジェームズ  バロン∥著 東京創元社 2018.7

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 郵政博物館公式ガイドブック 通信文化協会∥監修 日本郵趣出 2015.3
一般 お母さんに手紙をください 大手小町編集部∥編 飛鳥新社 2011.4
一般 絵はがき１００年 橋爪／紳也∥著 朝日新聞社 2006.1
一般 父が読めなかった手紙 小淵／暁子∥〔編〕著 扶桑社 2001.5
一般 絵はがきの時代 細馬／宏通∥著 青土社 2006..6
一般 絵手紙入門 小池／恭子∥著 主婦の友社 2005.8
一般 木下綾乃のレターブック 木下／綾乃∥著 ＷＡＶＥ出 2006.2
一般 大切なことは６０字で書ける 高橋／昭男∥著 新潮社 2005.1
一般 事情のある国の切手ほど面白い 内藤　陽介∥著 メディア

ファクト 2010.8

一般 戦地からのラブレター ジャン＝ピエール  ゲノ∥
編著 亜紀書房 2016.1

一般 すべては書くことから始まる 坂東  真理子∥著
クロスメ

ディア・パ
ブリッシン

2016.1

一般 世紀のラブレター 梯　久美子∥著 新潮社 2008.7
一般 少女への手紙 ルイス  キャロル∥著 平凡社 2014.1
一般 かわいい切り紙てがみ イワミ  カイ∥著 誠文堂新光 2014.1
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 2016.9
一般 だいすき！ラッピングとカード 武田　真理恵∥〔著〕 主婦の友社 2007.2
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 2005.1
一般 折り紙建築グリーティングカード集 中沢／圭子∥著 彰国社 1994.1
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 手作りのしかけカード 池間／はまな∥著 ブティック 2004.1
一般 手作りカードの贈りもの 鈴木　孝美∥〔著〕 ブティック 2007.1
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 手づくりする手紙 木下　綾乃∥著 文化出版局 2007.3
一般 贈り方のマナーとコツ 岩下／宣子∥監修 学研 2005.3
一般 切手 ＮＨＫ「美の壷」制作班

∥編
日本放送出

版協会 2009.6
一般 みんなの郵便文化史 小林／正義∥著 にじゅうに 2002.3
一般 切手で旅するヨーロッパ 山田／庸子∥著 ピエ・ブッ

クス 2006.3

一般 手紙  その消えゆく世界をたどる旅 サイモン  ガーフィールド
∥著 柏書房 2015.1

一般 あっ、うれしいな。 京都府園部町∥編 日本ヴォー
グ社 1997.3

一般 くちびるに歌を 中田　永一∥著 小学館 2011.1
一般 海岸通りポストカードカフェ 吉野　万理子∥著 双葉社 2012.1
一般 往復書簡 湊　かなえ∥著 幻冬舎 2010.9
一般 ラストレター 木藤／亜也∥著 幻冬舎 2005.8
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一般 言えなかったごめんなさい 高知県南国市ごめん町ま

ちづくり委員会∥監修 竹書房 2006.1
一般 頭の良くなる「短い、短い」文章術 轡田／隆史∥著 三笠書房 2005.5
一般 赤崎水曜日郵便局 楠本  智郎∥編著 ＫＡＤＯＫ

ＡＷＡ 2016.2
一般 最初で最後のラブレター 信濃毎日新聞社文化部∥ あさ出版 2009.1
一般 美しい人の美しい手紙 丹生谷　真美∥著 主婦と生活 2006.1
一般 丸型ポスト思い出物語 加瀬／清志∥編 信濃毎日新

聞社 2000.7
一般 絵てがみ 吉水  咲子∥著 誠文堂新光 2014.6
一般 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 2016.6

一般 代筆屋 辻／仁成∥著 海竜社 2004.1
一般 ７５年目のラブレター 貴島　テル子∥著 朝日新聞出 2013.5
一般 かわいい写真でつくる手紙と雑貨 成美堂出版編集部∥編 成美堂出版 2010.3
一般 素敵な絵手紙の描き方実例集 坂本／雅比古∥著 成美堂出版 2003.1
一般 絵手紙描き方のヒント 上岡 ひろ子∥著 日貿出版社 2018.2
一般 アイデアいっぱい手作りの贈るカード ブティック 1995.1
一般 きもちが届く、手づくりてがみ。 アスコム 2005.1
一般 八重子のハミング 陽／信孝∥著 小学館 2002.5
一般 Ｐ．Ｓ．Ｌｅｔｔｅｒ あいテレビ「Ｐ．Ｓ．Ｌ

ｅｔｔｅｒ」制作チーム
ミライカナ
イブックス 2013.7

一般 引き出しの中のラブレター 新堂　冬樹∥著 河出書房新 2009.9
一般 忘れない。 西条　剛央∥編 大和書房 2012.3
一般 ありがとう、ごめんね、そしてさような 重松　清∥編著 新潮社 2008.4
一般 日本一短い父への手紙、父からの手紙 福井県坂井市丸岡町∥編 サンマーク

出版 2007.4
一般 ファン・ゴッホの手紙 ファン  ゴッホ∥[著] みすず書房 2017.7
一般 たった一通の手紙が、人生を変える 水野  敬也∥〔著〕 文響社 2015.1
一般 天才たちのラブレター デーヴィッド・Ｈ．ロー

ウェンハーツ∥編 光文社 2004.5
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 2009.1
一般 夢からの手紙 辻原　登∥著 新潮社 2006.1
一般 おばあちゃんの恋文（ラブレター） 永島／トヨ∥著 主婦と生活 2003.7
一般 働く女性に贈る27通の手紙 小手鞠 るい∥著 産業編集セ

ンター 2018.9

一般 若き科学者への手紙 エドワード  Ｏ．ウィル
ソン∥著 創元社 2015.2

一般 武家に嫁いだ女性の手紙 妻鹿　淳子∥著 吉川弘文館 2011.9
一般 ショパンの手紙 ショパン∥〔著〕 白水社 2003.6
一般 男の絵手紙 小池／邦夫∥著 中央公論新 2004.4
一般 ハーバード卒の凄腕ビジネスマンから孫

への５０通の手紙 ジョン　スプーナー∥著 日本文芸社 2012.9
一般 卯月の雪のレター・レター 相沢  沙呼∥著 東京創元社 2013.1
一般 命の往復書簡 千住　真理子∥著 文芸春秋 2013.4
一般 手紙を書きたくなったら 木下／綾乃∥著 ＷＡＶＥ出 2005.3
一般 バースディ・ラブレター エドワード・ホフマン∥ 講談社 2006..5
一般 いのちのラブレター 川淵　圭一∥著 実業之日本 2010.7
一般 ６０歳のラブレター 日本放送出版協会∥編 日本放送出

版協会 2001.1
一般 自家製文章読本 井上  ひさし∥著 新潮社 2015.2
一般 ラストレター さだ  まさし∥著 朝日新聞出 2014.9
一般 漱石先生からの手紙 小山　文雄∥著 岩波書店 2006.1
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一般 ９９通のラブレター 吉野　万理子∥著 ＰＨＰ研究 2010.1
一般 神様からの手紙  喫茶ポスト 新津  きよみ∥著 角川春樹事

務所 2016.1
一般 あなたへ 森沢　明夫∥〔著〕 幻冬舎 2012.2
一般 手紙読本 江国  滋∥選 講談社 2014.9
一般 手書きの効用 島津 よしはる∥著 幻戯書房 2018.8
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