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資料区分 書名 巻次 著者名 出版者
　一般 鋏読本 　 　佐野 裕二∥著 　新門出版社
　一般 和式ナイフの世界 　 　織本　篤資∥著 　並木書房
　一般 包丁と砥石 　 　柴田書店∥編 　柴田書店
　一般 トコトンやさしい紙の本 　 　小宮／英俊∥著 　日刊工業新

聞社
　一般 ものづくりの時代 　 　小関  智弘／著 　日本放送出

版協
　一般 強い工場 　 　後藤  康浩／著 　日本経済新

聞社
　一般 ものづくりのためのＴＰＭ実践塾 　 　天川　一彦∥著 　日刊工業新

聞社
　一般 ものづくり生活 　ＶＯ

Ｌ．１ 　 　地球丸

　一般 ものづくり生活 　ＶＯ
Ｌ．２ 　 　地球丸

　一般 現代日本のものづくり戦略 　 　土屋　勉男∥著 　白桃書房
　一般 和紙 　 　大滝ひろし／著 　文芸社
　一般 紙の科学 　 　半田　伸一∥監修 　日刊工業新

聞社
　一般 ものづくりからの復活 　 　藤本　隆宏∥著 　日本経済新

聞出版社
　一般 和紙の里探訪記 　 　菊地　正浩∥著 　草思社
　一般 紙の歴史 　 　ピエール＝マルク

ドゥ　ビアシ∥著 　創元社
　一般 和紙の歴史 　 　宍倉　佐敏∥著 　印刷朝陽会
　一般 花火ハンドブック 　 　冴木  一馬∥著 　文一総合出

版
　一般 自然に学ぶものづくり 　 　赤池／学∥著 　東洋経済新

報社
　一般 ものづくり経営学 　 　藤本　隆宏∥著 　光文社
　一般 ものづくりの英語表現 　 　松崎　久純∥著 　三修社
　一般 実践トヨタ流モノづくり 　 　竹内　俊夫∥著 　日刊工業新

聞社
　一般 機械系技術者のためのものづくりべから

ず集１０５ 　 　上原　邦雄∥監修 　工業調査会
　一般 ものづくり大論 　 　福田　収一∥著 　丸善
　一般 おもしろ実験・ものづくり事典 　 　左巻  健男／編著 　東京書籍
　一般 儲けるものづくり 　 　平山　賢二∥著 　工業調査会
　一般 発見！！ものづくり魂（スピリッツ） 　 　ｉｓＭ書籍化プロジェ

クト∥編著 　翔泳社

　一般 越前和紙製作技術 　 　ふくい伝統文化活性化
事業実行委員会／編

　ふくい伝統
文化活性化事
業実行委員会

　一般 砥石と包丁の技法 　 　築地正本∥監修 　誠文堂新光
社

　一般 儲かる会社のモノづくりマーケティング
売るしくみ 　 　村上　悟∥著 　中経出版

　一般 完璧品質をつくり続けるものづくり組織
能力 　 　佐々木　久臣∥著 　日刊工業新

聞社
　一般 日本のものづくり２．０ 　 　飯塚　悦功∥編 　日本経済新

聞出版社
　一般 百練鉄刀とものづくり 　 　鈴木　勉∥編著 　雄山閣
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資料区分 書名 巻次 著者名 出版者
　一般 図解ニッポンのものづくり 　 　経済産業省∥監修 　日刊工業新

聞社

　一般 印刷発注のための紙の資料 　東京洋紙店∥編集
　日本エディ
タースクール

出版部
　一般 回想の和紙 　 　町田　誠之∥著 　東京書籍
　一般 古代製紙の歴史と技術 　 　ダード　ハンター∥著 　勉誠出版
　一般 和紙のすばらしさ 　 　ダード　ハンター∥著 　勉誠出版
　一般 「価格半減」のモノづくり術 　 　若松　義人∥著 　ＰＨＰ研究

所
　一般 モノづくり企業の技術経営 　 　山田　基成∥著 　中央経済社
　一般 ものづくり日本の海外戦略 　 　村田　守弘∥著 　千倉書房
　一般 ものづくりとくらしの日本史 　 　石井　進∥編 　新人物往来

社
　一般 「農」と「モノづくり」の中山間地域 　 　関　満博∥編 　新評論
　一般 本物を作るためのものづくり力 　 　広瀬　貞樹∥編著 　富山大学出

版会
　一般 ものづくりを変えるデザイン力 　 　東北活性化研究セン

ター∥編 　ぎょうせい

　一般 安全は競争力 　 　栗原　史郎∥監修 　日刊工業新
聞社

　一般 ものづくり日本の品質力 　 　長田　洋∥編著 　日科技連出
版社

　一般 ワッとわく理科おもしろ実験＋ものづく
り 　 　谷　賢一∥著 　フォーラ

ム・Ａ
　一般 ものづくり中小企業の戦略デザイン 　 　西岡　正∥著 　
　一般 ものづくりは、演歌だ。 　 　包行　均∥著 　ダイヤモン

ド社
　一般 紙－昨日・今日・明日 　 　日本　紙アカデミー∥ 　思文閣出版
　一般 日本のものづくりの底力 　 　藤本  隆宏∥編著 　東洋経済新

報社
　一般 四国は紙国 　 　小林  良生∥著 　美巧社
　一般 紙二千年の歴史 　 　ニコラス  Ａ．バスベ

インズ∥著 　原書房

　一般 つなぐ日本のモノづくり 　 　LEXUS NEW
TAKUMI PROJECT∥著 　美術出版社

　一般 紙つなげ！彼らが本の紙を造っている 　 　佐々  涼子∥著 　早川書房
　一般 ＷＡＳＨＩ 　 　 　ＬＩＸＩＬ

出版
　一般 紙の世界史 　 　マーク  カーランス

キー∥著 　徳間書店

　一般 デザインのひきだし 　２９ 　グラフィック社編集部
∥編

　グラフィッ
ク社

　一般 紙の日本史 　 　池田 寿∥著 　勉誠出版

　郷土 槌の響 　 　斎藤  嘉造∥編著
　槌の響越前
武生の打刃物

刊行会
　郷土 鬼瓦 　 　山口  信嗣／編著 　苗田由松翁

後援会
　郷土 菜切包丁（ながたん）の音、おかあさん 　 　「越前ながたん物語」

実行委員会∥編
　河出書房新

社
　郷土 槌の響 越前打刃物展 　 　越前市武生公会堂記念

館／編
　越前市武生
公会堂記念館
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資料区分 書名 巻次 著者名 出版者
　郷土 日本の手わざ 第１巻 　 　源流社
　郷土 越前市－ニッポンの仕事場を巡る旅－ 　 　越前市観光協会／

〔編〕
　越前市観光

協会
　郷土 モノづくりの伝統を未来へつなぐ越前市 　 　 　エクシート
　郷土 船箪笥 　 　小泉  和子／編・著 　平凡社
　郷土 福井の手仕事  越前打刃物 　 　礒部  道生／著 　アートディ

レクション
　児童 シリーズ日本の伝統工芸 　１ 　 　リブリオ出

版
　児童 和紙を漉こう 　 　宮内／正勝∥監修 　リブリオ出

版
　児童 探検！ものづくりと仕事人　マヨネー

ズ・ケチャップ・しょうゆ 　 　山中　伊知郎∥著 　ぺりかん社

　児童 探検！ものづくりと仕事人　ジーンズ・
スニーカー 　 　山下　久猛∥著 　ぺりかん社

　児童 和紙の絵本 　 　とがし　ろう∥へん 　農山漁村文
化協会

　児童 「紙」の大研究 　１ 　 　岩崎書店
　児童 「紙」の大研究 　２ 　 　岩崎書店
　児童 「紙」の大研究 　３ 　 　岩崎書店
　児童 「紙」の大研究 　４ 　 　岩崎書店
　児童 探検！ものづくりと仕事人　シャン

プー・洗顔フォーム・衣料用液体洗剤 　 　浅野　恵子∥著 　ぺりかん社

　児童 探検！ものづくりと仕事人　リップク
リーム・デオドラントスプレー・化粧水 　 　津留　有希∥著 　ぺりかん社

　児童 子どもに伝えたい和の技術 　２ 　和の技術を知る会∥ 　文渓堂
　児童 世界遺産になった和紙 　１ 　紙の博物館∥監修 　新日本出版

社
　児童 世界遺産になった和紙 　２ 　紙の博物館∥監修 　新日本出版

社
　児童 世界遺産になった和紙 　３ 　 　新日本出版

社
　児童 世界遺産になった和紙 　４ 　 　新日本出版

社
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