
資料番号 タイトル 人名 出版者 保管場所

0116055740 あの人に贈りたい、京都おもてなしの逸品 京都：青幻舎 書庫

0115585945 「ありがとう」の届け方 堤　信子／著 東京：主婦と生活社 民俗習慣

0113933378 生きるお中元お歳暮 山田　節子／著 京都：淡交社 書庫

0115733131 イトウミワコ見せる!ラッピング・レッスン イトウ　ミワコ／著 東京：角川マガジンズ 民俗習慣

0116878117 うれしいおくりもの 杉浦　さやか／著 東京：池田書店 民俗習慣

0116126996 エコ・ラッピング 正林　恵理子／著 東京：大和書房 民俗習慣

0116862269 江戸時代から続く老舗の和菓子屋 山本　博文／監修 東京：双葉社 生活科学  

0116286535 mtラッピング・ブック カモ井加工紙株式会社／監修 東京：ビー・エヌ・エヌ新社 民俗習慣

0117243022 お菓子の包み紙 甲斐　みのり／著 東京：グラフィック社 産業      

0117481200 お気に入りの花で作る小さなフラワーアレンジBOOK マミ山本／監修 東京：成美堂出版 ｽﾎﾟｰﾂ娯楽

0117048207 贈って喜ばれる季節の花と小物の折り紙 鈴木　恵美子／著 京都：PHP研究所 芸術      

0115260069 贈り方のマナーとコツ 岩下　宣子／監修 東京：学研 民俗習慣

0114360720 贈りもの上手の100のアイデア フェリシモ贈りもの文化研究所／編集神戸：フェリシモ 書庫

0115753881 「贈り物美人」になるマナー術 近藤　珠實／監修 東京：オレンジページ 民俗習慣

0116765595 おくりものがたり 伊藤　まさこ／著 東京：集英社 民俗習慣

0116945569 「贈る」と「お返し」のマナー 松本　繁美／監修 東京：主婦の友社 民俗習慣

0116276395 おしゃれなラッピングレッスン 宮岡　宏会／監修・制作 東京：学研パブリッシング 民俗習慣

0117216622 大人かわいいラッピング 宮岡　宏会／著 東京：主婦と生活社 民俗習慣

0117802819 お取り寄せのたしなみ手みやげの作法 主婦の友社／編 東京：主婦の友社 生活科学  

0113556401 おみやげ 神崎　宣武／著 東京：青弓社 書庫

0115601346 おもたせ暦 平松　洋子／著 東京：文化出版局 書庫

0117068205 親子で楽しむ手形アート やまざき　さちえ／著 東京：日本文芸社 芸術      

0116958455 おゆまるでスイーツデコ 関口　真優／著 東京：大和書房 芸術      

0117190454 折形 内野　敏子／著 東京：文化学園文化出版局 民俗習慣

0117498766 折り紙でつくる箱と袋もの 金杉　登喜子／著 東京：日本文芸社 芸術      

0117431775 折り紙で作る花のコサージュ 大野　純子／[著] 武蔵野：アップルミンツ 芸術      

特集名：長野１２月一般テーマ「贈り物」
特集期間：2021/11/25～2021/12/25



0116968959 懐紙で包む、まごころを贈る 長田　なお／著 京都：淡交社 民俗習慣

0116098161 かわいいありがとうの伝えかた YUZUKO／著 東京：メディアファクトリー 言語      

0115968901 かわいく結んで、包むラッピングBOOK 成美堂出版編集部／編 東京：成美堂出版 民俗習慣

0116583535 かんたん、かわいい、たのしいラッピングレッスンBOOK 包むファクトリー／著 東京：日本文芸社 民俗習慣

0116006966 かんたんギフト 千金　美穂／著 東京：フレーベル館 教育      

0116588179 季節を楽しむ和菓子12か月 おもたせ菓子研究室／著 東京：家の光協会 書庫

0116231242 ギフトコンシェルジュ真野知子の大切な日のためのギフト・マニュアル 真野　知子／著 東京：マーブルトロン 産業      

0114406259 ギフト用小物に描く マリアンヌ・デ・レミー／著 東京：美術出版社 芸術      

0116870783 きほんのラッピング便利帳 包むファクトリー／監修 東京：学研パブリッシング 民俗習慣

0115738122 気持ちが伝わる贈り方のマナー 前島　大介／文 東京：枻出版社 民俗習慣

0115683492 気持ちが伝わるプチプレ 樺澤　貴子／著 東京：リヨン社 民俗習慣

0116428871 京都おみやげ大全 佐藤　紅／編 京都：光村推古書院 地誌紀行 

0115814535 くらしを楽しむ結びのいろは 結びのいろは研究会／編 東京：誠文堂新光社 民俗習慣

0115784290 暮らしに使える「折形」の本 山根　一城／著 東京：PHP研究所 民俗習慣

0116145285 暮らしの折り方、包み方 山根　一城／著 東京：主婦と生活社 民俗習慣

0117339846 クレイで作る花と多肉のグリーンガーデン 宮井　友紀子／著 東京：主婦と生活社 芸術      

0117802827 皇室大名家ゆかりの手土産50選 東京：八重洲出版 生活科学  

0116674425 皇室ゆかりの逸品《厳選47》 鮫島　敦／監修 東京：辰巳出版 産業      

0115629966 心を伝える「贈り物語」 箱田　秀夫／編 東京：かんき出版 民俗習慣

0117158873 心から喜んでもらえる贈りもののマナー 冨田　いずみ／著 東京：高橋書店 民俗習慣

0117695528 ご当地お土産品コレクション 東京：アルファブックス　アルファ企画 産業      

0114711930 子どもが作る手づくりプレゼント 平井　洋子／著 大阪：ひかりのくに 教育      

0115285389 500円からつくるらくちんフラワーギフト 佐々木　潤子／執筆・イラスト・アレンジ撮影東京：新紀元社 ｽﾎﾟｰﾂ娯楽

0116724717 最強「ご当地定番」のつくり方 勝山　良美／著 東京：日本実業出版社 産業      

0117198457 最上級のプチプラギフト100 裏地　桂子／著 東京：光文社 産業      

0117308023 雑貨&フードラッピングブック オギハラ　ナミ／著 東京：誠文堂新光社 民俗習慣

0116874819 シーリングワックスの本 平田　美咲／著 東京：誠文堂新光社 芸術      

0115944308 シーリングワックスの本 平田　美咲／著 東京：誠文堂新光社 芸術      

0116871781 実践フラワーアレンジメントラッピング 林　芳久／著 東京：誠文堂新光社 民俗習慣

0116493057 実践フラワーラッピング 林　芳久／著 東京：誠文堂新光社 民俗習慣

0117319228 写真解説でよくわかる!ハンドメイドのポップアップカード 鈴木　孝美／[著] 東京：ブティック社 芸術      

0116296229 スイーツ&フードラッピング 森下　久子／著 東京：誠文堂新光社 民俗習慣



0115797524 すてきなラッピング 長谷　恵／著 東京：ブティック社 民俗習慣

0116572355 すてきなラッピングアイデア 日高　麻由美／著 東京：大泉書店 民俗習慣

0116804576 全国五つ星の手みやげ 岸　朝子／選 東京：東京書籍 生活科学  

0118365196 センスがいいと思われる贈りもの美人の作法 菜々子／著 東京：KADOKAWA 民俗習慣

0115929358 贈答のしきたりと茶の湯の手紙 淡交社編集局／編 京都：淡交社 ｽﾎﾟｰﾂ娯楽

0116413287 ソフト粘土でつくる花のギフト 宮井　友紀子／著 東京：NHK出版 芸術      

0116931734 高島屋のしきたり事典 高島屋／著 東京：小学館 民俗習慣

0116201278 楽しいちいさな贈りもの YUZUKO／著 東京：メディアファクトリー 民俗習慣

0116777103 地域発ヒット商品のデザイン 東京：パイインターナショナル 産業      

0117370601 小さな暮らしのおすそわけ ミスミ　ノリコ／著 東京：主婦と生活社 民俗習慣

0117242990 小さな花束の本 小野木　彩香／著 東京：誠文堂新光社 農業園芸 

0116803792 小さなラッピング 宇田川　一美／著 東京：自由国民社 民俗習慣

0116459884 知識ゼロからの喜ばれる贈り物のマナー 岩下　宣子／著 東京：幻冬舎 書庫

0116314410 「伝える」をつくるコラージュブック MdN編集部／編 東京：エムディエヌコーポレーション 芸術      

0117099671 「翼の王国」のおみやげ 長友　啓典／文・絵 東京：木楽舎 生活科学  

0117069591 ディズニーツムツムグリーティングカード 鈴木　孝美／[著] 東京：ブティック社 芸術      

0115961286 手みやげをひとつ　和の巻 東京：マガジンハウス 書庫

0115961278 手みやげをひとつ　洋の巻 東京：マガジンハウス 書庫

0116224395 東京手みやげ美人 肱岡　香子／著 東京：講談社 書庫

0117747857 とことんラッピングあそび 武田　真理恵／著 東京：チャイルド社 教育      

0114927130 とっておきのFlower Style 佐々木　潤子／文・写真・イラスト 東京：新紀元社 ｽﾎﾟｰﾂ娯楽

0116068255 1960's可愛いギフト包装紙 ケヴィン・エイカーズ／著 東京：グラフィック社 産業      

0114780349 長野のおいしい手みやげ 東京：プレミア・ワーズ 郷土資料  

0117295139 ニッポン全国和菓子の食べある記 畑　主税／著 東京：誠文堂新光社 生活科学  

0117761411 NIPPON DESIGN 東京：アルファブックス　アルファ企画 産業      

0114361140 日本の御土産 渡辺　広行／著 東京：トランスワールドジャパン 芸術      

0117389692 ハーバリウムとボタニカルクラフト 東京：主婦と生活社 生活科学  

0117160887 箱詰めおやつの贈りもの いづい　さちこ／著 東京：誠文堂新光社 生活科学  

0117869859 はじめてのかぎ針編み刺しゅう糸で編む色とりどりの花のコサージュ100+20 武蔵野：アップルミンツ 生活科学  

0117209775 はじめての手作りアロマストーン 平山　りえ／著 東京：世界文化社 芸術      

0116696477 はじめてのふろしき 久保村　正高／監修 東京：主婦の友社 民俗習慣

0116666496 パッケージ&ショッピングバッグのデザイン 東京：ビー・エヌ・エヌ新社 産業      



0116710633 花のポップアップ・クラフト 高橋　洋一／著 東京：誠文堂新光社 芸術      

0117046516 花束の作り方テクニック フローリスト編集部／編 東京：誠文堂新光社 農業園芸 

0115694655 美人が選ぶおとりよせ・おつかいもの 東京：扶桑社 書庫

0116748088 フードを包む 福田　里香／著 東京：柴田書店 民俗習慣

0116178781 フラワーギフト・ラッピング 長谷　恵／著 東京：誠文堂新光社 民俗習慣

0115943078 フラワー・ラッピング・アイデア 長谷　恵／著 東京：誠文堂新光社 民俗習慣

0117617811 フラワーラッピング・マニュアル 出崎　徹／著 東京：誠文堂新光社 農業園芸 

0115672040 フラワー・ラッピング・レッスン 長谷　恵／著 東京：誠文堂新光社 民俗習慣

0116978529 プレゼントしたくなるパッケージデザイン リンクアップ／編 東京：グラフィック社 産業      

0111877957 プレゼントのフラワー 中瀬　いくよ／著 東京：学研 ｽﾎﾟｰﾂ娯楽

0113632111 プレゼントのラッピングとアイデアの本 伊藤　まさこ／[著] 東京：雄鶏社 書庫

0112589437 プレゼント・ブーケ 真子　やすこ／著 東京：主婦と生活社 ｽﾎﾟｰﾂ娯楽

0116006057 ふろしきの包みかた 森田　知都子／著 京都：淡交社 民俗習慣

0117124107 ペパナプフラワーBOOK 東京：河出書房新社 芸術      

0116996422 PON!PON!スタンプアイデアBook マール社編集部／編 東京：マール社 芸術      

0117667030 みすみともこの手土産ミニチュアコレクション みすみ　ともこ／著 東京：KADOKAWA 芸術      

0116726274 結ぶ。包む。おくる。 日高　麻由美／著 東京：講談社 民俗習慣

0116868894 もっとエコ・ラッピング 正林　恵理子／著 東京：大和書房 民俗習慣

0115181075 やさしいラッピング 長谷　良子／[著] 東京：ブティック社 民俗習慣

0116034083 山手線ぐるりおみやげ散歩 伊藤　美樹／著 東京：ポプラ社 地誌紀行 

0117246033 喜ばれる季節の折り紙 宮本　眞理子／著 東京：池田書店 芸術      

0117451880 ラッピングアイデアブック オギハラ　ナミ／[著] 東京：朝日新聞出版 民俗習慣

0116113937 ラッピングのきほん事典 宮田　真由美／監修 東京：西東社 民俗習慣

0115936445 ラッピング・バイブル ラッピング協会／編 東京：ナツメ社 民俗習慣

0115865545 ラッピング・レシピ 包むファクトリー／編 東京：日本文芸社 民俗習慣

0115178139 ラッピング・レッスン 長谷　良子／著 東京：雄鶏社 民俗習慣

0116700956 リボン&ペーパーギフトのためのラッピング 長谷　良子／著 東京：ブティック社 民俗習慣

0116228255 和のこころを伝える贈りものの包み方 折形デザイン研究所／著 東京：誠文堂新光社 民俗習慣

0115946519 和風ラッピング・レッスン 長谷　恵／著 東京：誠文堂新光社 民俗習慣


