
資料番号 タイトル 人名 出版者 元保管場所

0116752288 余り布で作れるミニチュア小物とちいさなポーチ 東京：ブティック社 書庫

0117311522 エコクラフトで作るかわいいミニチュア雑貨 東京：ブティック社 芸術      

0117394320 オーブン樹脂粘土でつくるミニチュアお菓子とパン Petite Fleur／著 東京：日本ヴォーグ社 芸術      

0117722066 飾って愉しむミニチュアの和服 秋田　廣子／著 東京：ブティック社 生活科学  

0117166165 紙で作るミニチュアフード 内藤　貴子／著 東京：日貿出版社 芸術      

0117760991 紙バンドで楽しくミニチュアハウス 村田　美穂／[著] 東京：ブティック社 芸術      

0117205559 彼に作ってあげたい人気の料理レシピ♥ 京都：亥辰舎 芸術      

0117392431 カンタン!かぎ針編み刺しゅう糸で編むミニチュア水族館77 武蔵野：アップルミンツ 生活科学  

0117453092 かんたんドール・コーディネイト・レシピ 関口　妙子／著 東京：グラフィック社 生活科学  

0117707273 苔と木々とジオラマと WildRiver荒川直人／著 東京：大泉書店 工学      

0117889675 こびとの世界 Mozu／著 東京：玄光社 工学      

0116690686 小物のミニチュア・レシピ 関口　妙子／著 東京：グラフィック社 書庫

0117268664 ジオラマで作る懐かしい風景 さかつうギャラリー／監修 東京：スタジオタッククリエィティブ 工学      

0117322891 ジオラマワンランクアップテクニック さかつうギャラリー／監修 東京：スタジオタッククリエイティブ 工学      

0117668202 刺しゅう糸で編むミニチュアお弁当 武蔵野：アップルミンツ 生活科学  

0117430967 刺しゅう糸で作るミニチュアレストラン77 武蔵野：アップルミンツ 生活科学  

0117565457 自分で作れるミニチュア神社・仏閣の作り方 右衛門／著 東京：新紀元社 工学      

0116964248 樹脂粘土でつくるかわいいミニチュアサンドイッチ 関口　真優／著 東京：河出書房新社 書庫

0117678144 樹脂粘土でつくるかわいいミニチュアサンドイッチ 関口　真優／著 東京：河出書房新社 芸術      

0116838202 樹脂粘土でつくるかわいいミニチュアパン 関口　真優／著 東京：河出書房新社 芸術      

0117457424 樹脂粘土でつくるときめきミニチュアワンプレート 関口　真優／著 東京：河出書房新社 芸術      

0117246025 樹脂粘土でつくるミニチュアCaféごはん fraise／著 東京：日本ヴォーグ社 芸術      

0117647057 樹脂粘土で作るミニチュア多肉植物 きたのこ／著 東京：日本文芸社 芸術      

0117377101 樹脂粘土で作るミニチュアフードのアクセサリー すまいる*工房 ぴん／著 東京：河出書房新社 芸術      

0117317164 樹脂粘土でつくるレトロかわいいミニチュア洋食 関口　真優／著 東京：河出書房新社 芸術      

0117442228 樹脂粘土でつくるわくわくミニチュアお弁当 関口　真優／著 東京：河出書房新社 芸術      

0116926403 書斎で愉しむ鉄道模型ミニレイアウト 日本鉄道模型連合会／監修 東京：成美堂出版 工学      

特集名：長野4月一般テーマ「小さな世界」
特集期間：2022／4／1～2022／4／28



0117561639 シルバニアファミリーカズヨスタイル 工藤　和代／著 東京：エイアールディー 芸術      

0117612697 シルバニアファミリーの楽しいくらしと季節のごはん 東京：日本ヴォーグ社 芸術      

0116468208 スイーツデコ雑貨を作ろう! 関口　真優／著 [東京]：マーブルトロン 芸術      

0116938812 凄い!ジオラマ 情景師アラーキー／著 東京：アスペクト 工学      

0117448894 凄い!ジオラマ<改> 情景師アラーキー／著 東京：誠文堂新光社 工学      

0117614529 少しの布で作れるミニチュア小物とミニポーチ 秋田　廣子／[著] 東京：ブティック社 生活科学  

0117738393 関口真優のいちばん親切なミニチュアスイーツの教科書 関口　真優／著 東京：河出書房新社 芸術      

0117837575 関口真優のいちばん親切なミニチュアパンの教科書 関口　真優／著 東京：河出書房新社 芸術      

0117565465 駄菓子屋の<超リアル>ジオラマ 情景師アラーキー／著 東京：誠文堂新光社 工学      

0117063016 田中智のミニチュアコレクション 田中　智／著 東京：学研パブリッシング 芸術      

0117282574 田中智のミニチュアスタイル 田中　智／著 東京：学研プラス 芸術      

0117921007 田中智のミニチュアセレクション 田中　智／著 東京：学研プラス 芸術      

0117066936 田中智のミニチュアワーク 田中　智／著 東京：学研パブリッシング 芸術      

0117427435 DOUBLE TAKE ヨアキム・コーティス／著 [京都]：青幻舎インターナショナル 芸術      

0116998667 小さなお人形のためのドール・コーディネイト・レシピ 関口　妙子／著 東京：グラフィック社 書庫

0117120469 ちょび子のミニチュアフードBook ちょび子／著 東京：ブティック社 芸術      

0116823667 ちょび子のミニチュアフードレシピ ちょび子／著 東京：ブティック社 芸術      

0117214031 ちょび子のミニチュアフードレシピ ちょび子／著 東京：ブティック社 芸術      

0117115113 作る!超リアルなジオラマ 情景師アラーキー／著 東京：誠文堂新光社 工学      

0117446476 ディズニーミニチュアドレス 東京：ブティック社 生活科学  

0115993693 テーブルサイズのNゲージレイアウト 諸星　昭弘／著 東京：日本放送出版協会 工学      

0117385187 手のひらサイズで楽しむ1/64ミニカージオラマ 東京：スタジオタッククリエイティブ 工学      

0117322040 DOLL OUTFIT STYLE F4*gi／著 東京：日本文芸社 生活科学  

0117469460 ドール・コーディネイト・レシピ　12 東京：グラフィック社 生活科学  

0117624304 ドールサイズのミニチュアバッグ 東京：ブティック社 生活科学  

0117450783 ドールのための可愛い革小物 大河　なぎさ／著 東京：河出書房新社 芸術      

0117658526 ドールのための背景&小物のレシピ 深津　千恵子／著 東京：グラフィック社 芸術      

0117809814 ドールのためのミニチュア家具DIY キム　ギョンリョン／著 東京：グラフィック社 芸術      

0117249987 ドールハウス ハリーナ・パシエルプスカ／[編]著 東京：パイインターナショナル 芸術      

0117271684 ドールハウス 京都：亥辰舎 芸術      

0116675760 ドールハウス教本　vol.1 京都：亥辰舎 芸術      

0116829409 ドールハウス教本　vol.2 京都：亥辰舎 芸術      



0116959859 ドールハウス教本　vol.3 京都：亥辰舎 芸術      

0117290239 ドールハウス教本　vol.4 京都：亥辰舎 芸術      

0117425553 ドールハウス教本　vol.5 京都：亥辰舎 芸術      

0117617985 ドールハウス教本　vol.6 京都：亥辰舎 芸術      

0117792762 ドールハウス教本　vol.7 京都：亥辰舎 芸術      

0117943977 ドールハウス教本　vol.8 京都：亥辰舎 芸術      

0116841743 ドールハウス・コーディネイト・レシピ ロザリンペルレ／著 東京：グラフィック社 芸術      

0115260929 ドールハウスのミニチュア小物 大野　幸子／[著] 東京：日本ヴォーグ社 芸術      

0117283911 DOLL'S CLOSET〜SEASONS〜 salon de monbon／著 東京：ナツメ社 生活科学  

0117630541 DOLL'S CLOSET〜PAIR STYLE〜 air*skip／著 東京：ナツメ社 生活科学  

0117419895 DOLL'S CLOSET〜ROMANTIC〜 A‐F／著 東京：ナツメ社 生活科学  

0117577833 とっておきのドール・コーディネイト・レシピ 関口　妙子／著 東京：グラフィック社 生活科学  

0116832312 粘土で作るガーリースタイルのミニチュアスイーツ 深津　千恵子／著 東京：トランスワールドジャパン 芸術      

0116575507 ねんどでミニチュア コースターに飾る季節の小物 岡田　ひとみ／著 東京：主婦の友社 芸術      

0117587972 はじめての1/12スケールのお洋服づくり Affetto Amoroso／著 東京：グラフィック社 生活科学  

0115958720 はじめてのスイーツデコ雑貨 関口　真優／著 東京：マーブルトロン 書庫

0117761437 はじめてのどーる布服レシピ グッドスマイルカンパニー／監修 東京：誠文堂新光社 生活科学  

0117218479 ふっくらころころミニチュアこもの70 武蔵野：アップルミンツ 生活科学  

0117597120 本物そっくり!ミニチュアスイーツ&フード大全 きくち　けい／著 東京：成美堂出版 芸術      

0117397067 本物そっくり!ミニチュアフードの世界 東京：ブティック社 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      

0117913632 ミニチュアおりがみベーカリー 横田　洋子／著 東京：主婦の友社 芸術      

0116804501 ミニチュアサイズの手編みのかご nikomaki*／[著] 東京：ブティック社 書庫

0117414334 ミニチュア探偵物語 京都：亥辰舎 芸術      

0117662775 MINIATURE TRIP IN JAPAN 田中　達也／著 東京：小学館 芸術      

0117744086 ミニチュアのちょっと珍しい生き物 武蔵野：アップルミンツ 生活科学  

0117837609 ミニチュアひなまつり 大野　幸子／著 京都：亥辰舎 芸術      

0117615559 ミニチュアフラワーレッスン 宮崎　由香里／著 東京：主婦の友社 芸術      

0117891226 MINIATURE LIFE at HOME 田中　達也／写真・編集・デザイン 東京：水曜社 芸術      

0117144857 MINIATURE LIFE　[1] MINIATURE CALENDAR／写真・編集・デザイン [鹿児島]：MINIATURE CALENDAR 芸術      

0117140285 MINIATURE LIFE　2 MINIATURE CALENDAR／写真・編集・デザイン 東京：水曜社(発売) 芸術      

0117390237 みんなの建築ミニチュア 橋爪　紳也／編 東京：芸術新聞社 工学      



0117289660 MOZU超絶精密ジオラマワーク MOZU／著 東京：玄光社 工学      

0116721937 羊毛フェルトでつくる小さなどうぶつ ふじた　さとみ／著 東京：世界文化社 書庫

0117417741 羊毛フェルトでつくる動物と雑貨のある暮らし さくだ　ゆうこ／著 東京：日本ヴォーグ社 生活科学  

0117267641 羊毛フェルトでつくるほっこり動物とおうちカフェ さくだ　ゆうこ／著 東京：日本ヴォーグ社 生活科学  

0117212969 羊毛フェルトのスーパーリアルな猫と犬 きりの　みりい／著 東京：河出書房新社 生活科学  

0117453027 ランドスケープ・クリエイション　[1] 奥川　泰弘／著 東京：大日本絵画 工学      

0117453035 ランドスケープ・クリエイション　2 奥川　泰弘／著 東京：大日本絵画 工学      

0117453043 ランドスケープ・クリエイション　3 奥川　泰弘／著 東京：大日本絵画 工学      

0117662486 リアルすぎる羊毛フェルトの猫&犬のつくりかた Miru.／著 東京：洋泉社 生活科学  

0117719807 りっこのおいしいミニチュア りっこ／著 東京：KADOKAWA 芸術      

0117471771 レトロですてきなおんなのこ あけつん!／著 東京：文化学園文化出版局 生活科学  

0117417758 和布でちくちくミニチュアのお着物 秋田　廣子／著 東京：ブティック社 生活科学  

0117248393 和布で作るミニチュアの飾りもの 秋田　廣子／著 東京：ブティック社 生活科学  


