
おすすめ資料リスト 出力日：2022/04/21

表示期間　：2021/12/01～2021/12/26
表示対象館：全   館
タイトル名：[常呂図書館]年末年始にこの一冊

表示順 書誌ID タイトル 著者名 出版者
1 1001986051 あけましてのごあいさつ 青山/友美‖え ほるぷ出版
2 1001889084 お雑煮マニアックス 粕谷/浩子‖[著] プレジデント社
3 1001262177 子どもが喜ぶ!ハッピー・イベントクッキング 葛　恵子‖著 講談社
4 1000069194 もののはじまりシリーズ 6 クリスマスのはじまり 左方　郁子‖文 ポプラ社

5 1002148813 おせちと一緒に作りたいお正月のもてなし料理 上島/亜紀‖著 成美堂出版
6 1001594689 なんてだじゃれなお正月 石崎　洋司‖作 講談社
7 1001967237 飛田和緒のおうち鍋 飛田/和緒‖著 世界文化社
8 1001723199 日本のふくもの図鑑 上大岡/トメ‖著 朝日新聞出版
9 1001276540 具だくさんのあったかスープ 井上　由香理‖料理 成美堂出版
10 1001879983 手あみの冬こもの 小林/ゆか‖著 日本ヴォーグ社
11 1001083045 今夜はだんらん鍋にしましょ! 泉書房編集部‖編 泉書房
12 1001487986 今だから読んでほしい物語に出てくる楽しいお菓子

の作り方
吉田　菊次郎‖編・著 朝文社

13 1001318470 きせつの手づくり図鑑 冬 峯村　良子‖作・絵 偕成社
14 1001357540 手作りキャンドルの本 横島　憲夫‖監修 河出書房新社
15 1000537516 めがねうさぎのクリスマスったらクリスマス せな　けいこ‖作・絵 ポプラ社
16 1000869489 手話とハンドベルでクリスマスソング 音楽教材研究会 民衆社
17 3000009624 ディズニー・ファミリー・クリスマス  (クリスマ

ス)
18 1001482765 冬の日の編みもの 三國　万里子‖著 文化学園文化出版局
19 1002052691 ピアノでわくわくクリスマス 轟/千尋‖編曲 全音楽譜出版社
20 1000117803 ぼくはあったよサンタクロース おおとも　やすお‖作 ベネッセコーポレーション
21 1002134729 サン・サン・サンタひみつきち かこ/さとし‖著 白泉社
22 1002152092 みならいサンタ そのだ/えり‖作 文溪堂
23 1002149007 クリスマスのハンドメイドBOOK ブティック社
24 1000357816 クリスマス クラウス・クラハト‖著 角川書店
25 1000474167 サンタクロースの謎 賀来　周一‖著] 講談社
26 1000099121 サンタの友だちバージニア 村上　ゆみ子‖著 偕成社
27 1000325198 キリスト 谷 真介‖文 ポプラ社
28 1000093833 みなみのしまのサンタクロース 高畠　純‖絵 佼成出版社
29 1001002612 絵本SONG☆BOOK クリスマス・クリスマス クニ河内‖監修 クレヨンハウス
30 1000093995 クリスマスはスゴイ!! クレヨンハウス‖編 クレヨンハウス
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31 1000353126 クリスマスソングブック 2 児島　なおみ‖作 偕成社
32 1001002614 クリスマスソングブック 1 児島　なおみ‖作 偕成社
33 1001288709 まるごとクリスマススペシャル コダシマ　アコ‖著 かもがわ出版
34 1000124147 クリスマス・クリスマス 角野　栄子‖作 福音館書店
35 3000006094 メリー・クリスマス  (クリスマス) クリスマスシ

リーズ2
Mahalia Jackson‖唄

36 3000008907 ケルト音楽 クリスマスの夜  (クリスマス) 3
37 3000009623 ジャズ・クリスマス  (クリスマス)
38 3000005636 聖夜のコーラス〜フロム アフリカ〜  (クリスマス)

クリスマスシリーズ9
39 1002042271 矢上教授の「十二支考」 森谷/明子‖著 祥伝社
40 1000407043 七ふくじんとおしょうがつ 伊東　美貴‖絵 教育画劇
41 1001292202 お正月さんありがとう 山本　孝‖絵 岩崎書店
42 1001287324 しめかざり 森　須磨子‖文・絵 福音館書店
43 1000069195 もののはじまりシリーズ 7 お年玉のはじまり 高野　澄‖文 ポプラ社
44 1002154946 おしょうがつのかみさま おくはら/ゆめ‖[作] 大日本図書
45 1000737941 ふくもの 上大岡　トメ‖著 小学館
46 1001682158 大人気の悉皆屋さんが教える!着物まわりのお手入れ 高橋/和江‖著 河出書房新社

47 1000848010 「和風」がやっぱり心地いい 和の手作り小物 NHK出版‖編 日本放送出版協会
48 1002276000 知床・阿寒 '22 昭文社
49 1001868007 簡単コスプレ&イベント服 みる‖著 主婦の友社
50 1000983781 人気の鍋もの102 世界文化社
51 1000466906 干支を飾るグリーティングカード 菊地　清美‖著 大日本絵画
52 1001282281 ちょこっとイラストで消しゴムはんこ年賀状 立澤　あさみ‖著 小学館
53 1002198462 ズボラさんでもOK!オハラ式・着物の片付け収納&お

手入れお直し
オハラ/リエコ‖監修 世界文化社

54 1000866875 定本着つけと帯結び百科 講談社
55 1001376789 着物まわりの小物レシピ 誠文堂新光社‖編 誠文堂新光社
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