
 ３月展示(一般)

３月展示リスト(一般)　: 大人の工作

タイトル 著者 出版者 出版年 分類

DIY素材&道具百科 ホームセンターにある素材と道具がすべてわかる 学研パブリッシング 2009.10 592.7

1枚の板から作る楽しい!合板木工 週末1日で作る簡単木工作例マニュアル 学研 2008.7 592.7

椅子&テーブルの作り方 木工の技&シンプルな作例がいっぱい! 学研パブリッシング 2013.11 592.7

ナチュラルメイドのインテリア木工 今日からはじめるかんたんDIY 日本ヴォーグ社 2012.7 592.7

はじめての木工 新版 誰でも作れる!簡単木工入門 学研パブリッシング 2011.7 592.7

かわいいフェルトの小物たち タバサナオミ手芸店 タバサナオミ/著 世界文化社 2009.6 594

くらしのリメイク小物 ちょこっと手間でかわいいおウチ雑貨ができる! 寺西/恵里子‖著 主婦の友社 2014.1 594

大人のミサンガ いろいろなコードで遊ぶ 知光/薫‖著 主婦の友社 2013.7 594.4

自分で作れる人気のブレスレット はじめてでも大丈夫! 主婦と生活社 2014.8 594.4

どうぶつぬいぐるみ ちょっと不思議なかわいい世界 おおくぼ/ひでたか‖著 文化学園文化出版局 2014.6 594.9

羊毛フェルトで作るねこのいる部屋 須佐 沙知子/著 主婦の友社 2010.9 594.9

とみこのはんこ 手軽に彫っていろいろぺたぺた。消しゴムはんこで作る自分だ
けの雑貨たち

とみこはん/著 河出書房新社 2012.12 736

消しゴムはんこのちょこっとアイデア メモや手紙にいろいろ使える! mizutama/著 PHP研究所 2011.6 736

はじめてつくる消しゴムすたんぷ 猫野 ぺすか/作・監修 ナツメ社 2007.6 736

造形工作アイデアノート パンタグラフ/著 グラフィック社 2010.10 750

大人の工作教室 休日が待ち遠しい! 月野 俊介/著 ラトルズ 2008.9 750

親子でたのしむ手づくりおもちゃあそび 作って遊んで“集中力や創造力”を育
む手づくりおもちゃの超アイデアBOOK

いまい みさ/著 ハローケイエンター
テインメント

2012.2 750
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タイトル 著者 出版者 出版年 分類

楽しいストロー工作 素材別キッズハンドクラフト 立花 愛子/著 佐々木 伸/著 いかだ社 2010.12 750

てづくり雑貨とたのしい工作 TUESDAY/著 ビー・エヌ・エヌ新
社

2011.9 750

手づくり文房具 自分スタイルにあわせるオリジナル・ステーショナリー 宇田川 一美/著 池田書店 2008.3 750

基礎からわかるはじめての陶芸 自分だけのやきものを作ろう! 学研パブリッシング 2009.10 751

はじめてのオーブン陶芸 キッチンでつくるかわいい器 伊藤 珠子/著 酒井 智子/著 関田
寿子/著

誠文堂新光社 2012.12 751

らくらくオーブン陶芸 クッキー感覚で手軽に焼ける 両角 香/著 日貿出版社 2011.12 751

とってもかんたん!和の粘土細工 +作り方 香山 桂子/著 講談社 2008.5 751.4

粘土でつくる里山の小さな花と生きもの 川口 紀子/著 NHK出版 2011.5 751.4

ねんドル岡田ひとみのねんどでミニチュアパリスイーツ マカロン、エクレア、
ミルフィーユ…キッズも上級者も夢中

岡田 ひとみ/著 主婦の友社 2010.8 751.4

乙女かわいいせっけんスイーツ 贈ってすてき、使ってしあわせ 山田 けい/[著] 辰巳出版 2010.7 751.4

カワイイ小物に囲まれるフェイクスイーツ&デコライフ 高沢 あんず/著 誠文堂新光社 2010.5 751.4

ディズニーミニチュアマスコット 粘土で作る小さな世界 tococoro‖著 ブティック社 2014.3 751.4

粘土でつくるスイーツ&サンリオキャラクター 寺西 恵里子/手芸デザイン サンリオ 2009.1 751.4

アクセサリー作りのためのレジンの教科書 いちばんわかりやすいテクニック・
レッスン

熊崎/堅一‖監修 河出書房新社 2013.7 751.9

あんでるせん手芸のミニバスケット&生活こもの ブティック社 2014.6 754.9

エコクラフトcollection vol.4 河出書房新社 2008.2 754.9

エコクラフトで作る石畳編みのかごとバッグ 木原 基子/著 リトルバード/編 成美堂出版 2011.3 754.9

雑貨カードのつくり方 ものづくり手帖 松尾 ミユキ/著 ピエ・ブックス 2008.10 754.9
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タイトル 著者 出版者 出版年 分類

自分でできるダンボールインテリア ナチュラルテイストできれいに飾れる マゴクラフト/監修 主婦の友社 2006.10 754.9

どうぶつカードを贈ろう 切り紙、ポップアップ、仕掛けカードのアイデアが
いっぱい!

くまだ/まり‖[著] グラフィック
社‖編

グラフィック社 2014.8 754.9

動物モビールのつくり方 ゆらゆら動き出す、かわいいカタチ イワミ カイ/著 誠文堂新光社 2011.6 754.9

はじめての切り紙レッスン 折って切って、いかして楽しむ くまだ まり/著 主婦の友社 2008.6 754.9

Happy手づくりポップアップカードBook 杉崎 めぐみ/著 講談社 2009.10 754.9

マスキングテープ活用帖 card wrapping stationery 学研パブリッシング 2009.12 754.9

モビール作家いろけんのモビールづくりの本 切って、つなげてすぐに飾れる!か
んたん切り紙モビールBOOK

いろけん/著 日東書院本社 2010.12 754.9

和紙で作るカルトナージュ小物 スタジオタッククリ
エイティブ

2011.5 754.9

まさこおばちゃんの新聞エコバッグの作り方 新聞紙がおしゃれなエコバッグに! 坂上 政子/著 小学館 2010.4 754.9

季節と暮らしを彩る実用おりがみ 全85作品紹介 小林/一夫‖監修 成美堂出版 2013.7 754.9

きれい、すてき。四季の折り紙 飾って楽しむ年中行事の折り紙 小林 一夫/監修 広済堂あかつき 2010.4 754.9

楽しいダンボール工作 立花 愛子/著 佐々木 伸/著 いかだ社 2011.2 754.9

旅するペーパークラフト 切って折って、紙でめぐる世界の名建築 高橋 孝一/著 ビー・エヌ・エヌ新
社

2010.6 754.9

つつむくらし おり紙と布でつくる雑貨と小物 小林 一夫/監修 ソフトバンククリエ
イティブ

2007.10 754.9

ドキドキ!!妖怪きりがみ 切って起こして組み立てる 黒須 和清/著 東京書店 2008.8 754.9

マスキングテープでコラージュ かわいい紙雑貨のつくり方 永岡 綾/著 エディシォン・
ドゥ・パリ

2010.9 754.9
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