Ｈ２９年１月２月

ＹＡ展示 【バレンタイン贈るお菓子】
展示期間：１月１９日（木）～２月１４日（火）

No

請求記
号

タイトル

1 141.62 ﾍ ＬＯＶＥってこんな感じ

著者表示

出版者

資料ＩＤ

デビッド・ヘラー編
鈴木朔美訳

アリアドネ企画

1500099104

2 152.1 ｱ

恋に効く魔法の言葉－恋愛体質になる 心
がくじけそうになったときに読む本－

安藤房子著

九天社

1500571623

3 152.1 ｱ

恋に効く魔法の言葉－悲しみをのりこえる
心がくじけそうになったときに読む本－

安藤房子著

九天社

1500571649

4 159 ｺ

愛のシッタカブッタ－あけると気持ちがラクに
小泉吉宏著
なる本－

メディアファクト
リー

1500817596

5 385.9 ﾌ

フードラッピング－＋５０のおいしいレシピ－

福田里香ラッピング
柴田書店
と料理

1500004187

6 385.97 ﾊ

ラッピング・レッスン－いろんな形の箱＆花
がきれいに包める！－

長谷良子著 長谷
雄鶏社
惠著

1500580103

7 385.97 ﾊ

和風ラッピング・レッスン－花の包み方から
ポチ袋の作り方までのテクニック－

長谷恵著

誠文堂新光社

1500634355

8 385.97 ﾌ

フードを包む－基本からわかる１５０のラッピ
福田里香著
ングアイディア＋４０のおいしいレシピ－

柴田書店

1500702236

9 596 ｵ 1

かわいくておいしい！スイーツレシピ－クッ
大森いく子著
キングタイムつき－１ チョコレートのお菓子

ポプラ社

2500296971

かわいくておいしい！手づくりレシピ－クッキ
10 596 ｵ 4 ングタイムのめやすがわかるよ－４ 誕生
大森いく子著
会・クリスマス・バレンタインデーのイベン

ポプラ社

2500259169

主婦と生活社

1500101603

世界文化社

1500715352

11 596.65 ｲ

スイートハートケーキ－ハートのお菓子が作
石橋かおり著
りたい！－

かわいい！おいしい！手作りどうぶつクッ
12 596.65 ｳ キー－はじめてでも、かわいく作れる。おい
しくて、からだにやさしい。－

臼田亜也子著

13 596.65 ｵ

思わずつくりたくなる極上のチョコレートレシ
ピ（生活実用シリーズ）

ＮＨＫ出版

1500704810

14 596.65 ｵ

ぐるぐる混ぜて簡単！アレルギーフリーのお
岡村淑子著
やつ（タツミムック）

辰巳出版

1500685373

15 596.65 ｵ

プレゼントしたいナッツとドライフルーツのお
小山律子著
菓子

家の光協会

1500611627

No

請求記
号

タイトル

著者表示

出版者

小山律子著

家の光協会

1500580210

17 596.65 ｸ クックパッドの大絶賛レシピ〈決定版〉お菓子

ＫＡＤＯＫＡＷＡ

1500718828

ちっちゃなスティックケーキのレシピブック－
18 596.65 ｸ １５ｃｍの角型ひとつで作れる、「つまんで、 黒川愉子著
ぱくりっ」のプチなお菓子３５－（別冊

主婦と生活社

1500606742

16 596.65 ｵ プレゼントしたいロールケーキ

資料ＩＤ

19 596.65 ｺ

ココアの本－お菓子から飲みもの・お料理ま
で、ココアでこんなに楽しくクッキング！！－

森永製菓

1500074230

20 596.65 ｻ

生ドーナツと焼きドーナツ－新食感７２レシピ
Ｓａｃｈｉ著
－

日東書院本社

1500658917

重野佐和子菓子作 女子栄養大学
製
出版部

1500605736

島津睦子〔著〕 金
グラフ社
子峰雪〔著〕

1500075658

Ｊｕｎｋｏ著

小学館

1500682206

中尾育美著

ＫＡＤＯＫＡＷＡ

1500727019

25 596.65 ﾅ はじめてでもかんたん！ＨＡＰＰＹ〓友チョコ 中村陽子著

成美堂出版

1500734635

かわいく贈るチョコハート－チョコレートの基
26 596.65 ﾌ 礎テンパリングをやさしくレッスン－改訂（Ｃｏ 藤原信子著
ｏｋｉｎｇ ｂｏｏｋ Ｎｏ．６）

ひかりのくに

1500075666

大人のバレンタイン－甘くない大人の男性に
21 596.65 ｼ は、ビターでクールに迫る－（別冊栄養と料
理 Ｖｏｌ．１）
シンプルでおしゃれな焼くだけのケーキ－Ｃ
22 596.65 ｼ ａｋｅｓ ＆ ｃｏｏｋｉｅｓ－（マイライフシリーズ
特別版 お料理塾シリーズ １３
Ｊｕｎｋｏさんのデコ〓蒸しケーキ－電子レン
23 596.65 ｼﾞ ジでも蒸し器でもできる！－（ＬＡＤＹＢＩＲＤ
ＳＨＯＧＡＫＵＫＡＮ ＪＩＴＳＵ
24 596.65 ﾅ

イクミママのどうぶつドーナツレシピ－かわ
いい！おいしい！おうちで作れる！－

27 596.65 ﾏ

チョコレート菓子－シェフ・オリジナル Ｌａ ｎ 松浦惇製作監修
ｏｔｅ ｓａｖｏｕｒｅｕｓｅ ｄｅｓ ｃｈｏｃｏｌａｔｓ－
榊満編・著

モーリス・カン
パニー

1500604382

28 596.65 ﾐ

みんなにあげたいおしゃれチョコ（プチブ
ティックシリーズ ｎｏ．６２０）

ブティック社

1500717879

29 596.65 ﾓ

彼に贈るバレンタインチョコレート（Ｃｏｏｋｉｎｇ
森山サチ子著
Ｎｏ．８）

ひかりのくに

1500393127

30 596.65 ﾓ

彼に贈るバレンタインチョコレート 改訂（Ｃｏ
森山サチ子著
ｏｋｉｎｇ ｂｏｏｋ Ｎｏ．７）

ひかりのくに

1500077381

アスペクト

1500606403

主婦の友社

1500696107

31 596.65 ﾜ プレゼント・スイーツ
わっ、うれしい。世界一かんたんでおいしい１
32 596.65 ﾜ ００円おやつ１５０品（主婦の友生活シリーズ
超簡単レシピＢＯＯＫ）

渡部和泉著

請求記
号

タイトル

33

726.507
ｲ

１、２、３ですぐかわイラスト－はじめてさんも
イシグロフミカ著
ラクラクかわいくかけちゃう－

学研教育出版

1500663107

34

726.507
ｳ

気持ちが伝わるイラストが描ける本－あの
人に贈りたい大切なメッセージ５０－

学研パブリッシ
ング

1500728165

35

726.507
ｴ

描いて伝えてかんたんイラスト帳－誰でも、
ｍｔｋ編著
かわいく、すぐ描ける！－

西東社

1500645344

36

726.507
ﾓ

ボールペンで描くかわいいイラストＢＯＯＫ

成美堂出版

1500682222

No

著者表示

ウマカケバクミコ著

森シホカ著

出版者

資料ＩＤ

37 736 ﾊ

ゴムはんこワールド－ハンドメイドスタンプで
羽鳥房江著
作る小さな紙雑貨－

技術評論社

1500605611

38 754.9 ｲ

ありがとうのカタチ－Ｔｈａｎｋ ｙｏｕ ｃａｒｄ １
井上由季子著
７０－

文化出版局

1500599863

ブティック社

1500580822

ブティック社

1500606148

講談社

1500627508

39 754.9 ｽ

40 754.9 ｽ

作ろう！立体カード－贈る方も、貰う方も笑
顔になれる暖かい手作りのカード－（レディ 鈴木孝美著
ブティックシリーズ ２２２６ クラフト）
Ｈａｐｐｙを伝える手作りカード－１００のポップ
アップカードとカードにまつわるちょっといい 鈴木孝美〔著〕
はなし－（レディブティックシリー

41 754.9 ｽ

Ｈａｐｐｙ手づくりカードブック

杉崎めぐみ著

42 754.9 ﾖ

「おめでとう」「ありがとう」のポップアップカー
吉田ちかこ著
ド－心のこもった手作りカード－

誠文堂新光社

1500643828

43 816.8 ﾅ

下駄箱のラブレター

ポプラ社

1500614175

44 836.6 ｲ

英語で書くグリーティング・カード－心にひび
池田和子著
く美しいひとこと集－

グラフ社

1500070063

並河進編

