
行事・しきたり・暦について 　

日本の風俗起源がよくわかる本 　樋口 清之∥著 　大和書房 382.1

日本人なら知っておきたい「和」の知恵 　藤野 紘∥著 　河出書房新社 382.1

図説子どもに伝えたい日本人のしきたり 　三橋 健∥著 　家の光協会 385

鳩居堂の日本のしきたり豆知識 　鳩居堂∥監修 　マガジンハウス 386.1

年中行事コツのコツ　１ 新年のしきたり 　 　リブリオ出版 386.1

小笠原流日本のしきたり 　小笠原 清忠∥著 　ナツメ社 386.1

自然のめぐみを楽しむ昔ながらの和の行事 　石坂 昌子∥著 　家の光協会 386.1

春夏秋冬を楽しむくらし歳時記 　伊藤 美樹∥絵 　成美堂出版 386.1

にっぽんの歳時記ずかん 　平野 恵理子∥著 　幻冬舎エデュケーション 　ＹＡ386.1

日本を楽しむ暮らしの歳時記　冬 　 　平凡社 911.3ニホン

美人の歳時記 　和の暮らしを愉しむ会∥編 　永岡書店 　　Ｂ385.9

おもしろくてためになる暦の雑学事典 　吉岡 安之∥著 　日本実業出版社 449

今日から暦暮らし 　平野 恵理子∥著 　山と溪谷社 449.3

美しい暦のことば 　山下 景子∥著 　Ｉ・コミュニケーションズ 449.3

暦の語る日本の歴史 　内田 正男∥著 　吉川弘文館 449.8

和暦で暮らそう 　柳生 博∥著 　小学館 449.8

くらしを楽しむ七十二候 　広田 千悦子∥著 アース・スターエンターテイメント 449.3

ニッポンの二十四節気・七十二候 　環境デザイン研究所∥編 　誠文堂新光社 449.3

神様・神社を知ろう 　

図説あらすじで読む日本の神様 　三橋 健∥監修 　青春出版社 172

日本の神様がわかる本 　戸部 民夫∥著 　PHP研究所 172

すぐわかる日本の神々 　稲田 智宏∥執筆 　東京美術 172

日本の神話と神様手帖 　秦 まゆな∥著 　マイナビ 172

あなたの神さま・あなたの神社 　戸矢 学∥著 　河出書房新社 172

すぐわかる日本の神社 　井上 順孝∥監修 　東京美術 175

日本の神々がわかる神社事典 　外山 晴彦∥監修 　成美堂出版 175

お宮に行こう 　神社新報企画∥編集 　神社新報社 175

日本全国獅子・狛犬ものがたり 　上杉 千郷∥著 　戎光祥出版 175.5

神社とは何か?お寺とは何か?１・ 2 　ペン編集部∥編 　阪急コミュニケーションズ 175.9

かわいい御朱印めぐり 　三須 亜希子∥著 　山と溪谷社 175.9
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   今日から暦暮らし             
                            

                                                                                                                   

   平野 恵理子著  山と渓谷社   

     家庭画報のお正月                                             
           

          しきたりと料理         
 

      世界文化社           

 昔から伝わる知恵がつまった暦を、毎日

の暮らしの中で活かせる本です。 

  季節の移ろいを感じる、「彩り四季暦」

が美しく、豆知識が参考になります。 

 

 古くから続いてきたしきたりには

意味があり、込められた願いがあり

ます。 

 全国のお正月料理には、その土地

ならではの趣があり見事です。 

新年は、ひとつの節目として心を新たにするきっかけを与えてくれます。 

行事やしきたりを通して日本の良さを実感したり、暦の言葉から 

日本語の持つ美しい響きを味わったり、新年を楽しみましょう。                      

行事やしきたり 



書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　版　社 請 求 記 号

知識ゼロからのお参り入門 　茂木 貞純∥監修 　幻冬舎 176

十二支の民俗誌 　佐藤 健一郎∥著 　八坂書房 382.1

日本の神様と日本人のしきたり 　戸部 民夫∥著 　PHP研究所 382.1

「頼れる神様」大事典 　戸部 民夫∥著 　PHP研究所 387

宝の道七福神めぐり 　三条 杜夫∥著 　朱鷺書房 387

図説・七福神 　戎光祥出版株式会社編集部∥編集　戎光祥出版 387

日本人と福の神 　三橋 健∥著 　丸善 387

にほんのお守り　願いがかなう小さな神様 　中津川 昌弘∥文 　徳間書店 387

日本のお守り　神様とご利益がわかる 　畑野 栄三∥監修 　池田書店 387

和の装いにも目を向けよう 　

図説着物の歴史 　橋本 澄子∥編 　河出書房新社 383.1

着物のマナーお手本帖 　五藤 禮子∥監修 　成美堂出版 385.9

着物まわりの手づくり帖 　君野 倫子∥編 　小学館 593.1

カジュアル着物ブック 　山口 さくら∥著 　廣済堂出版 593.8

知識ゼロからの着物と遊ぶ 　石橋 富士子∥著 　幻冬舎 593.8

平成着物図鑑 　君野 倫子∥著 　河出書房新社 593.8

旧暦で楽しむ着物スタイル 　さとう めぐみ∥著 　河出書房新社 593.8

おでかけ着物歳時記 　秋月 洋子∥著 　小学館 593.8

正月料理を味わおう 　

家庭画報のお正月しきたりと料理 　 　世界文化社 386.1

入門日本の七十二候と旬の食 　 　洋泉社 449.3

わたしのおもてなし歳時記 　栗原 はるみ∥著 　扶桑社 596

聞き書ふるさとの家庭料理５　もち　雑煮 　農山漁村文化協会∥編 　農山漁村文化協会 596.2

聞き書ふるさとの家庭料理２０　日本の正月料理 　農山漁村文化協会∥編 　農山漁村文化協会 596.2

おせち基本帳 　爲後 喜光∥著 　家の光協会 596.4

おせちと正月料理 　 　学研 596.4

美しいおせちとおもてなし正月料理 　主婦の友社∥編 　主婦の友社 596.4

新年を楽しもう！（作る・遊ぶ・見る） 　

ひと味ちがう筆遊びの年賀状 　森 千景∥著 　日貿出版社 724.1

文房具で簡単!ステキな年賀状 　中澤 千寿子∥著 　日貿出版社 727

心を贈る花の年賀状 　増淵 澄子∥著 　日貿出版社 727

教えて先生!くらしの書 　齊藤 紫香∥著 　芸術新聞社 728

文字アートの年賀状 　さとだて ゆめこ∥著 　日貿出版社 728

お芋で年賀状 　小町谷 新子∥著 　二玄社 736

和風ラッピング・レッスン 　長谷 恵∥著 　誠文堂新光社 385.9

手軽につくれる水引アレンジBOOK 　長浦 ちえ∥著 　エクスナレッジ 594.9

開運!日本の伝統文様 　藤 依里子∥著 　日本実業出版社 727

招福おりがみ 　金杉 登喜子∥著 　ブティック社 754.9

福を招くおめでたい切り紙 　大原 まゆみ∥著 　誠文堂新光社 754.9

和のこよみ切り紙 　大原 まゆみ∥著 　誠文堂新光社 754.9

干支を飾るグリーティングカード 　菊地 清∥著 　大日本絵画 754.9

おりがみで十二支を折ろう 　富田 桂子∥著 　いしずえ 754.9

十二支の郷土玩具 　中村 浩訳∥編著 　日貿出版社 759.9

おり紙たこ&カイトワンダーランド 　土岐 幹男∥編著 　いかだ社 754.9

自由翼で作る日本の凧 　秋山 幸雄∥著 　誠文堂新光社 759

やさしい和凧　関東・信越・北陸 　大橋 栄二∥著 　誠文堂新光社 759

こまワールドであそぼう 　四方 則行∥著 　かもがわ出版 759

百人一首と遊ぶ 　上野 正比古∥詠著 　角川出版企画センター 911.1ウエノ

一〇〇人で鑑賞する百人一首 　武田 元治∥編著 　銀の鈴社 911.1タケダ

図説百人一首 　石井 正己∥著 　河出書房新社 911.1ヒャク

「箱根駅伝」不可能に挑んだ男たち 　原島 由美子∥著 　ヴィレッジブックス 699.6

箱根駅伝を歩く 　泉 麻人∥著 　平凡社 782.3

人を育てる箱根駅伝の名言 　生島 淳∥著 　ベースボール・マガジン社 782.3

箱根駅伝 襷の記憶 　 　ベースボール・マガジン社 782.3

　　　　　　　　　　　　　　　　　YA…ヤングアダルト　Ｂ…文庫


