
小さなこころがけから

だれでも思いどおりの運命を歩いていける! 　越智 啓子‖著 　青春出版社 147

変えられます!恋する女の強運・凶運 　Ｅ．シェラザード‖著 　集英社 Ｂ148.8

自分で奇跡を起こす方法 　井上 裕之‖著 　フォレスト出版 159 イノウ

小さなよろこびを見つけよう 　ポール　ウィルソン‖著 　河出書房新社 159 ウイル

成功者3000人の言葉 　上阪 徹‖著 　飛鳥新社 159 ウエサ

あなたを輝かせる8つのプチ改革 　植西 聰‖著 　毎日新聞社 159 ウエニ

幸福力 　海原 純子‖著 　潮出版社 159 ウミハ

気にしない、今度もきっとうまくいく 　金盛 浦子‖著 　祥伝社 B159 カナモ

小さいことにくよくよするな!　１～３／愛情編 　Ｒ．カールソン‖著 　サンマーク出版 159 カルソ

チャンスがやってくる15の習慣 　レス　ギブリン‖著 　ダイヤモンド社 159 ギブリ

「ありがとう」のすごい秘密 　小林 正観‖著 　KADOKAWA 159 コバヤ

斎藤一人ツキを呼ぶ掃除力 　斎藤 一人‖著　監修 　マキノ出版 159 サイト

自分のための人生 　ウエイン　W.ダイアー‖著 　三笠書房 B159 ダイア

幸運を呼びよせる1行日記 　中野 裕弓‖著 　中経出版 159 ナカノ

幸せのパスポート 　福富 豊‖著 　MBC21 159 フクト

きっと、よくなる!　２ 　本田 健‖著 　サンマーク出版 159 ホンダ

斎藤一人15分間ハッピーラッキー 　舛岡 はなえ‖著 　三笠書房 159 マスオ

夢をかなえる「そうじ力」 　舛田 光洋‖著 　総合法令出版 159 マスダ

しあわせを生む小さな種 　松浦 弥太郎‖著 　PHPエディターズＧ 159 マツウ

自己啓発の達人 　宮崎 伸治‖著 　ディスカヴァー21 159 ミヤザ

幸せな宝地図であなたの夢がかなう 　望月 俊孝‖著 　ゴマブックス 159 モチズ

人生を成功に導く星の教え 　来夢‖著 　実業之日本社 159 ライム

トニー流幸せを栽培する方法 　トニー　ラズロ‖著 　ソフトバンククリエイティブ 159 ラズロ

運のいい人、悪い人 　Ｒ．ワイズマン‖著 　角川書店 159 ワイズ

思いどおりの人生に変わる方法 　窪田 千紘‖著 　海竜社 159.6クボタ

働き女子のハッピー手帳術 　さとう めぐみ‖著 　日本能率協会Ｍセンター 159.6サトウ

幸福をつかむ明日への言葉 　シンディ　フランシス‖著 　PHP研究所 159.6フラン

願いがかなう100の方法 　佳川 奈未‖著 　三笠書房 159.6ヨシカ

恋とお金と夢に効く!奇跡につながる転機のサイン 　佳川 奈未‖著 　ゴマブックス 159.6ヨシカ

人生を変える万有「引用」力 　齋藤 孝‖著 　ベストセラーズ S159.8サイト

今すぐあなたに幸運をもたらすサクセスマナー 　西村 有紀子‖著 　東京書籍 385.9

心を清め開運祈願

今こそ本気の神社まいり 　西邑 清志‖著 　主婦の友社 175

かながわの神社ガイドブック 　 　かなしん出版(発売) K175.9

かもめ図書館　企画リスト　平成27年1月号

小田原市立かもめ図書館　　平成２７年1月号

携帯： https://ilisod001.apsel.jp/odawara-lib/wopc/pc/mSrv?dsp=TP                            

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名

＊＊ インターネットから本の予約ができます！ ＊＊

出　版　社 請 求 記 号

ＰＣ ： https://ilisod001.apsel.jp/odawara-lib/wopc/pc/pages/TopPage.jsp 

手作りお守り袋としあわせ小物

高橋 よう子著 世界文化社

プチ模様替え風水

谷口 令監修 ブティック社

昔から伝わる「お守り袋」を、自分で手作

りできる縁起のいい本です。

中に入れるカードに想いを込めて、大切な

人に届けるのもいいですね。

ほんの少し、レイアウトを替えたり、

整理整頓をしたりするだけで、運気が上

がるかもしれません。

まずは、自分の部屋からきれいにして

みませんか？

2015年が、スタートしました。年の初めに、開運の本を紹介します。

運命は、自分の力で切り開くものです。今年は、運気を上げて

みんなでしあわせな年にしましょう。



書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　版　社 請 求 記 号
満願成就!ご利益ガイド 　青山 央‖著 　みずき出版 175.9

ご利益Book in京都 　淡交社編集局‖編著 　淡交社 175.9

知識ゼロからのお参り入門 　茂木 貞純‖監修 　幻冬舎 176

「頼れる神様」大事典 　戸部 民夫‖著 　PHP研究所 387

全国七福神めぐり 　工藤 寛正ほか‖著 　東京堂出版 185.9

七福神めぐり 　小関　親康‖著 　三心堂 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

かながわ・おもしろおみくじ散歩 　島 武史‖著 　神奈川新聞社 K176.8

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

かわいい御朱印めぐり 　三須 亜希子‖著 　山と溪谷社 175.9

御朱印ブック 　八木 透‖監修 　日本文芸社 186.9

福を呼び込む和のならわし 　広田 千悦子‖著 　KADOKAWA 382.1

開運幸運法

ハッピー・カラー・セラピー 　高坂 美紀‖著 　フォー・ユー 147

幸せになるカラーセラピー 　泉 智子‖著 　主婦の友社 147

にほんのおまじない 　広田 千悦子‖著 　徳間書店 147.1

運命は変えられる 　赤嶺 青竜‖著 　現代書林 148

幸運を招く陰陽五行 　稲田 義行‖著 　日本実業出版社 148.4

沖縄パワースポットの歩き方 　知名 藤枝‖著 　中経出版 147

心を癒す風水パワースポット45 　御堂 龍児‖著 　講談社 148.5

化殺風水 　塚田 真弘‖著 　説話社 148.5

開運!厄ばらい風水 　内川 あ也‖著 　ブティック社 148.5

風水住宅であなたの脳を成功回路に変える 　松永 修岳‖著 　BABジャパン出版局 148.5

健康と幸運を招く!住んでみたい風水住宅 　松永 修岳‖著 　BABジャパン出版局 148.5

幸せを招くよい家相・間取り 　小池 康壽‖著 　西東社 148.5

運がよくなる風水収納&整理術 　李家 幽竹‖著 　日本実業出版社 148.5

プチ模様替え風水 　谷口 令‖監修 　ブティック社 148.5

Dr.コパの幸せを呼ぶ部屋づくり風水 　Dr.コパ小林祥晃‖著 　PHP研究所 Ｂ148.5

ガーデニング風水 　Ｒ．ウェブスター‖著 　Ｂ・Ｎ・プレス 148.5

京の風水めぐり 　目崎 茂和‖文 　淡交社 291.6

福招きグッズ

招き猫博覧会 　荒川 千尋ほか‖著 　白石書店 387

来る福招き猫手帖 　荒川 千尋ほか‖著 　情報センター出版局 387

万福猫百覧会 　日本招猫倶楽部‖編 　新紀元社 759

達磨からだるまものしり大辞典 　中村 浩訳‖著 　社会評論社 387

絵馬に願いを 　岩井 宏實‖著 　二玄社 387

魔よけ百科 　岡田 保造‖著 　丸善 387

東京のえんぎもの 　早川 光‖著 　求竜堂 387

にほんのお守り 　中津川 昌弘‖文 　徳間書店 387

手作りお守り袋としあわせ小物 　高橋 よう子‖著 　世界文化社 594

ちりめん細工お手玉とお祝い物 　井上 重義‖監修 　日本ヴォーグ社 594

自分で作る!幸せを呼ぶパワーストーンブレスレット 　豊原 匠志‖監修 　ブティック社 594.6

星座石守護石 　山中 茉莉‖著 　八坂書房 755.3

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

水引で作るメッセージカード 　岡田 嘉代‖著 　ブティック社 594.4

水引の小物100選 　梶 政華‖著 　日貿出版社 594.9

開運!日本の伝統文様 　藤 依里子‖著 　日本実業出版社 727

ぽち袋 　花林舎‖編集 　京都書院 Ｂ727

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

福をよぶ中国の切り紙「剪紙」 　上河内 美和‖著 　誠文堂新光社 754.9

幸せになる世界のハッピー・モビール 　太田 拓美‖著 　誠文堂新光社 754.9

根付讃歌 　稲垣規一‖著 　里文出版 755.4

根付の題材 　Ｋ．M　シュヴァルツ‖著 　里文出版 755.4

十二支の郷土玩具 　中村 浩訳‖編著 　日貿出版社 759.9

江戸の縁起物 　木村 吉隆‖著 　亜紀書房 759.9

　　　　　　　　　　　　　　　　Ｂ…文庫　Ｓ…新書　Ｋ…郷土資料


