
タイトル 著者 出版者 出版年月 当館請求記号

遊びの大事典（本編） 増田靖弘 [ほか]編 東京書籍 1989.6 KD2-E15

遊びの大事典（実技編） 増田靖弘 [ほか]編 東京書籍 1989.6 KD2-E15

日本伝承遊び事典 東京おもちゃ美術館 編 黎明書房 2018.2 GB8-L62

絆づくりの遊びの百科 : 伝承遊びから現代風遊びまで205種
西村誠, 山口孝治, 桝岡義明
監修

昭和堂 2012.4 KD911-J30

ふるさと玩具(おもちゃ)図鑑 井上重義 著 平凡社 2011.8 KB297-J27

室内遊び・ゲームワンダーランド（遊ブックス） 木村研 編著 いかだ社 1995.12 Y78-G439

世界のゲーム事典 松田道弘 編 東京堂出版 1989.1 KD947-E5

ボードゲームカタログ
すごろくや 編 , 丸田康司 監
修・構成

スモール出版 2011.9 Y94-J27999

やさしい囲碁入門 : はじめて覚える 泉谷政憲 著 池田書店 1993.6 KD949-E178

囲碁凸凹お稽古話 : 好きな方法で楽々上達 関根直久 著 日本棋院 2001.8 KD949-G291

すぐに役立つ実戦次の一手 : 厳選150題（Mycom囲碁文庫
シリーズ）

白江治彦 著 毎日コミュニケーションズ 2006.9 Y78-H7098

みんなの将棋入門 : よくわかる・すぐ指せる 谷川浩司 監修 池田書店 1999.12 KD953-G188

ロジカルな将棋入門（ちくまライブラリー ; 41） 野崎昭弘 著 筑摩書房 1990.5 KD953-E136

日本将棋用語事典
原田泰夫 監修 , 荒木一郎
[ほか]編

東京堂出版 2004.12 KD2-H29

オセロ盤でもできる知的ゲーム4・7 佐藤周二 著 創栄出版 2006.8 Y78-H6857

初めてのチェス1手・2手詰集 : 将棋ファンにも楽しめる 湯川博士 著 , 若島正 監修 山海堂 2003.1 Y78-H1732

たのしいお手玉
森下恵子, 山下美佐子, 橋本
恵子 著

溪水社 2005.7 Y78-H4892

お手玉 : 笑顔のきずな : 温もりを届けて20年 日本のお手玉の会 2013.3 KD6-L6

岩波いろはカルタ辞典 時田昌瑞 著 岩波書店 2004.11 KD958-H55

カルタ
大牟田市立三池カルタ記念館
監修

文溪堂 2006.3 Y12-N06-H112

カラー版百人一首（[角川ソフィア文庫] ; [N400-1]） 谷知子 [編] KADOKAWA 2013.11 KG135-L11

ゼロからわかる!図説百人一首 : 歌人の素顔と時代が見え
る!（Gakken Mook. CARTAシリーズ）

学研パブリッシング 2012.11 Y94-J31141

幕末・明治の絵双六 加藤康子, 松村倫子 編著 国書刊行会 2002.2 KD958-G664

立体ORIGAMI雑貨 : 折って使える
川手章子 作品デザイン・制作
, 日本折紙協会 監修

日本ヴォーグ社 2016.12 Y78-L4921

食べる・動かす・もてなす折り紙 : 遊び心をくすぐる32作例 鈴木恵美子 著 日貿出版社 2017.2 Y78-L5089

ミニ展示 室内遊び。雨の日 だって楽しく！ ～資料リスト～



おりがみのはこどうぶつ : みんなで、つくろう! 木村良寿 著 日本ヴォーグ社 2017.2 Y78-L5024

ユニット折り紙の世界 : 組み方の写真解説付き（レディブ
ティックシリーズ ; 4342）

つがわみお 著 ブティック社 2017.2 Y78-L5036

飾る・贈る花の折り紙 : すてきなフラワーアレンジ集 : 生花に
見える!

鈴木恵美子 著 池田書店 2017.2 Y78-L5230

和のぬりえ帖 = COLORING BOOK OF JAPANESE
TRADITIONAL PATTERN : 伊勢型紙図案からうまれた日本
の伝統模様

JTBパブリッシング 2016.2 Y94-L26168

不思議の国のアリス = ALICE IN WONDERLAND : ぬり絵
ブック

鈴木阿以 イラストレーション 宝島社 2016.4 Y94-L28134

可憐な花たち : こころがときめくおとなの塗り絵 塗り絵研究会 著 宝島社 2016.11 Y94-L32921

かわいい切り絵図案集 : 飾って楽しむ作品とレジンでつくる
切り絵アクセサリー（[レディブティックシリーズ] ; [4061]）

佐川綾野 [著] ブティック社 2015.9 Y78-L3339

切り絵の下絵集 久保修 著 東方出版 2008.3 KC16-J103

筆ペンで描く鳥獣戯画 狩野博幸 監修 宝島社 2015.11 Y94-L24689

大人のナゾトレ = RIDDLE TRAINING FOR ADULTS 北村良子 著 宝島社 2018.1 Y78-L6104

物忘れを防ぐ!もっと昭和レトロな間違い探し 太城敬良 監修 宝島社 2017.11 Y78-L5850

絵と形のパズル読本 秋山久義 著 新紀元社 2005.1 KD958-H87

脳を柔らかくする英単語クロスワードパズル 原田康雄 著 ベストブック 2006.3 Y78-H6182

おもしろクロスワードパズル : 趣向をこらした新作クロスワー
ド112題（Quiz,puzzle & game series）

岡田光雄 著 日本文芸社 1992.1 Y78-E888

クラシック・マジック入門事典 麦谷眞里 著 東京堂出版 2005.1 Y78-H5421

なるほど!ザ・マジック 2 トランプマン 著 ワニブックス 1993.6 Y78-E1028

トランプカード奇術 : ハンディ版 世界から選びぬかれたカー
ド・マジックの決定集（ホーム・ライブラリー）

高木重朗 著 ひばり書房 1987.1 KD856-E2

季節の手芸（暮らしの手帖別冊） 暮しの手帖社 2012.4 Y94-J27174

親子で楽しむ夏の布くらふと（パッチワーク倶楽部別冊） パッチワーク通信社 2009.7 Y94-J8435

ちいさな季節の飾りもの : 季節の手作り 増補新版（レッスン
シリーズ）

パッチワーク通信社 2010.1 Y72-J1201

はじめてのパッチワークキルト : 写真とイラストで基礎をマス
ターしたらかわいい小物を作ってみましょう（レディブティック
シリーズ ; 4060）

ブティック社 2015.9 Y72-L1803

はぎれ使いの小さなバッグ : パッチワークで作る 増補新版
（レッスンシリーズ）

パッチワーク通信社 2014.4 Y72-L791

コード、ビーズ、天然石で作るアクセサリー マガジンランド 2010.9 Y72-J1710

ビーズステッチアクセサリー基礎のキソ : 誰でもやさしく楽し
める（レッスンシリーズ. Beads stitch基礎シリーズ ; 1）

水野久美子 著 , 日本余暇文
化振興会 監修

パッチワーク通信社 2007.5 Y72-H2202

著作権法上、複写できない場合があります。

複写を希望される場合は、複写カウンターにご相談ください。
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