
クリスマスに関する本
タイトル 著者 出版者 出版年月 巻号 当館請求記号

アメリカン・クリスマスの誕生 : Santaが生まれた背景 改訂版 松谷淑子 著 ブケイ 2011.12 G189-J43

サンタクロースの大旅行 葛野浩昭 著 岩波書店 1998.11 GA36-G32

クリスマスの文化史 若林ひとみ 著 白水社 2004.12 GA36-H32

図説クリスマス百科事典
ジェリー・ボウラー 著 , 中尾セツ
子 日本語版監修 , 笹田裕子, 成
瀬俊一 日本語版編集委員

柊風舎 2007.12 GA36-J2

サンタへの手紙 : 1870年から1920年までに子どもたちが書い
たクリスマスの手紙と欲しい物リスト

メアリー・ハレル=セスニアック 選
, カヒミ・カリィ 手紙翻訳

クロニクルブックス・ジャパ
ン

2016.10 GA36-L39

愛と狂瀾のメリークリスマス : なぜ異教徒の祭典が日本化し
たのか

堀井憲一郎 著 講談社 2017.10 GD28-L102

妖精の国のクリスマス : サンタクロースの故郷を訪ねて 写真
集

伊藤慎一 写真 , 稲垣美晴 文 篠崎書林 1989.12 GG651-E4

幸福の人類学 = Anthropology of Happiness : クリスマスのド
イツ・正月の日本

鈴木晶子, クリストフ・ヴルフ 編 ナカニシヤ出版 2013.3 H91-L7

最初のクリスマス : 福音書が語るイエス誕生物語
J.D.クロッサン, M.J.ボーグ 著 ,
浅野淳博 訳

教文館 2009.10 HP54-J24

ローマ史のなかのクリスマス 保坂高殿 著 教文館 2005.9 HP84-H42

クリスマスカード・コレクション : Merry Christmas 福田節子 編 平凡社 1990.11 KC482-E198

Vesta = 食文化誌ヴェスタ : 食文化を楽しむ一冊　(特集 世
界のクリスマス・正月)

味の素食の文化センター
編

(76) 2009.Aut Z6-3918

礼拝と音楽　(特集 クリスマス・"イヴ") 日本キリスト教団出版局
(151) (通号 153)
2011.Aut

Z11-619

照明学会誌　(特集 クリスマス文化とあかり) 照明学会 91(12) 2007.12 Z16-302

PCG : 世界の菓子 : patisserie confiserie glacerie
(特集　シュトレンとクリスマスの伝統菓子）

全日本洋菓子工業会 (587):2018.10 Z17-1677

お正月に関する本
タイトル 著者 出版者 出版年月 巻号 当館請求記号

明治・大正の広告メディア : 〈正月用引札〉が語るもの 熊倉一紗 著 吉川弘文館 2015.3 DH435-L84

しめなわ百科 注連縄研究会 編 大友正道 2007.9 GD33-H404

仏教行事歳時記 1月 (初詣) 第一法規出版 1988.11 HM112-E28

白河だるまと全国のだるま : 復興祈願!七転び八起き・開運招
福 : 特別企画展

白河市歴史民俗資料館 編 白河市歴史民俗資料館 2013.1 KB16-L80

開運!日本の伝統文様 藤依里子 著 , 水野惠司 監修 日本実業出版社 2010.3 KC521-J180

新日本大歳時記 : カラー版 新年
飯田龍太 [ほか]監修 , 講談社
編

講談社 2000.6 KG346-G50

日本の歳時記 = The Shogakukan Haiku Compendium : 読ん
でわかる俳句 冬・新年

宇多喜代子, 西村和子, 中原道
夫, 片山由美子, 長谷川櫂 編集
委員

小学館 2014.7 KG346-L20

新歳時記 新年 復刻新版 平井照敏 編 河出書房新社 2015.2 KG346-L28

つくって楽しむわら工芸 : 生活用具・飾り物・縁起物
瀧本広子 編 , 大浦佳代 取材・執
筆

農山漁村文化協会 2016.10 Y78-L4713

NHK日めくり万葉集 (特集:初春を祝う-和歌の家、冷泉家の
正月 特別寄稿枕詞の本質と方法)

藤原茂樹, 坂本信幸 監修 講談社 2011.12 vol.22 Y94-J24148

お正月の手帖 暮しの手帖社 2008.12 2009年版 Y94-J5121

子どものしあわせ　(特集 お正月--子どもと暮らし) 日本子どもを守る会 編 (通号 719) 2011.1 Z7-122

フローリスト　（第2特集　みんなはどんな準備をしてる？イケ
てる正月飾り入門）

誠文堂新光社
35(11)=415:2018.1
1

Z11-1377

アジア遊学　(特集 アジアの正月) 勉誠出版 (46) 2002.12 Z71-D332

　年賀状
タイトル 著者 出版者 出版年月 巻号 当館請求記号

年賀状の戦後史 内藤陽介 [著] 角川書店 2011.11 DK331-J51

年賀状にみる小さな美術館 根本圭助 編著 北辰堂出版 2009.12 KC482-J219

書と絵の贈りもの : 年賀状版 新装版 香田登洋子 著 木耳社 2006.9 Y78-H7969

ミニ展示

年末年始 ～資料リスト～



　初詣
タイトル 著者 出版者 出版年月 巻号 当館請求記号

初詣の社会史 : 鉄道が生んだ娯楽とナショナリズム 平山昇 著 東京大学出版会 2015.12 GD28-L73

47都道府県・寺社信仰百科 中山和久 著 丸善出版 2017.1 GD33-L333

氏神さまと鎮守さま : 神社の民俗史 新谷尚紀 著 講談社 2017.3 GD33-L349

神社とお寺の基本がわかる本 グレイル 著 , 武光誠 監修 宝島社 2009.4 HL51-J21

ゼロから分かる!歩いて知る神社と神さま 植島啓司 著 世界文化社 2018.6 HL51-L76

日本の神社100選一度は訪れたい古代史の舞台ガイド : カ
ラー版

日本の神社研究会 著 宝島社 2018.5 HL61-L353

図解仏教の不思議がよくわかる本 : 私たちに身近な仏とお寺
の知識 : これでわかった!

武光誠 著 PHP研究所 2009.2 HM85-J27

京都のお寺 JTBパブリッシング 2010.7 Y77-J5331

全国神社の御朱印開運しあわせ散歩 : 神様とつながる、あな
ただけの契約書

菊池洋明 監修 ダイアプレス 2017.12 Y77-L8348

神社とお寺 : 開運 : 子々孫々に伝えたい幸せを手にする社
寺祈願の基本知識

重信秀年 著 アントレックス 2017.3 Y77-L8711

「神社仏閣」で開運する方法 : お金が舞い込む!願いが叶う! すごい!神様研究会 著 宝島社 2017.12 Y86-L1850

福を呼ぶ!ニッポン神社めぐり
平藤喜久子 講師 , 日本放送協
会, NHK出版 編集

NHK出版 2018.1 Y94-L41800

運がいい人は行っている全国パワースポット御朱印帖 : 登っ
て歩いて頂いて……癒しの聖地で開運祈願。

菊池洋明 監修 笠倉出版社 2018.2 Y94-L41871

歴史REAL (古事記 : 日本の神々と神社はどこから来たの
か!? )

洋泉社 2017.12 [vol.43] Y94-L42060

歴史読本　（2012年2月号特集 日本の神社・神さま入門） 新人物往来社 57(2)=872:2012.2 Z8-442

歴史読本　（特集 神様・仏様の詣で方 祈り方） 新人物往来社 54(2) (通号 836) Z8-442

　お正月の食べ物
タイトル 著者 出版者 出版年月 巻号 当館請求記号

日本の正月料理 農山漁村文化協会 2003.12 EF27-H201

もち・雑煮 農山漁村文化協会 2002.12 EF27-H44

お雑煮100選 : 全国から集めた伝統の味
文化庁文化財部伝統文化
課

2005.3 EF27-H459

餅なし正月の世界 : 地域民俗論序説 都丸十九一 著 岩田書院 2009.10 GC52-J25

餅 大島建彦 編 岩崎美術社 1989.5 GD51-E34

全国雑煮事典
市邨学園短期大学生活文化学科
日比野光敏ゼミナール 編

市邨学園短期大学生活文
化学科日比野光敏ゼミ
ナール

1997.3 GD51-G55

もち : 糯・餅 渡部忠世, 深澤小百合 著 法政大学出版局 1998.12 GD51-G85

食文化の継承意識に影響する家族関係 : 正月料理の変化を
通して

塩谷幸子 著 風間書房 2011.1 GD51-J106

餅・モチ : ハレの食 : 特別展
仙台市市民文化事業団仙台市歴
史民俗資料館 編

仙台市教育委員会 2014.11 GD51-L64

ほめられおせち JUNA 著 宝島社 2015.11 Y73-L2745

栄養と料理　(特集 おせちとお雑煮) 女子栄養大学出版部 84(1):2018.1 Z6-66

栄養と料理　(特集 簡単華やか&ヘルシー 年末年始のおもて
なし料理)

女子栄養大学出版部 83(1):2017.1 Z6-66

地図情報　(特集 食で辿る地図) 地図情報センター 編 34(1)=129:2014.5 Z8-1956

　干支
タイトル 著者 出版者 出版年月 巻号 当館請求記号

猪の文化史 考古編 (発掘資料などからみた猪の姿) 新津健 著 雄山閣 2011.5 GD1-J238

猪の文化史 歴史編 (文献などからたどる猪と人) 新津健 著 雄山閣 2011.7 GD1-J246

干支セトラ、etc. 奥本大三郎 著 岩波書店 1993.1 RA411-E54

干支の動物誌 阿部禎 著 技報堂出版 1994.10 RA411-E71


	印刷用

