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冠婚葬祭/マナー/しきたり

タイトル 著者 出版者 出版年月 当館請求記号

冠婚葬祭大事典 現代礼法研究所 編 ナツメ社 1999.8 EF35-G303

最新冠婚葬祭とマナーの事典 萩原京子 監修 主婦と生活社 2000.10 EF35-G464

冠婚葬祭のしきたり・マナー事典 岩下宣子 監修 ナツメ社 2008.11 Y76-J239

冠婚葬祭マナー事典 小学館 2007.10 Y76-H920

えひめの冠婚葬祭 : 最新版・愛媛のおつきあい・し
きたり・冠婚葬祭マナーbook 第12版

えひめリビング新聞社 編集・制作 えひめリビング新聞社 2016.2 Y76-L1132

日本人の「しきたり」ものしり辞典 谷沢永一 監修, 豊島建吾 編著 大和出版 2000.6 EF35-G383

おつきあい&マナー大事典 : 冠婚葬祭の(新)常識 学習研究社 2004.10 Y76-H313

ニッポンのしきたり 土屋晴仁 著, 竹森ジニー 訳 ＩＢＣパブリッシング 2017.3 EF35-L100

日本料理祝儀不祝儀ハンドブック 長島博 著 柴田書店 2010.9 EF27-J462

絵で見る明治・大正礼儀作法事典 綿抜豊昭, 陶智子 編著 柏書房 2007.11 EF35-J3

暮らしに使える「折形」の本 : 贈る気持ちを和の形で
伝えたい

山根一城 著 PHP研究所 2007.11 Y76-H934

日本人のための贈り物大百科事典 涌田裕充 監修 シービーエー研究所 2006.5 Y76-H671

世界中に愛される日本のおもてなし 安達和子 著 みらいパブリッシング 2018.4 EF35-L121

宮本常一日本の人生行事：人の一生と通過儀礼 宮本常一 八坂書房 2016.7 GD24-L60

おもてなしとマナー (和食文化ブックレット ; 3. ユネ
スコ無形文化遺産に登録された和食)

熊倉功夫, 後藤加寿子 著 思文閣出版 2016.5 EF35-L87

いつかきっと役に立つマナーの基本 パッチワーク通信社 2005.6 Y76-H430

知らないと恥ずかしい!おとなのマナー図鑑 トキオ・ナレッジ 著 宝島社 2017.3 Y76-L1031

ビジネスマナーの解剖図鑑 = THE ANATOMICAL
CHART OF BUSINESS MANNER

北條久美子 著 エクスナレッジ 2016.4 DH314-L542

入社１年目ビジネスマナーの教科書　イラストでまる
わかり！

金森たかこ 著, 西出ひろ子 監修 プレジデント社 2017.4 DH314-L708

冠

タイトル 著者 出版者 出版年月 当館請求記号

成年年齢引下げ〈若年成年〉と若年消費者保護立
法 (信山社ブックス. 消費者立法シリーズ ; 2)

河上正二 責任編集 信山社 2017.4 AZ-468-L80

子どもの法定年齢の比較法研究 山口直也 編著 成文堂 2017.2 A811-L85

18歳成人社会ハンドブック : 制度改革と教育の課題
田中治彦 編著, 林大介, 藤原孝
章, 南部義典 著

明石書店 2018.3 AZ-812-L96

民法の成年年齢に関する世論調査 平成25年10月
調査 (世論調査報告書)

内閣府大臣官房政府広報室 [2013] AZ-812-L18

晴れ着Seventeen : 色で選ぶ成人式の晴れ着!お
しゃれに、かわいく着こなそっ

集英社 2010.11 Y72-J1844
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婚
タイトル 著者 出版者 出版年月 当館請求記号

世界・ブライダルの基本 日本ホテル教育センター 編 日本ホテル教育センター 2008.8 EF35-J58

ブライダル業界就職ガイド 2017 オータパブリケイションズ 2016.1 Y59-L256

戸籍のためのQ&A「婚姻届」のすべて 荒木文明 著 日本加除出版 2017.9 AZ-857-L53

婚姻に関する統計 : 人口動態統計特殊報告 平成
28年度

厚生労働省政策統括官 (統計・情
報政策担当) 編

厚生労働省政策統括官
(統計・情報政策担当)

2017.6 DT221-L521

パートナーシップ・生活と制度 : 結婚、事実婚、同性
婚 増補改訂版

杉浦郁子, 野宮亜紀, 大江千束 編
著

緑風出版 2016.9 A811-L77

日本の珍しい結婚風習 国書刊行会 編著 国書刊行会 2015.7 GD24-L45

現代の結婚と婚礼を考える 中矢英俊, 近藤剛 編著 ミネルヴァ書房 2017.10 EC91-l144

LGBTウェディング : セクシャル・マイノリティ、ウェ
ディング業界人のための入門書

葛和フクエ 著 ビオ・マガジン 2017.1 EF91-L145

結婚のあいさつとスピーチ大百科 (実用best books) 村田幸正 監修 日本文芸社 2006.5 Y76-H648

葬祭
タイトル 著者 出版者 出版年月 当館請求記号

仏教葬祭大事典 藤井正雄 [ほか]共著 雄山閣 1980.8 HM2-55

葬儀・法要と諸手続きがわかる事典 白川信夫, 菊地由紀 著 西東社 2001.6 EF35-G459

葬儀大事典 鎌倉新書 1980.4 HM2-65

日本葬送文化大事典 藤井正雄, 八木澤壯一 監修 四季社 2007.2 EF35-J18

葬儀概論 増補3訂
碑文谷創 著作者代表, 表現文化
社 編

表現文化社 2011.6 EF35-J119

図説葬儀 松本慈恵 著 図書刊行会 2001.8 EF35-G480

自分らしい終末や葬儀の生前準備 源淳子 著 あけび書房 2017.11 EF35-L110

家族が亡くなった後の手続きと届け出事典
中村麻美 著, 永澤英樹, 柳和男
監修

ナツメ社 2016.5 Y71-L1104

葬送習俗事典 : 葬儀の民俗学手帳 柳田国男 著 河出書房新社 2014.7 GD24-L27

海へ還る : 海洋散骨の手引き
勝桂子, 高松大, 武内優宏, 太田
宏人 [著], 村田ますみ 編

啓文社書房 2018.6 EF35-L123

生100年「もしも」に備えるお金と知恵 : 老後・相続・
親・墓・葬式

朝日新聞出版 2018.4 Y94-L43920

みやざきのこれだけは知っておきたいお坊さんが書
いた仏事マナー : 正しい作法を知っていますか? :
焼香はどうやるの?友引に葬儀?

浄土真宗本願寺派宮崎教区青年
僧侶若潮会 編

浄土真宗本願寺派宮崎教
区青年僧侶若潮会

2016.1 Y76-L792

世界の庭園墓地図鑑 菅野博貢 著・写真 原書房 2017.6 EG277-L8

お墓にまつわる法律実務
遺言・相続リーガルネットワーク 編
著

日本加除出版 2016.10 AZ-561-L15

世界のお墓文化紀行 長江曜子 監修 誠文堂新光社 2016.11 EF35-L91

葬祭業エリアマーケティング&消費者意識調査デー
タ総覧 : 全国市区町村・都道府県別基礎データ

綜合ユニコム 2017.3 DT712-L205
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