
区分 № 書　　　　　　　　　名 出版者 出版年

1 Ｅ いし イエペはぼうしがだいすき 石亀　泰郎　写真 文化出版局 1978

2 Ｅ うえ ねずみくんのチョッキ なかえ　よしを　作 上野　紀子　絵 ポプラ社 1974

3 Ｅ おお わたしおしゃれをするの おおとも　やすお　文・絵 童心社 2008

4 Ｅ たか まあちゃんのながいかみ たかどの　ほうこ　さく 福音館書店 1995

5 Ｅ にし わたしのワンピース にしまき　かやこ　えとぶん こぐま社 1969

6 Ｅ ひろ おひさまいろのきもの 広野　多珂子　作・絵 福音館書店 2007

7 Ｅ ふ どうすればいいのかな？ わたなべ　しげお　ぶん おおとも　やすお　え 福音館書店 1980

8 Ｅ ふ パンツのはきかた 岸田　今日子　さく 佐野　洋子　え 福音館書店 2011

9 Ｅ アン はだかの王さま アンデルセン　作 バージニア・リー・バートン　絵 乾　侑美子　訳 岩波書店 2004

10 Ｅ グレ ハリーのセーター ジーン・ジオン　ぶん マーガレット・ブロイ・グレアム　え わたなべ　しげお　やく 福音館書店 1983

11 Ｅ サツ おしゃれなクララとおばあちゃんのぼうし エイミー・デ・ラ・ヘイ　文 エミリー・サットン　絵 たかお　ゆうこ　訳 徳間書店 2015

12 Ｅ ジョ くつくつどんなくつ？ エリザベス・ウィンスロップ　文 ウィリアム・ジョイス　絵 なかがわ　ちひろ　訳 冨山房 1994

13 Ｅ スポ クレメンタインの冬じたく ケイト・スポーン　作 木坂　涼　訳 セーラー出版 1995

14 Ｅ ダン ケイティー ポリー・ダンバー　さく もとした　いづみ　やく フレーベル館 2004

15 Ｅ デイ かようびのドレス ボニ・アッシュバーン　文 ジュリア・デーノス　絵 小川　糸　訳 ほるぷ出版 2015

16 Ｅ ベス ペレのあたらしいふく エルサ・ベスコフ　さく・え おのでら　ゆりこ　やく 福音館書店 1983

17 Ｅ ルイ あかがいちばん キャシー・スティンスン　ぶん ロビン・ベアード・ルイス　え ふしみ　みさを　やく ほるぷ出版 2005

18 ＥＭ はつ ききみみずきん 木下　順二　文 初山　滋　絵 岩波書店 1956

19 ＥＭ ブラ シンデレラ マーシャ・ブラウン　ぶん・え まつの　まさこ　やく 福音館書店 1969

20 280 に ２０世紀のすてきな女性たち4 岡田　好惠　著 後藤　玲子　著 村尾　靖子　著 岩崎書店 2000

21 369 へ 髪がつなぐ物語 別司　芳子　著 文研出版 2017

22 380 い お化粧大研究 石田　かおり　著 矢田　なぎさ　イラスト ＰＨＰ研究所 2003

23 380 う ファッションの歴史 ピエロ・ヴェントゥーラ　文・画 大町　志津子　訳 三省堂 1994

24 380 か 世界ふくそうの歴史１～５ 川口　和正　文 フルタ　ヤスコ　イラスト リブリオ出版 2001

25 380 こ 民俗衣装絵事典 ＭＣＤプロジェクト　編集 ＰＨＰ研究所 2006
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衣服や装身具、美容（髪型、化粧など）に関する図書を展示します。
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26 380 た 世界の民族衣装 竹永　絵里　画 河出書房新社 2017

27 380 れ ビジュアルでわかる世界ファッションの歴史１～５ ヘレン・レイノルズ　文 ほるぷ出版 2014-2015

28 380 ろ 衣服の歴史図鑑 Ｌ．ローランド＝ワーン　著 あすなろ書房 2005

29 450 こ 鉱物・宝石のふしぎ大研究 ＰＨＰ研究所 2010

30 450 さ 結晶・宝石図鑑 Ｒ．Ｆ．シムス　著 Ｒ．Ｒ．ハーディング　著 あすなろ書房 2004

31 519 い 永遠に捨てない服が着たい 今関　信子　著 汐文社 2012

32 570 う 化粧品にかかわる仕事 ヴィットインターナショナル企画室　編集 ほるぷ出版 2008

33 580 す ファッションデザイナー スタジオ２４８　編著 六耀社 2015

34 590 し ミシンなしでかんたん！季節の手芸　 Ｃ・Ｒ・Ｋ　design 　著 理論社 2017

35 590 す ヘアデザイナー スタジオ２４８　編著 六耀社 2016

36 590 は 赤毛のアンの手作り絵本１～３ 白泉社書籍編集部　編 白泉社 1995

37 670 つ 美容室・理容室・サロンで働く人たち 津留　有希　著 ぺりかん社 2015

38 750 す ジュエリーデザイナー スタジオ２４８　編著 六耀社 2018

39 910 か 平安女子の楽しい！生活 川村　裕子　著 岩波書店 2014

40 913 か ようふくなおしのモモーヌ 片山　令子　作 さとう　あや　絵 のら書店 2015

41 913 た いたずらおばあさん 高楼　方子　作 千葉　史子　絵 フレーベル館 1995

42 913 ほ こうえんどおりのようふくやさん 堀　直子　作 神山　ますみ　絵 小峰書店 2005

43 913 も つるばら村の洋服屋さん 茂市　久美子　作 柿田　ゆかり　絵 講談社 2008

44 923 し 月からきたトウヤーヤ 蕭　甘牛　作 君島　久子　訳 岩波書店 2017

45 933 う ドレスを着た男子 デイヴィッド・ウォリアムズ　作 クェンティン・ブレイク　画 鹿田　昌美　訳 福音館書店 2012

46 933 え 百まいのドレス エレナー・エスティス　作 ルイス・スロボドキン　絵 石井　桃子　訳 岩波書店 2006

47 933 せ すずめのくつした ジョージ・セルデン　ぶん ピーター・リップマン　え 光吉　郁子　やく 大日本図書 2010

48 933 ふ おしゃれ教室 アン・ファイン　作 灰島　かり　訳 評論社 2014

49 933 へ リアル・ファッション ソフィア・ベネット　著 西本　かおる　訳 小学館 2012

50 949 や たのしいムーミン一家 トーベ・ヤンソン　作・絵 山室　静　訳 講談社 1990

51 953 る 怪盗ルパン モーリス・ルブラン　作 榊原　晃三　訳 岩波書店 2000
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休館日 9/3(月)、9/8（土）～9/14(金）（特別整理期間）、

9/18(火)、9/25（火）、9/28（金）


