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展 示 資 料 
 

 展示ケース（特別本） 

 書名 著者名 出版者 出版年 資料 ID 請求記号 

 生漉紙 [限定版] [本体] 

(手漉和紙大鑑:第 1 巻) 

 毎日新聞社 1974 003126H 585.69||M1||2-1 

 細川紙誌 細川紙技術者協会編 雄松堂書店 1980 003125J 585.69||H94 

 手漉の紙 後藤清吉郎著 講談社インタ

ーナショナル 

1984 454200C 585.6||G72 

 美濃紙 : その歴史と展開 沢村守編 同和製紙 1983 003153E 585.6||Sa95 

 百万塔陀羅尼  雄松堂書店 1997 000658B 749.2||H1||1 

 和紙に関する資料 

 タイトル 著者名 出版者 出版年 資料 ID 請求記号 

 農業・工業 3(重宝記資料

集成:第 28, 29, 30 巻) 

長友千代治編 臨川書店 2007 422533D 081.7||C53||30 

 紙のふるさとを行く : 歴史

の中の和紙のはなし 

町田誠之著 思文閣出版 1985 078220D 210.04||Ma16 

 紙漉大概/紙漉重宝記/紙

譜 

(江戸科学古典叢書:5) 

木崎盛標, 丹羽桃渓

[著]/国東治兵衛

[著]/木村青竹[著] 

恒和出版 1976 095158H 402.105||E24||5 

 養蠶秘録/綿甫要務/綿花

培養新論/機織彙編/製茶

圖解/朝鮮人参耕作記/椎

茸製造獨按内/製葛録/砂

糖製作記/紙漉重寶記(近

世歴史資料集成:第 2 期:第

3 巻. 日本産業史資料:3/

農業及農産製造) 

 科学書院/霞

ケ関出版 (発

売) 

1991 095376I 408||Ki55||2-3 

★ 紙の歴史(「紙」の大研究:1) 樋口清美構成・文 岩崎書店 2004 391525F 585.08||Ka37||1 

★ 紙とくらし(「紙」の大研究:2) 樋口清美構成・文 岩崎書店 2004 391526D 585.08||Ka37||2 

★ 紙をつくろう(「紙」の大研

究:3) 

高岡昌江構成・文 岩崎書店 2004 391527B 585.08||Ka37||3 

★ 紙の実物図鑑(「紙」の大研

究:4) 

岩崎書店編集部編 岩崎書店 2004 391528A 585.08||Ka37||4 

 和紙事典 : 神の創りたもう

たもの(シリーズ紙の文化:1) 

朝日新聞社編 朝日新聞社 1986 078198D 585.6||A82||1 

 紙の手技 : 紙漉きの匠白

石和紙遠藤忠雄(文化伝承

叢書:1) 

遠藤忠雄 [ほか著]/

笹氣出版編 

笹氣出版 2003 463011E 585.6||E59 

 和紙百話 春名好重著 淡交社 1977 078204B 585.6||H34 

 和紙の里(東書選書:102) 林正巳著 東京書籍 1986 078205A 585.6||H48 



 和紙のすばらしさ : 日本・

韓国・中国への製紙行脚 

ダード・ハンター著/久

米康生訳 

勉誠出版 2009 443236D 585.6||H98 

 和紙の旅 : 時と場所の道 寿岳文章著 芸艸堂 1973 078206I 585.6||J92 

 和紙風土記 新版 

(筑摩叢書:315) 

寿岳文章著 筑摩書房 1987 078208E 585.6||J92 

 和紙博物誌 : 暮らしのなか

の紙文化 

小林良生著 淡交社 1995 244306G 585.6||Ko12 

 和紙周遊 : 和紙の機能と

源流を尋ねて 

小林良生著 ユニ出版 1988 078214J 585.6||Ko12 

 和紙文化研究事典 久米康生著 法政大学出版

局 

2012 465079E 585.6||Ku37 

 和紙の源流 : 東洋手すき

紙の多彩な伝統 

久米康生著 岩波書店 2004 395564I 585.6||Ku37 

 和紙の文化史 久米康生著 木耳社 1976 060689I 585.6||Ku37 

 和紙文化誌 久米康生著 毎日コミュニケ

ーションズ 

1990 078210G 585.6||Ku37 

 和紙と日本人の二千年  

(21 世紀図書館:4) 

町田誠之著 PHP 研究所 1983 078219A 585.6||Ma16 

 和紙の四季 町田誠之[著] 駸々堂出版 1978 078217D 585.6||Ma16 

 和紙の伝統 町田誠之著 駸々堂出版 1984 078221B 585.6||Ma16 

 和紙の風土 町田誠之著 駸々堂出版 1981 078218B 585.6||Ma16 

 和紙文化史年表 前川新一著 思文閣出版 1998 264195A 585.6||Ma27 

 和紙のデザイン : 知の資源 森島紘史著 鹿島出版会 2003 386751A 585.6||Mo64 

 紙 : 七人の提言 日本・紙アカデミー編 思文閣出版 1992 078196H 585.6||N71 

 和紙(伝統を作る : 読んで

見てできる) 

白石和己監修 学習研究社 2004 408081F 585.6||Sh82 

 古典籍古文書料紙事典 : 

必携 

宍倉佐敏編著 八木書店 2011 455400B 585.6||Sh91 

 和紙の研究 : 続・藍の華 高橋正隆著 近代文芸社 1995 386601H 585.6||Ta33 

 手漉き和紙  東京連合印刷

出版部 

1983 078225E 585.6||Te84 

 和紙 : 風土・歴史・技法 柳橋真著 講談社 1981 078228J 585.6||Y15 

★ 和紙のふるさと 後藤清吉郎著 美術出版社 1967 452059J 585.69||G72 

 和紙 歴史篇 [1] 加藤晴治著 丸善 1965 078211E 585.69||Ka86||1 

 和紙 歴史篇 2 加藤晴治著 東京電機大学

出版局 

1966 078212C 585.69||Ka86||2 

 和紙 技術篇 加藤晴治著 東京電機大学

出版局 

1966 078213B 585.69||Ka86||3 

 和紙の手帖 : 和紙の歴

史・製法・用途・産地のすべ

て [1] 

 全国手すき和

紙連合会 

1988 245385B 585.69||W42||1 



 和紙の手帖 : 和紙の歴

史・製法・用途・産地のすべ

て 2 

 全国手すき和

紙連合会 

1988 253051B 585.69||W42||2 

 紙漉重宝記/績麻録/塗物

伝書(陸奥)/紀州熊野炭焼

法一条并山産物類見聞之

成行奉申上候書附(日向)/

実地新験生糸製方指南(信

濃)/樟脳製造法(日本農書

全集:第 53 巻. 農産加

工:4) 

国東治兵衛 [著]/亀

井与右衛門 [著]/[著

者不詳]/山元藤助 

[著]/館三郎 

[著]/[著者不詳] 

農山漁村文化

協会 

1998 267833B 610.8||N71||53 

 安部栄四郎 : 雁皮紙/岩

野市兵衛 : 越前奉書/石

州半紙 : 石州半紙技術者

会/本美濃紙 : 本美濃紙

保存会(人間国宝シリー

ズ:38) 

 講談社 1978 083530H 709.208||N76||38 

 手漉和紙 : 越前奉書・石

州半紙・本美濃紙(無形文

化財記録:工芸技術編 3) 

文化庁編 第一法規出版 1971 083691F 709||B89||1-3 

 彩画職人部類 複製版 大 

(近世日本風俗絵本集成) 

橘岷江画 臨川書店 1980 166727B 721.8||Ki46||12-1 

 レンブラントと和紙 貴田庄著 八坂書房 2005 417421G 723.359||Ki12 

 百万塔陀羅尼の研究 : 静

嘉堂文庫所蔵本を中心に 

増田晴美編著/便利

堂編集 

汲古書院 2007 431684D 749.21||Ma66 

 百万塔陀羅尼の研究 日本印刷学会西部支

部百万塔陀羅尼研究

班編 

「百万塔陀羅

尼の研究」刊

行委員会/八

木書店 (発売) 

1987 107535H 749.21||N71 

 視聴覚資料 

★ 漉く : 越前和紙(日本の伝

統工芸品産業全集:7. 和

紙・人形:7) 

伝統的工芸品産業振

興協会監修/ジャン・

ユンカーマン監督 

 

ダイヤモンド社 1992 332384G V750||N71||7 

 和紙工芸に関する資料 

 タイトル 著者名 出版者 出版年 資料 ID 請求記号 

 彩飾和紙譜 : 生活を彩る

和紙 

久米康生著 平凡社 1994 233662G 585.6||Ku37 

 和紙 : 多彩な用と美 久米康生著 玉川大学出版

部 

1998 263378H 585.6||Ku37 

 和紙のある暮らし 

(コロナ・ブックス:84) 

太陽編集部,コロナ・ブ

ックス編集部編 

平凡社 2000 395554B 585.6||Ta25 



 和紙人形 : 歌舞伎風俗 

(伝統美術手工芸シリー

ズ:13) 

きふじ早苗著 マコー社 1974 117070I 594.08||D61||13 

 和紙工芸 : 箱張りと小物

78 選(伝統美術手工芸シリ

ーズ:31) 

佐藤治樹著 マコー社 1976 117088B 594.08||D61||31 

 和紙ちぎり絵 

(伝統美術手工芸シリー

ズ:32) 

中野はる著 マコー社 1979 117089J 594.08||D61||32 

 和紙人形 : 江戸風俗 

(伝統美術手工芸シリー

ズ:6) 

きふじ早苗著 マコー社 1973 117062H 594.08||D61||6 

 押絵づくし : 和紙でたのし

む 

福田弘平著 マコー社 1985 117111J 594.9||F74 

 和紙のちぎり絵 [正] 

(NHK 婦人百科) 

中野はる著 日本放送出版

協会 

1977 117114D 726.9||N39||1 

 和紙のちぎり絵 続 

(NHK 婦人百科) 

中野はる著 日本放送出版

協会 

1977 117113F 726.9||N39||2 

 和紙ちぎり絵 佐藤せつ著 学習研究社 1984 117118G 726.9||Sa85 

 和紙孔版画のすすめ : 手

技の温もりが生きる風景 

本間吉郎著 日貿出版社 1999 268521D 737||H85 

★ 和紙・人形 : ほか 

(日本の伝統工芸品産業全

集:7) 

犬丸直, 吉田光邦編 ダイヤモンド社 1992 315254F 750.8||N71||7 

 暮らしを楽しむかんたん折り

紙 

[川名晶子, くまだまり

作品デザイン] 

雄鶏社 2009 438052F 754.9||Ka96 

 日本の伝承切紙 熊谷清司著/田淵暁, 

狩野弘撮影 

文化出版局 1981 144219I 754.9||Ku33 

 かわいい切り紙レシピ : はさ

みでつくる小さなしあわせ 

 学習研究社 2008 452214B 754.9||N37 

 古典折り紙 佐久間八重女著 平凡社 1981 144215F 754.9||Sa45 

 古典にみる折り紙 高木智著 日本折紙協会 1993 204710B 754.9||Ta29 

 Origami for displays, 

ornaments 

Toshie Takahama Shufunotomo 1974 276669I 754.9||Ta33 

 Origami toys : 15 simple 

models 

Toshie Takahama Shufunotomo 1973 276668A 754.9||Ta33 

 Origami for fun : 31 basic 

models 

Toshie Takahama Shufunotomo 1973 276672I 754.9||Ta33 

 The complete origami 

collection 

Toshie Takahama Shufunotomo 

Co. 

1997 276671A 754.9||Ta33 

★ 英語訳つきおりがみ 

 

山口真著 池田書店 2001 359402F 754.9||Y24 



★ 人形愛哀 : きふじ早苗和

紙人形作品集 

きふじ早苗著, 山田久

米夫写真 

文化出版局 1981 329687D 759||Ki15 

★ 楽しいくす玉 最新決定版 

(レッスンシリーズ) 

田坂節子指導 パッチワーク通

信社 

2010 448594H B||8198 

 
★印は関屋図書館所蔵資料 

 

展示資料以外にも資料を所蔵しています。 

図書館ホームページより、ＯＰＡＣ（蔵書検索）で検索をしてみよう！ 

 


