
盛岡藩の職人たち
No 書名 編著者名 出版者 出版年 請求記号 館外貸出

1 伊呂波寄御支配帳 ー ー ー 31/55

2
御徒目付支配中使以下
諸職人並諸小者調帳

ー ー 1867 新/31/62

3
御城下 安政五歳午之夏改
身帯帳 三

ー ー 1858 新/31/143/3

4 盛岡産業名勝名物案内 盛岡市∥編 盛岡市 1922.7
K/291.1/
ﾓ1/9

5 盛岡商工人名録 太田  忠善∥編纂 盛岡実業協会 1911.4
K/280.3/
ﾓ1/1-11

南部鉄器
No 書名 編著者名 出版者 出版年 請求記号 館外貸出

6 岩手県鋳工年表 瀬川　宗兵衛∥著 太田孝太郎 1927.5 K/581/ｾ1/1

7 切手に見る岩手 山崎　光蔵∥著 岩手日報社 1990.4 K/693/ﾔ1/1 ○

8 工芸図監 岩手工芸会∥撰輯 岩手工芸会 － K/759/ｲ1/1

9 国産南部鉄瓶 荻野　太郎∥著 巌鷲堂 1900.9 K/756/ｵ1/1

10 南部鉄瓶工 中本　たか子∥著 新潮社 1938.4 K/993/ﾅ1/1

11 南部鉄瓶工業組合定款
南部鉄瓶工業組合
∥編

南部鉄瓶工業組合 1937.4 K756/ﾅ2/1

12 南部のほまれ ー ー 1901 新/75/19

13
南部盛岡御釜屋小泉仁左衛
門氏文書

香取　秀真∥著
第8代小泉仁左衛門
清信先生門弟一同

1927.5 Ｋ/756/ｶ2/1

14 水沢鋳物発達史考 小林　晋一∥著 ー 〔1971.1〕
K/564/ｺ1/
1-1

染め物
No 書名 編著者名 出版者 出版年 請求記号 館外貸出

15
岩手県臨時工業原料調査会
報告書

岩手県内務部∥編 岩手県内務部 1920.9 500/ﾊﾗ1

16 岩手の伝統産業展図録
岩手県立博物館∥
編

岩手県立博物館 1982.1
K/750/ｲ3/
1-82

○

17
絵葉書アルバム 盛岡編 2より
南部紫根染晒場　南部紫根染
工場の一部

ー ー ー
K/290.7/
ｴ1/2

18 古法南部紫・茜南部しぼり 藤田　勉∥著 草紫堂 1989.6 K/753/ﾌ2/3 ○

19 小紋帳 宮川屋　豊吉∥編 ー 1876 新/75/12

20 紫草園 中村　省三 紫艸園 1927 新/75/9
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No 書名 編著者名 出版者 出版年 請求記号 館外貸出

21 当世色帳 宮川屋　豊吉∥編 ー ー 新/75/10

22 南部古代型染一代 小野　三郎∥著 牧野出版 1979.11 K/753/ｵ1/1

23 南部むらさき 佐島　直三郎∥編
南部むらさき染
研究会

1981.2 K/753/ｻ1/1 ○

24 南部むらさき誌
佐島　直三郎∥編
平山　貞∥編

岩手県南部むらさ
き染研究会

1992.3 K/753/ｻ1/2 ○

25 南部むらさきの由来 中村　省三∥編 紫艸園 1918.1 K/753/ﾅ1/1

26 南部紫之由来
中村　治兵衛∥著
中村　省三∥編

紫艸園 1927 新/75/7

27 南部紫之由来 藤田　謙∥編 艸紫堂 1937.6 K/753/ﾌ1/1

28 南部紫之由来 復刻版 藤田　勉∥著 草紫堂 1981.12 K/753/ﾌ2/1 ○

29 紫茜染秘法 太田　孝太郎 写 ー ー 08/2/35

ホームスパン
No 書名 編著者名 出版者 出版年 請求記号 館外貸出

30 イギリス海岸 木村 紅美∥著
メディアファクト
リー

2008.2 K/913.6/ｷﾑ ○

31 岩手の名工
岩手県技能士会∥
編

岩手県技能士会 1993.2 K/750/ｲ8/1 ○

32
季刊染織と生活第19号冬
特集手織りホームスパン

ー 染織と生活社 1977.12 K/753/ｲ1

33 ホームスパンテクニック 森 由美子∥著 染織と生活社 2002.10 K/586.57/ﾓﾘ ○

34 私の回想録
ホームスパンの道60年の歩み

菊池  久∥〔著〕 菊池久 2005.12 K/586.57/ｷｸ ○

岩谷堂箪笥
No 書名 編著者名 出版者 出版年 請求記号 館外貸出

35 いわての手仕事
いわての手仕事刊
行会∥編

岩手県文化財愛護
協会

1988.8 K/750/ｲ5/1 ○

36 岩谷堂箪笥 成田 寿一郎∥著 理工学社 1997.10 K/758/ﾅﾘ ○

37 奥羽史談 58・59合併号 ー 奥羽史談会 1972.2
KS/20/ｵ2/
50-69

38 長持タンス唄のきこえる里 星　クツ子∥著 高橋初男 1982.6 K/583/ﾎ1
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漆　器
No 書名 編著者名 出版者 出版年 請求記号 館外貸出

39
いわての漆
縄文から現代まで岩手に伝わ
る漆の文化

岩手県立博物館∥編集
岩手県文化振興事業団∥
編集

岩手県立博物館
岩手県文化振興事業団 2010.10 K/752.2/ｲﾜ ○

40 漆器 うるみ工芸∥編 うるみ工芸 〔1990〕 K/752/ｳ1/1

41
南部三郎様御箸初御用御椀
積書

ー ー 1864 38/48

42 秀衡椀 佐々木　誠∥著 芸艸堂 1984.10 K/752/ｻ1/1

43 和のしずく浄法寺漆 ー 滴生舎 ー K/752/ﾃｷ ○

陶磁器
No 書名 編著者名 出版者 出版年 請求記号 館外貸出

44 岩手の陶窯 盛岡市公民館∥編 盛岡市公民館 1969.3 K/751/ﾓ1/1 ○

45 北陸中散歩 ー 自在社 1984.8
K/290.9/
ｼ9/1

○

46 炎と斗う 高橋　喜三郎∥著 マ・シェリ 2000.1
K/751.028/
ｼﾓ

○

47 民藝　第92号 ー 日本民芸協会 1960.8 S/750/ﾐ2

雑誌「てくり」
No 書名 編著者名 出版者 出版年 請求記号 館外貸出

48 北の服
沼田 桃子∥写真
木村  衣有子∥文

まちの編集室 2010.11 K/593/ﾇﾏ ○

49

てくり　通巻2号
「こんにちは！中村さん
ホームスパン「中村工房」の
ひみつ」

ー まちの編集室 2005.11 KS/05/ﾃ2/2 ○

50
てくり　第8号 通巻8号
「絞る。染める。伝える。
南部紫根染・草紫堂物語」

ー まちの編集室 2008.11 KS/05/ﾃ2/8 ○

51
てくり　第11号 通巻11号
「大きな栗の木の下で。
～光原社All about」

ー まちの編集室 2010.6 KS/05/ﾃ2/11 ○

52
ｔｅ  ｎｏ  ｔｅ
いわ「てのて」しごと－
ｃｒａｆｔｓ＆ｐｒｏｄｕｃｔｓ

まちの編集室∥企画
木村  敦子∥構成 まちの編集室 2009.9

K/750.2122/
ﾃﾉ

○
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気仙大工
No 書名 編著者名 出版者 出版年 請求記号 館外貸出

1 気仙大工雑纂 平山　憲治∥著 耕風社 1992.4 K/525.54/ﾋﾗ

2
気仙大工道具考
ブックレット1

平山　憲治∥著 平山憲治 1994.10 K/520/ﾋ1/2

3 気仙大工展
岩手県立博物館∥編
集

岩手県文化振興事
業団

1998.3 K/525.54/ｹｾ ○

4 気仙大工展
陸前高田市立博物館
∥編

陸前高田市立博物
館

1984.1 K/520/ﾘ1/1

5 匠たちへの誘い　上
気仙大工・気仙かべ技倆写真帖

鈴木  良男∥〔ほか〕

平山  憲治∥監修
共和印刷 1982.1 K/520/ｼ2/1

6 匠たちへの誘い　下
気仙大工・気仙かべ技倆写真帖

鈴木  良男∥〔ほか〕

平山  憲治∥監修
共和印刷 1982.4

K/520/ｼ2/
1-2

○

7 宮城県の諸職
諸職関係民俗文化財調査報告書

東北歴史資料館∥編 東北歴史資料館 1990.3 384.3/ﾄ1/1 ○

No 資料名 館外貸出

8 毎日新聞
（原紙複製）

岩手の手仕事に関する資料
No 書名 編著者名 出版者 出版年 請求記号 館外貸出

9 彩漆と蒔絵 古関　六平∥著 古関六平 1991.5 K/752/ｺ1/1 ○

10 いわて漆の近代史 工藤 紘一∥著 川口印刷工業 2011.7 K/658.7/ｸﾄﾞ ○

11 いわての漆
岩手県立博物館/岩手県
文化振興事業団∥編集

岩手県立博物館
岩手県文化振興事業団

2010.1 K/752.2/ｲﾜ ○

12 いわての漆の魅力をさぐる
岩手県立博物館/岩手県
文化振興事業団∥編集

岩手県立博物館
岩手県文化振興事業団

2011.2 K/658.7/ｲﾜ ○

13 いわての手仕事
いわての手仕事刊行
会∥編

岩手県文化財愛護
協会

1988.8 K/750/ｲ5/1 ○

14 岩手の名工 岩手県技能士会∥編 岩手県技能士会 1993.2 K/750/ｲ8/1 ○

15
岩手県養蚕連四十三年のあ
ゆみ

岩手県養蚕農業協同組
合連合会∥編

岩手県養蚕農業協同
組合連合会

1992.3 K/630/ｲ6/1 ○

16 岩谷堂箪笥 成田 寿一郎∥著 理工学社 1997.1 K/758/ﾅﾘ ○

17 漆
日本うるし掻き技術保
存会∥編集

日本うるし掻き技術
保存会

2000.2 K/658.7/ｳﾙ ○

18 漆絵皿 新海  洸∥著 創樹社美術出版 2010.1 K/752/ｼﾝ ○

19 漆かき職人の一年
工藤  紘一∥企画編
集協力

日本うるし掻き技術
保存会

2005.3 K/658.7/ｳﾙ ○

20 宮内省内匠佐藤金治郎 平山　憲治∥編著 気仙大工研究所 1994.1 K/520/ﾋ1/3 ○

内容
平成23年(2011)11月16日
「仮設で暮らす元職人たち 「気仙大工の技」発揮」

* 以下の資料は、展示期間中も館外貸出できます
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No 書名 編著者名 出版者 出版年 請求記号 館外貸出

21 気仙・匠・年輪 ー
花輪喜久蔵事績録刊
行委員会

1993.12 K/520/ｹ5/ ○

22 気仙大工 平山　憲治∥著 ＮＳＫ地方出版 1978.11 K/520/ﾋ1/1 ○

23 衣川村増沢塗 ー 衣川村 〔1998〕 K/752/ｺﾛ ○

24 GEOCOLOR 髙橋 陽子∥[作] 地熱染色研究所 2010.4 K/753.8/ﾀｶ ○

25 浄法寺椀 田中　庄一∥著 田中庄一 1970.9 K/752/ﾀ1/1 ○

26 染むる糸 山崎文子ルーム∥編 山崎文子ルーム 1982.3 K/753/ﾔ1/1 ○

27 東北の工匠 毎日新聞社∥編 毎日新聞社 1979.12 K/750/ﾏ1/1 ○

28
鳥越を中心とした
二戸の竹細工

岩手県商工会連合会二
戸地区広域指導セン
ター∥編

岩手県商工会連合会
二戸地区広域指導セ
ンター

1987.2序 K/754/ｲ1/1 ○

29 南部鉄器 堀江 皓∥著 理工学社 2000.6 K/581.1/ﾎﾘ ○

30 南部鉄器その美と技
南部鉄器協同組合∥
編

岩手県南部鉄器協同
組合連合会

1990.3 K/756/ﾅ6/1 ○

31 南部の漆を支えた人びと 工藤 紘一∥著 川口印刷工業 2006.1 K/658.7/ｸﾄﾞ ○

32 南部むらさき誌 佐島　直三郎∥編
岩手県南部むらさ
き染研究会

1992.3 K/753/ｻ1/2 ○

33 花巻人形 熊谷　章一∥共編 郷土文化研究会 1975.8 K/759/ｸ1/1 ○

34 花巻人形と東北の土人形 花巻市博物館∥編集 花巻市博物館 2006.7 K/759.9/ﾊﾅ ○

35 ホームスパンテクニック 森 由美子∥著 染織と生活社 2002.1 K/586.57/ﾓﾘ ○

36 炎と斗う 高橋　喜三郎∥著 マ・シェリ 2000.1
K/751.028/
ｼﾓ

○

37 和のしずく浄法寺漆 ー 滴生舎 ー K/752/ﾃｷ ○

38 私の回想録 菊池  久∥〔著〕 菊池久 2005.12 K/586.57/ｷｸ ○

39 私のやきもの 吉田　うめ∥著 吉田うめ 1980.3 K/751/ﾖ1/1 ○

手仕事に関する資料
No 書名 編著者名 出版者 出版年 請求記号 館外貸出

40 あっぱれ!津軽の漆塗り 佐藤 武司∥著 弘前大学出版会 2005.3 752/ｻﾄ ○

41 一生使える道具を選ぶ。 ー 主婦と生活社 2006.3 590/ｲﾂ ○

42 いつものうるし 桐本 泰一∥監修 ラトルズ 2005.5 752/ｲﾂ ○

43 器つれづれ 白洲 正子∥著 世界文化社 1999.7 750.4/ｼﾗ ○

44 漆 灰野 昭郎∥著 講談社 2001.9 752/ﾊｲ ○

45 漆Ⅰ 四柳 嘉章∥著 法政大学出版局 2006.2 752.2/ﾖﾂ/1 ○
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No 書名 編著者名 出版者 出版年 請求記号 館外貸出

46 漆Ⅱ 四柳 嘉章∥著 法政大学出版局 2006.2 752.2/ﾖﾂ/2 ○

47 漆塗り 豊島 清∥著 木耳社 2010.4 752/ﾄﾖ ○

48
漆ぬりもの風土記
東日本編

山岸　寿治∥〔著〕 雄山閣 1985.11 752/ﾔ1/1 ○

49 漆はジャパンである
北國新聞社編集局∥
編著

時鐘舎 2008.9 752/ｳﾙ ○

50 漆百科 山本 勝巳∥著 丸善 2008.5 752/ﾔﾏ ○

51 カイコの絵本
きうち まこと∥へん

もと くにこ∥え
農山漁村文化協会 1999.4 J/630/ｶｲ ○

52
木と漆<うるし>
里山の漆工芸

丸山 高志∥編集
日本漆工協会うるし
の日推進会議実行委
員会

2010.3 752/ｷﾄ ○

53 木の匙 三谷 龍二∥著 新潮社 2005.1 754.3/ﾐﾀ ○

54
京都・ふだん使いのうつわ
や

ー 青幻舎 2003.6 596.9/ｷﾖ ○

55 近世漆器の産業技術と構造 北野 信彦∥著 雄山閣 2005.11 752.2/ｷﾀ ○

56 骨董の器で飲む酒とお茶 森田 直∥監修 淡交社 2001.2 596.9/ｺﾂ ○

57
産地別すぐわかるうるし塗
りの見わけ方

中里 寿克∥監修 東京美術 2000.12 752/ｻﾝ ○

58 漆器の弁当箱・食籠・盆
前田 祐志∥コレク
ター&著

東京農業大学出版
会

2005.9 752/ﾏｴ ○

59 全国伝統やきもの窯元事典 みわ 明∥編 東京堂出版 2005.7 751.1/ｾﾞﾝ ○

60 染め織りめぐり 木村 孝∥監修 JTB 2002.11 753/ｿﾒ ○

61 箪笥 小泉　和子∥著 法政大学出版局 1982.2 583.75/ｺ1/1 ○

62 手仕事の日本 柳 宗悦∥著 小学館 2000.3 750.21/ﾔﾅ ○

63 伝統産業新時代!
東北産業活性化セン
ター∥編

日本地域社会研究
所

2004.8 602.12/ﾄｳ ○

64 伝統的工芸品の本
伝統的工芸品産業振興
協会∥編集

同友館 2003.7 750.21/ﾃﾞﾝ ○

65 日本各地にみるお椀の美展 ー 日本漆工協会 1982 752/ﾆ2/1 ○

66 日本伝統織物集成（復刻）
後藤 捷一∥監修
辻合 喜代太郎∥編纂

日本図書センター 2011.6 586.721/ﾆﾎ ○

67 日本伝統工芸鑑賞の手引 日本工芸会∥編 芸艸堂 2000.9 750.21/ﾆﾎ ○

68 日本の染と織
伊藤 佐智子∥著
アートディレクション

パイインターナ
ショナル

2011.7 753/ｲﾄ ○

69 日本の手仕事    小澤 典代∥著   主婦の友社  2011.10    750.21/ｵｻﾞ ○

70 日本のやきもの ー 日本放送出版協会 1997.6 751.1/ﾆﾎ ○

71 日本やきもの史 ー 美術出版社 1998.1 751.1/ﾆﾎ ○

72 FOLK TOYS NIPPON 木戸 昌史∥編著
ビー・エヌ・エヌ
新社

2009.6 759.9/ｷﾄﾞ ○
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No 書名 編著者名 出版者 出版年 請求記号 館外貸出

73 ふるさと玩具図鑑 井上 重義∥著 平凡社 2011.8 759.9/ｲﾉ ○

74 フロム日本 ー マガジンハウス 2005.8 750.21/ﾌﾛ ○

75 ホームスパンの技法入門 三枝　古都∥著 染織と生活社 1986.1 586.57/ﾐ1/1 ○

76 紫 竹内 淳子∥著 法政大学出版局 2009.1 577.99/ﾀｹ ○

77 やきものの見方・楽しみ方 仁木 正格∥著 主婦の友社 2006.2 751.1/ﾆｷ ○

78 柳宗悦の世界 尾久 彰三∥監修 平凡社 2006.2 750.21/ﾔﾅ ○

79 柳宗悦民藝の旅 ー 平凡社 2011.5 750.21/ﾔﾅ ○

80 良品活力
遠藤 ケイ∥
[ほか]著

山と渓谷社 2003.3 589/ﾘﾖ ○

81 和雑貨歳時記 造事務所∥編　著 Parco 1998.3 589/ﾜｻﾞ ○

82 和食器と暮らす ー 主婦の友社 2001.9 596.9/ﾜｼ ○

83 わたしの和道具帖
平野 恵理子∥
絵と文

清流出版 2005.1 590.4/ﾋﾗ ○

84 和箪笥
NHK「美の壺」制作
班∥編

日本放送出版協会 2007.5 758/ﾜﾀﾞ ○

職人に関する資料
No 書名 編著者名 出版者 出版年 請求記号 館外貸出

85
熱い気持ちで働きたいなら
職人になろう!

きもと えいこ∥著 こう書房 2005.2 Y/366.29/ｷﾓ ○

86 ARTISAN 浅見 文夫∥[著] 遊行社 2006.1 Y/750.21/ｱｻ ○

87 失われた手仕事の思想 塩野 米松∥著 草思社 2001.9 384.38/ｼｵ ○

88 江戸の手わざ 田中 敦子∥著 文化出版局 2001.4 750.2136/ﾀﾅ ○

89 女職人カタログ 菊池 比佐乃∥著 Parco出版 1995.9 750.21/ｷ2/1 ○

90 女職人になる 鈴木 裕子∥著 アスペクト 2005.11 750.21/ｽｽﾞ ○

91 最後の職人伝 塩野 米松∥著 平凡社 2007.1 384.38/ｼｵ ○

92 職人気質をひとつ 小山 織∥著 日本放送出版協会 2002.12 750.21/ｺﾔ ○

93 職人ワザ!
いとう せいこう∥
著

新潮社 2005.8 750.21/ｲﾄ ○

94 図説日本の職人 神山 典士∥文 河出書房新社 2007.1 750.21/ｺｳ ○

95 生活の道具
スペースデザイン
カレッジ∥編集

スペースデザイン
カレッジ

2006
おわりに

750/ｾｲ ○

96 中学生からの職人塾 伊藤 建男∥著 リヨン社 2005.7 Y/750.21/ｲﾄ ○

97 手業に学べ 塩野 米松∥著 小学館 2000.11 384.38/ｼｵ/4 ○
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No 書名 編著者名 出版者 出版年 請求記号 館外貸出

98 陶芸家になりたい! ー 双葉社 2003.1 751.07/ﾄｳ ○

99 ニッポンの手仕事
井上 雅義∥
写真と文

日経BP社 2003.9 750.21/ｲﾉ ○

100
日本でオンリーワンになる
ためのハローワーク

ギル*バート∥編
ライブドアパブ
リッシング

2005.12 750.21/ﾆﾎ ○

101 日本の森と木の職人 西川 栄明∥著
ダイヤモンド・
ビッグ社

2007.5 754.3/ﾆｼ ○

102 日本の技 小田 孝治∥文 メトロポリタン 2000.12 750.21/ｵﾀﾞ ○

103 日本を継ぐ異邦人
井上 和博∥
写真　文

中央公論社 1998.1 750.21/ｲﾉ ○

104 ものをつくるしごと ー
東北電力株式会社広
報・地域交流部 2005.3 Y/602.12/ﾓﾉ ○

105 技を継ぐ 京都新聞社∥編著
京都新聞出版セン
ター

2001.7
750.2162/
ﾜｻﾞ

○

手作りするための資料
No 書名 編著者名 出版者 出版年 請求記号 館外貸出

106 あこがれの陶芸生活入門 西田 成夫∥著 PHP研究所 2005.9 751/ｱｺ ○

107 ECO CRAFTでかごを編む。 ー 河出書房新社 2003.7 754.9/ｴｺ ○

108
エコクラフトで作る石畳編
みのかごとバッグ

木原 基子∥著 成美堂出版 2011.3 754.9/ｷﾊ ○

109 お茶のおいしい陶芸
視覚デザイン研究所
編集室∥編

視覚デザイン研究
所

1999.4 751/ｵﾁ ○

110 季節を楽しむキッチン染色 箕輪 直子∥著 主婦と生活社 2002.5 753.8/ﾐﾉ ○

111 草木染め [箕輪 直子∥著] 雄鶏社 1999.6 753.8/ﾐﾉ ○

112 草木染めをしてみませんか 淡交社編集局∥編 淡交社 2003.5 753.8/ｸｻ ○

113 子どもと楽しむ染め時間! 村田 浩子∥著 かもがわ出版 2011.1 376.156/ﾑﾗ ○

114 酒の器をつくる 佐藤 和彦∥著 誠文堂新光社 1999.7 751/ｻﾄ ○

115
知る!使う!作る!うるしの
器

ー 阿部出版 2001.1 752/ｼﾙ ○

116 染めるって楽しい! 我那覇 陽子∥著 文化出版局 2002.7 753.8/ｶﾞﾅ ○

117 竹細工を楽しむ
自然素材工作編集部
∥編

誠文堂新光社 2008.1 754.7/ﾀｹ ○

118 つるクラフト 石黒 陽子∥著 文化出版局 1998.1 754.6/ｲｼ ○

119 手びねりの茶碗 ー 淡交社 2003.3 751/ﾃﾋﾞ ○

120 籐の手さげとバッグ 神 芳子∥著 日本ヴォーグ社 2003.7 754.6/ｼﾞﾝ ○

121 ハーブ染めレッスン 梅原 亜也子∥著 誠文堂新光社 2010.9 753.8/ｳﾒ ○

122 ハーブの染色図鑑 箕輪 直子∥著 誠文堂新光社 1996.5 753.8/ﾐﾉ ○
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No 書名 編著者名 出版者 出版年 請求記号 館外貸出

123 はじめてのかご作り 佐々木 麗子∥著 文化出版局 1999.6 754.6/ｻｻ ○

124 はじめての陶芸
成美堂出版編集部∥
編

成美堂出版 2002.4 751/ﾊｼﾞ ○

125 はじめてのやきものづくり ー 成美堂出版 1998.7 751/ﾊｼﾞ ○

126
福田りおのアップリケで楽
しむ羊毛スイーツ

福田 りお∥著 主婦と生活社 2009.12 K/594.2/ﾌｸ ○

127
福田りおの羊毛フェルトの
スイーツレシピ

福田 りお∥著 日本ヴォーグ社 2008.12 K/594/ﾌｸ ○

128
混ぜておぼえるはじめての
釉薬づくり

野田 耕一∥著 誠文堂新光社 2005.11 751/ﾉﾀﾞ ○

129
やきものをつくる滝口和男
の手びねりの器

滝口 和男∥著 双葉社 2000.4 751/ﾀｷ ○

130 やきものをつくるどこでも
アトリエ、何でも道具

白石 斉∥著 双葉社 1998.1 751/ｼﾗ ○

131 羊毛フェルトのスイーツ 福田 りお∥著 日本ヴォーグ社 2007.5 K/594/ﾌｸ ○
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