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講座名 （１）知って得するお花の水揚げ講座

関連本 『水揚げ＆花のケア』(誠文堂新光社

講座名 （２）ジェルネイルの正しいやり方

関連本 『ジェルネイルプレミアム BOOK

講座名 （３）コンビニコピー機でA3印刷する方法

関連本 『POP・お知らせポスター・暮らしの書類のつくり方

講座名 （４）年賀状作りに役立つ無料イラスト素材＆無料ソフト

関連本 『自由自在に使えるカット&イラスト集

講座名 （５）お花の色いろとプリザーブド

関連本 『いちからはじめるプリザーブドフラワーの作り方

講座名 （６）初心者でもわかる！保険を活用した資産運用セミナー

関連本 『必ず知っておきたいお金の貯め方・使い方

講座名 （７）親子で学ぶ金融教室

関連本 『小学生でもわかるお金にまつわるそもそも事典

講座名 （８）和塾流 日本伝統文化体験講座

関連本 『日本の伝統文化しきたり事典』

講座名 （９）水筒で簡単に作れる糀（こうじ）あまざけとスイーツ

関連本 『塩麹&甘酒で作る、麹のおいしいスイーツレシピ

講座名 （１０）米粉を使ったお菓子作り

関連本 『かんたん、おいしい米粉のお菓子

講座名 （１１）失敗しないスポンジのコツ

関連本 『卵１個でちゃんと覚えるスポンジケーキ

講座名 （１２）家庭で作るマカロン 

関連本 『だれもが成功!はじめてのマカロン

講座名 （１３）ワンランク上のケーキデコレーション

関連本 『はじめてのデコレーションケーキ

講座名 （１４）魚介のパエリアを作りましょう！

関連本 『フライパンひとつで作る絶品パエリア

講座名 （１５）かわいいガーデンシクラメンの苔（こけ）玉づくり

関連本 『アレンジをたのしむ苔玉と苔の本

講座名 （１６）伝統織物「亀田縞」を使ってマフラーを作り巻いてみましょう！
（１７）亀田縞で小物入れ作り

関連本 『伝統工芸品』(新潟市江南区役所産業振興課
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「まちゼミ in
亀田図書館

10月5日(木)～12月5日(火) 亀田図書館で
知って得するお花の水揚げ講座

誠文堂新光社) 一言紹介：切り花を長く美しく咲かせるためのコツを詳しく紹介。

ジェルネイルの正しいやり方

BOOK』(ブティック社) 一言紹介：ベーシックデザインやトレンドアートも掲載。

印刷する方法

・お知らせポスター・暮らしの書類のつくり方』(技術評論社) 一言紹介：A3 版ポスターの作り方も解説。

年賀状作りに役立つ無料イラスト素材＆無料ソフト

イラスト集』(成美堂出版) 一言紹介：年賀状にも使える素材集

お花の色いろとプリザーブド

いちからはじめるプリザーブドフラワーの作り方』(誠文堂新光社) 一言紹介：基本から応用技術まで解説。

初心者でもわかる！保険を活用した資産運用セミナー

め方・使い方』(西東社) 一言紹介：様々なお金のキホンや

小学生でもわかるお金にまつわるそもそも事典』(シーアンドアール研究所) 一言紹介：家族一緒に学べる本。

日本伝統文化体験講座

』(柏書房) 一言紹介：様々な伝統文化のルーツなどを写真・図版で解説。

水筒で簡単に作れる糀（こうじ）あまざけとスイーツ

のおいしいスイーツレシピ』(河出書房新社) 一言紹介：自然な甘さのスイーツレシピ集。

米粉を使ったお菓子作り

かんたん、おいしい米粉のお菓子』(主婦と生活社) 一言紹介：米粉のクッキー、スポンジケーキなどを紹介。

失敗しないスポンジのコツ

卵１個でちゃんと覚えるスポンジケーキ LESSON』(文化出版局) 一言紹介：難しい泡立てや混ぜ方も解説。

はじめてのマカロン』(旭屋出版) 一言紹介：初心者でも作りやすいパリ風マカロンを紹介。

ワンランク上のケーキデコレーション

はじめてのデコレーションケーキ BOOK』(マイナビ出版) 一言紹介：クリームの絞り方などを写真で

魚介のパエリアを作りましょう！

フライパンひとつで作る絶品パエリア』(辰巳出版) 一言紹介：手に入りやすい食材での簡単な調理法を紹介。

かわいいガーデンシクラメンの苔（こけ）玉づくり

アレンジをたのしむ苔玉と苔の本』(メイツ出版) 一言紹介：苔の選び方から苔玉作りのコツまで写真で紹介。

を使ってマフラーを作り巻いてみましょう！
（１８）世界のありがとうろうそくを作ろう

新潟市江南区役所産業振興課) 一言紹介：伝統工芸品「亀田縞」や「

図書館に「まちゼミ」の本、あります！
第３回「まちゼミ in かめだ」ブックリスト
10 月 7日(土)～11月 11日(土)開催の、トクする街のゼミナール
in かめだ」に関連した本を、1講座1冊紹介します。

亀田図書館や新潟市の図書館に所蔵がある本です。ぜひ

ウラ面

で関連本を展示！

一言紹介：切り花を長く美しく咲かせるためのコツを詳しく紹介。

一言紹介：ベーシックデザインやトレンドアートも掲載。

版ポスターの作り方も解説。

年賀状にも使える素材集 CD-ROMつき。 

一言紹介：基本から応用技術まで解説。

一言紹介：様々なお金のキホンや活用法について解説。

一言紹介：家族一緒に学べる本。

な伝統文化のルーツなどを写真・図版で解説。

一言紹介：自然な甘さのスイーツレシピ集。

一言紹介：米粉のクッキー、スポンジケーキなどを紹介。

一言紹介：難しい泡立てや混ぜ方も解説。

一言紹介：初心者でも作りやすいパリ風マカロンを紹介。

クリームの絞り方などを写真で解説。

一言紹介：手に入りやすい食材での簡単な調理法を紹介。

一言紹介：苔の選び方から苔玉作りのコツまで写真で紹介。

「越後絵ろうそく」を紹介。

本、あります！
ブックリスト
トクする街のゼミナール

冊紹介します。
本です。ぜひご利用ください。

ウラ面もご覧ください 



講座名 （１９）血液アップエステ体験＆お肌測定

関連本 『セルフエステ美顔美肌大全』(

講座名 （２０）タルミ、しわ、お悩み解決エステ＆お肌測定

関連本 『整顔マッサージ』(学研パブリッシング

講座名 （２１）あなたに合った眉描き＆アイメイクレッスン

関連本 『大人のプチプラメイク術』(KADOKAWA)

講座名 （２２）自分好みの日本酒を探してみませんか

関連本 『新潟酒本』(ニューズ・ライン

講座名 （２３）おいしい日本酒カクテルの作り方教えます！

関連本 『大人女子カクテル 74&カンタンおつまみ

講座名 （２４）本みりんがメープルシロップみたいに！！

関連本 『みりんの知識』(幸書房) 一言紹介：

講座名 （２５）かんたん おいしい 日本茶

関連本 『愛する「日本茶」の本』(笠倉出版社

講座名 （２６）茶道の世界を覗（のぞ）いてみませんか？

関連本 『茶道のきほん』(メイツ出版)

講座名 （２７）ふわふわロールケーキの巻き方・切り方

関連本 『ふんわりロールケーキ』(文化出版局

講座名 （２８）家庭でつくるカスタードクリーム

関連本 『カスタードのおやつ』(誠文堂新光社

講座名 （２９）美味発見！世界のコーヒー飲み比べ体験！

関連本 『図説コーヒー』(河出書房新社

講座名 （３０）教えます！お家でつくるおいしいパスタのコツ

関連本 『パスタの本』(KTC中央出版)

講座名 （３１）yoga でカラダと心をリラックス

関連本 『ゆったりヨガで心もからだもリラックス

講座名 （３２）教えます！効率のいいトレーニング

関連本 『足立流最強の筋トレ』(成美堂出版

講座名 （３３）プロが教える！自宅でできるテーピング講座

関連本 『ひとりでできるスポーツテーピング

講座名 （３４）自分の歪（ゆが）みを知り、整えるストレッチ

関連本 『体の痛みと不調が消える!肩甲骨

掲載の本についての問い合わせ先
亀田図書館 住所 950

電話番号

血液アップエステ体験＆お肌測定

(主婦の友社) 一言紹介：肌の悩みを解決するセルフエステを写真とともに紹介。

タルミ、しわ、お悩み解決エステ＆お肌測定

学研パブリッシング) 一言紹介：1日 5分のマッサージで顔の悩みを解決する方法を紹介。

あなたに合った眉描き＆アイメイクレッスン

(KADOKAWA) 一言紹介：厳選プチプラコスメを使った基本メイクの方法を紹介。

自分好みの日本酒を探してみませんか

ニューズ・ライン) 一言紹介：新潟県内の最新蔵事情、定番代表銘柄、地酒の旨い店などを紹介。

おいしい日本酒カクテルの作り方教えます！

カンタンおつまみ 44』(講談社) 一言紹介：日本酒などでできるカクテルのレシピ集。

本みりんがメープルシロップみたいに！！

一言紹介：「本みりん」の成分や調理方法などを詳しく説明した数少ない解説書。

日本茶

笠倉出版社) 一言紹介：日本茶の基礎知識からお茶の美味しい淹れ方まで紹介。

茶道の世界を覗（のぞ）いてみませんか？

一言紹介：茶道の作法のほか、自宅で茶会を開く方法も紹介。解説

ふわふわロールケーキの巻き方・切り方

文化出版局) 一言紹介：スフレ生地を使ったロールケーキ

家庭でつくるカスタードクリーム

誠文堂新光社) 一言紹介：カスタードクリームの魅力を存分に味わえるレシピ集。

美味発見！世界のコーヒー飲み比べ体験！

河出書房新社) 一言紹介：コーヒーの起源と歴史から、栽培、淹れ方まで解説する入門書。

教えます！お家でつくるおいしいパスタのコツ

) 一言紹介：乾燥パスタ、生パスタなど様々なパスタの種類とレシピを紹介。

でカラダと心をリラックス

ゆったりヨガで心もからだもリラックス!』(NHK 出版) 一言紹介：短い時間でリラックスできるヨガを紹介。

教えます！効率のいいトレーニング

成美堂出版) 一言紹介：カリスマトレーナーが自宅でできるトレーニング方法を紹介。

プロが教える！自宅でできるテーピング講座

ひとりでできるスポーツテーピング』(ベースボール・マガジン社) 一言紹介：写真と

自分の歪（ゆが）みを知り、整えるストレッチ

肩甲骨&股関節ストレッチ』(マガジンハウス) 一言紹介：歪み解消の方法を解説。

本についての問い合わせ先
950-0144 新潟市江南区茅野山 3-1-14（江南区文化会館内

電話番号 025-382-4696 FAX 025-381-8003

一言紹介：肌の悩みを解決するセルフエステを写真とともに紹介。

分のマッサージで顔の悩みを解決する方法を紹介。

一言紹介：厳選プチプラコスメを使った基本メイクの方法を紹介。

一言紹介：新潟県内の最新蔵事情、定番代表銘柄、地酒の旨い店などを紹介。

一言紹介：日本酒などでできるカクテルのレシピ集。

の成分や調理方法などを詳しく説明した数少ない解説書。

一言紹介：日本茶の基礎知識からお茶の美味しい淹れ方まで紹介。

一言紹介：茶道の作法のほか、自宅で茶会を開く方法も紹介。解説DVDつき。

一言紹介：スフレ生地を使ったロールケーキ「フロール」のレシピ集。

一言紹介：カスタードクリームの魅力を存分に味わえるレシピ集。

一言紹介：コーヒーの起源と歴史から、栽培、淹れ方まで解説する入門書。

一言紹介：乾燥パスタ、生パスタなど様々なパスタの種類とレシピを紹介。

一言紹介：短い時間でリラックスできるヨガを紹介。

一言紹介：カリスマトレーナーが自宅でできるトレーニング方法を紹介。

一言紹介：写真とDVDで詳しく解説。 

一言紹介：歪み解消の方法を解説。

江南区文化会館内）
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