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概要
小さなモチーフから連続模様や雪の結晶模様まで、かわいくて切りやすい図案を215点掲載。

かんたんたのしい はじめての切り紙. ASIN:4529050335; 商品名:かんたんたのしい はじめての切り
紙; 著者：. たけうちちひろ; 石川眞理子. 販売元:日本ヴォーグ社; 発売日:2011-11-11; 価格:￥
972 （税込）; 中古:￥ 83 （税込）; 関連するランキング：. 工芸・クラフト · 日本ヴォーグ社 · なか
見！検索.

Nihon Vogue has 27 books on Goodreads with 492 ratings. Nihon Vogue's most popular book
is Sashiko: Traditional Japanese Quilt Design.
2013年3月15日 . 著者 高木亮出版社 家の光協会「動物、干支や星座、季節の行事など、カッ
ターを使って手軽に作れる切り絵約120点を掲載。初心者でもすぐできるよう丁寧に解説した「入門
編」から、より完成度の高い「応用編」まで段階ごとに楽しめます。型紙付」

2012年11月15日 . パラレルワールドで参加していただいたボタン作家のROPSさん。 ranbuの仲間に

加わりました！ そして、本日、少しリニューアルして届きました！ こちらです。 すべてボタンです。 ボタ
ンにする他にも、アクセサリーにしたり、ポーチにくっつけたり。。。。 使い方は、自由。freedom！ 中に
は数字が入っていたり、お花が入っていたり、悩みだすとほんとに悩みます！ そして、cacicoさんから冬
らしいお菓子とジャムが届きました！ 昨年大人気だった、ミルクバニラのクッキー。 口に入れるとほろ
ほろ。。。。と溶け.
きりえあそび（2種類）. 折って！切って！シールを貼ったりお絵かきができる！きりえあそび！ 切り線
がおりがみに印刷されていますので、簡単に切り絵が作れます。かわいい形の切り絵が30種類作れま
す。 きりえあそび（2種類）. 作品紹介、商品の特徴. はじめてのきりえ. はじめてのきりえ. たのしいきり
え. たのしいきりえ. ラインナップ. はじめてのきりえあそび: 15×15cm 30色入り 30枚 定価200円（税
抜） 10冊（2,000円） 1カートン/24B=240冊（48,000円） 商品コード 007039. JANコード 4902031304590. たのしいきりえ.
紙とハサミがあればすぐに作り始められる人気のペーパークラフト、切り紙。季節感のあるモチーフや
行事のモチーフを中心に、干支、星座、動物まで、シーンに合わせて一年中楽しめる図案約200点
以上を掲載。簡単な二つ折りの図案から、連続模様や円になる図案も登場します。季節ごとに飾
れるモビールも紹介。切り紙の切り方のコツなどの基礎ページも充実させ、はじめてでも安心の内容
になっています。 教室でも販売しています。ぜひご覧ください。 80ページ 出版社: 日本ヴォーグ社
900円（税別） 立ち読みする.
図書名. 著者名. 出版社. 新 古着屋総兵衛⑭ にらみ. 佐伯 泰英. 新潮文庫. 猫のくぐつ. 西條
奈加. 光文社. 宝くじで１億円当たった人の末路. 鈴木 信行. 日経BP社. 肺炎がいやならのどを鍛
えなさい. 西山 耕一郎. 飛鳥新社. かんたん たのしい はじめての切り絵. 石川 眞理子. たけうち ち
ひろ. 日本ｳﾞｫｰｸﾞ社. 毎日がパン日和. 森 きみ子. 文藝春秋. ぷろぼの. 楡 周平. 文藝春秋. 警
視庁捜査二課・郷間彩香 ハイブリッド・セオリー. 梶永 正史. 宝島社文庫. 図書名. 著者名. 出
版社. そらとぶそりとねこのタビー. C・ロジャー・メイダー.
2012年9月16日 . 【定価18％OFF】 中古価格￥1150（税込） 【￥254おトク！】 はじめてでも簡単
たのしい切り絵レッスン／高木亮【著】／中古本・書籍／ブックオフオンライン／ブックオフ公式通
販・買取サイト。1500円以上のご注文で送料無料。
2014年12月24日 . こんにちはー パン長です。 折り紙を折って 適当に切って 開くと 雪の結晶やマン
ダラが出来上がっている というかんたんな切り絵を最近やってます♪ 作り方を知りたいというお声をいた
だきましたのでブログに残しておきます♪ ちなみに僕は「切り紙ま.
はじめてでも簡単 たのしい切り絵レッスン. 高木亮 著. ジャンル：. 趣味. 動物、干支や星座、季節
の行事など、カッターを使って手軽に作れる切り絵約120点を掲載。初心者でもすぐできるよう丁寧
に解説した「入門編」から、より完成度の高い「応用編」まで段階ごとに楽しめる。型紙付。 定価
（税込）: 1,404円; 発行日: 2012年8月1日; 判型: Ｂ５判; ISBN: 978-4-259-56374-5. 著者プロ
フィール. 高木亮(タカギリョウ). きりえ画家。作家。1971年香川県生まれ。大学在学中独学にてきり
え制作を開始。のち「きりえや」を名乗る。
著書. 2015 「Can you find my robot's arm?」 Berbay books 著本. 2015 「12か月を楽しむはじめ
ての切り紙」. 日本ヴォーグ社 共著. 2014 「保育の切り紙・製作まるごとBOOK」. ひかりのくに 著
本. 2014 「かわいい切り紙BOOK」日本ヴォーグ社 著本. 2013 「1年中楽しめるはじめての切り紙」.
日本ヴォーグ社 共著. 2013 「かんたんあたらしいはじめての切り紙」. 日本ヴォーグ社 共著. 2011
「かんたんたのしいはじめての切り紙」. 日本ヴォーグ社 共著. ほか工作本 等 illustrator たけうちち
ひろ · WEB絵本POCOPOCO.
2012年8月1日 . 干支、星座、季節の風物詩や行事といったビギナー向けの作品から、キャラクター
や物語性のあるアート作品まで、レッスン形式で、ステップを追って学べます。切り絵の作り方だけで
なく、できた作品を飾ったり、グッズにしたり、暮らしの中でたのしむアイディアや工夫も多数紹介。
Amazonでたけうちちひろ, 石川眞理子のかんたんたのしい はじめての切り紙。アマゾンならポイント
還元本が多数。たけうちちひろ, 石川眞理子作品ほか、お急ぎ便対象商品は当日お届けも可
能。またかんたんたのしい はじめての切り紙もアマゾン配送商品なら通常配送無料。
2014年4月11日 . かんたんたのしい はじめての切り紙. ハッピーバースデーのガーラントは100均で

買ったものです。 photo. パンチで花型を沢山作ってローマ字の上に貼ってちょっと可愛くしました。 フ
ラッグは画用紙を三角に切って紐につけ、マスキングテープでデコレーション。
20140409oheyadeko02. 一番目立っている風船ですが、これはたまたまイベントに遭遇して、いらなく
なった風船をもらいました（笑）。 自分で作った飾りは切り紙がメインなので安上がり♪ 娘がハサミをも
う少し上手に使えるようになったら一緒に.
かんたんたのしいはじめての切り紙 - 実物大図案215点 - 石川眞理子 - 本の購入は楽天ブックス
で。全品送料無料！購入毎に「楽天スーパーポイント」が貯まってお得！みんなのレビュー・感想も
満載。
玉切りに関連した本. 切り紙でつくる花のくす玉: 切ったパーツを貼り合わせてかんたんにできる 大原
まゆみ 誠文堂新光社; 使い切り！春キャベツレシピ 1玉まるごとムダなく活用 ボブとアンジー編集部
ボブとアンジーebook; かんたんたのしい はじめての切り紙 たけうちちひろ 日本ヴォーグ社. >> 「玉切
り」を解説文に含む用語の一覧. >> 「玉切り」を含む用語の索引. 玉切りのページへのリンク.
Hello Kittyきってたのしい！はってかわいい！かんたんきりがみ、：1000万人が利用するNo.1絵本情
報サイト、みんなの声6件、切り紙、大好き：３歳半ばから切り紙遊びをするようになりました。最初は
図書館で.、お子様の手先を器用にし、創造力を豊かにさせる、サンリオドリル.、ためしよみ、投稿で
きます。
2017年10月30日 . かんたんたのしいはじめての切り紙 実物大図案２１５点/石川眞理子（暮らし・
実用） - 折って、切って、開くだけで素敵なシルエットがひろがる、かんたんでかわいい切り紙。手のひ
らにすっぽりおさまるような小さなモチーフから、暮らしを.紙の本の購入はhontoで。
青山ブックセンターの『今森光彦のたのしい切り紙』『今森光彦の魅せる切り紙』刊行記念 今森光
彦 切り紙展 （本店：2008年7月4日～）情報.
日本ヴォーグ社様から「かんたん あたらしい はじめての切り紙」が 10月26日発売. 2012.8.19 日本
ヴォーグ社様から「牛乳パックで作る おしゃれな箱とかわいい小物」が 7月26日発売. 2012.8.19 日
本ヴォーグ社様から「かんたん たのしい 小学生のエコ工作」が6月20日発売. 2011.11.11 きりえの本
「かんたん たのしい はじめての切り紙」出版. 2012.5.19 iphone&iPadなどからも絵本を読めるように
しました。こちらから. 2012.2.23 きりえ「ロボット工場」UPしました 。 2012.1.13 きりえ「はじまりの
木」UPしました 。 2012.1.
2014年11月28日 . 『1年中楽しめる はじめての切り紙』 □ 定価 本体900円＋税／AB判／72ペー
ジ／ISBN978-4-529-05206-1 http://www.tezukuritown.com/shop/product_info.php?
products_id=42006 『かんたん あたらしい はじめての切り紙』 □ 定価 本体900円＋税／AB判／80
ページ／ISBN978-4-529-05127-9 http://www.tezukuritown.com/shop/product_info.php?
products_id=38223 『かんたん たのしい はじめての切り紙』 □ 定価 本体900円＋税／AB判／72
ページ／ISBN978-4-529-05033-3
pnl_eshop. btn_base. pnl_popup1. btn_base. pnl_like. pnl_share. pnl_close. btn_base. いい
ね！ btn_base. シェアする. btn_base. キャンセル. pnl_shop. pnl_eshop. btn_base. しばらく経っても
この画面に変化がない場合は、Javascript を on にして再度読み込んで下さい。
2014年10月1日 . ただ、紙を切り散らかすだけではもったいないので、折った紙を切り、広げて形を作
る切り紙（切り絵？）で遊んでみることにした。 切り紙は、幼稚園や小学校にいたころに折り紙を
使… . たくさんの方々が丁寧に作り方を書いてくださっているおかげで、きれいな雪の結晶・桜の花・
星を自分でも簡単に切ることができた。 夜なべ（？）をして作った雪の結晶・桜の花・星の切り紙。
紙の折り方が . かんたんたのしい はじめての切り紙. 作者: 石川眞理子,たけうちちひろ; 出版社/
メーカー: 日本ヴォーグ社; 発売日:.
かんたんたのしいはじめての切り紙 実物大図案215点. 欲しいものリストに入れる. 本体価格 900
円. 税込価格 972円. 在庫あり. 本商品はお取扱いショップサイトで購入いただけます。 本体価格
は実際の販売価格と異なる場合があります。お取扱いショップサイトでご確認ください。 ネット
WAONポイントは、お取扱いショップサイトでご確認ください。 在庫数、商品詳細、ご購入、配送方
法はお取扱いショップサイトでご確認ください。 商品により、購入可能な最小・最大個数が設定さ
れている場合があります。 ショップ: 未来屋書店.

2013年7月8日 . 女の子がよろこぶキラキラかわいいモチーフの切り紙をたくさん掲載。本書の型紙は
全て実寸大なので、そのまま写して切れば、あっという間に作品が完成します。切り紙を活用した記
念日におくるカード、ノートのデコやラッピングなど、かわいくかんたんに手づくりできるアイテムも充実し
ています。 目次. □1章 スイーツの国へようこそ~あま~いおかしはいかが?~ すてきなデザート おいしい
くだもの おかしづくりのじゅんび □2章 メルヘンの国へようこそ~かわいいなかまにかこまれて~ 森のどう
ぶつとお花畑
80 ボールペンでちょこっとイラスト帖. あらいのりこ著. 永岡書店. 2012 726.5/BO. 81 はじめての手作
りカード maimai著. 日本ヴォーグ社. 2016 754.9/HA. 82 飾れる!贈れる!かわいい花の折り紙. 山口
真著. PHP研究所. 2006 754.9/KA. 83 かんたんたのしいはじめての切り紙. いしかわまりこ, たけうち
ちひろ [著]. 日本ヴォーグ社. 2011 754.9/KA. 84 スポーツ外傷・障害の理学診断理学療法ガイド
第2版. 臨床スポーツ医学編集委員会編. 文光堂. 2015 780.19/SU. 85 I Love Youの訳し方. 望
著 ; ジュリエット・スミス.
台北市 : 邦联文化事业有限公司 : 2014. Format: Books. Physical Description: 147 pages
:illustrations (chiefly color) ;26 cm. Series Title: Ai sheng huo ;32. 爱生活 ;32. Notes:

Translations of: Kantan tanoshii hajimete no kirigami and Kantan atarashii hajimete no
kirigami. 繁体字本.Translations of : かんたんたのしいはじめての切り紙 and かんたんあたらしいは
じめての切り紙. Identifier: (ISBN)9789865944742 (ISBN)986594474X (OCoLC)910629223.
Language: Chinese. Subjects: Paper work.
同じ作家の絵本. こねこねぐるぐるまぜる料理 (はじめてのクッキング!) 学校行事に役立つ楽しい切
り紙〈3〉遊べる切り紙; 学校行事に役立つ楽しい切り紙〈1〉季節の切り紙; はじめてのおやつ (ひとり
でできる!For Kids!!) ハローキテイとサンリオキャラクターのかわいい!おりがみ (サンリオチャイルドムック
第 40号) · おりがみ12か月〈3〉あき · ぐつぐつコトコトにる料理 (はじめてのクッキング!) ノンタンのフェ
ルトマスコット&おもちゃ―ノンタンと遊ぼう!! (Heart warming. 1; 2; 3. 前へ. 次へ.
布ぞうりや切り紙（切り絵ではありません）のように、刺繍などの本格的な手芸にならない程度に簡
単な手作りのもので、今、実はプチブームになっているものがあれば、教えてください。… / 本格的な
（？）手芸でも、小品ならとっつきやすいと思います。 「編み物カフェ…
Check out #かんたんたのしいはじめての切り紙 photos & videos on Instagram: latest posts and
popular posts about #かんたんたのしいはじめての切り紙.
2013年6月23日 . と自画自賛(爆) 「赤ずきん」と「くじらの中のピノキオ」 赤ずきんのバックはダイソー
だったかのチェックの折り紙を切って入れた。 ピノキオは2枚重ねで切って、間にセロハンとトレーシング
ペーパーの折り紙を挟んだら…貼り合わせるときに失敗してフニャフニャに。 100均のフレームに入れた
ら誤魔化せるかも？と入れてみた。 工作は楽し。。あ、雨やんできた(-_-; 蓮…吉浦亮子さんの花
の切り紙の本、赤ずきん…大人かわいい切り紙の本2、ピノキオ…かんたん たのしい はじめての切り
紙より. Category : 工作
2011年10月19日 . 切り絵」のレシピ本「かんたん たのしい はじめての切り紙」が、このたび日本
ヴォーグ社から出版されることになりました。こどもから大人まで、はじめてでも簡単にできる切り紙レ
シピがいっぱいの本です。見て、作って、楽しんでいただけたら幸いです。 たけうち ちひろ 本表紙1
「折って、切って、開く」ときれいなシルエットが広がる人気のペーパークラフト、切り紙。小さなモチーフ
から連続模様や雪の結晶模様まで、かわいくて切りやすい図案を約２００点掲載。切り紙の”折り
方”や”切り方”のコツを写真プロセス.
かんたんたのしい はじめての切り紙の感想・レビュー一覧です。}
この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけ
を拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。
「折って、切って、開く」ときれいなシルエットが広がる人気のペーパークラフト、切り紙。小さなモチーフ
から連続模様や雪の結晶模様まで、かわいくて切りやすい図案を215点掲載。また立体になる切り
紙やモビール、ステンドグラスの作品や、切り紙作品の実用アイディアも紹介。切り紙の“折り
方”や“切り方”のコツを写真プロセス.
はじめてでも簡単たのしい切り絵レッスン/高木亮」の通販ならLOHACO（ロハコ）！ ミネラルウォー

ター、お茶、ティッシュ、おむつなどの日用品から、掃除機、冷暖房器具などの生活家電まで、アスク
ル個人向け通販ならLOHACO（ロハコ）。翌日以降お届け、1900円以上で基本配送料無料で
す。
2012年7月20日 . 以前からお知らせしてきました、初のきりえ技法書「はじめてでも簡単 たのしい切
り絵レッスン」（発行：家の光協会）。月頭に校了し、あとは販売を待つばかりとなりました。 「かんた
ん たのしい」をキーワードに、初心者の方でも挫折せずに作品を完成、「カッターで絵を切る楽しさ」
を味わってほしい＿そんな想いで作った本です。そのため型紙デザインのメインは「きってみよう はって
みよう」のシンプルなものになりますが、あとの中級上級編ではきりえやファンおなじみの「ユメ」や「おさ
る」、「ナナさん」そして「.
かんたんたのしいはじめての切り紙 実物大図案２１５点：本・コミックならセブンネットショッピング 。
7net、西武・そごう、イトーヨーカドー、アカチャンホンポ、LOFTが集結した「オムニ7」。nanacoポイント
が貯まりセブン-イレブンでの店舗受取・返品が可能、セブン＆アイの安心安全なネットショッピングで
す。
目次 : 切り紙カード/ 簡単ポップアップカード/ スタンド… Pontaポイント使えます！ | かんたん!たのし
い!手作り手紙 ポップアップ・びっくりカード | 寺西恵里子 | 発売国:日本 | 書籍 | 9784811388724 |
HMV&BOOKS online 支払い方法､配送方法もいろいろ選べ､非常に便利です！
おしゃれな切り紙のカード作り＊. 2014/12/20. 初級くらい～. 書名. 著者. 出版社. コメント. ①. １０
１ぴきの、くまちゃん雑貨. 紙や布でかんたん手づくり. がなはようこ・. 辻岡ピギー. グラフィック社. 今
回作る作品が載っています。いろいろな素材で. 作るくまの雑貨がかわいい。 ②. たのしい切り絵レッ
スン. はじめてでも簡単. 高木亮. 家の光協会. 15㎝四方のサイズに統一された平面切り絵の本。
切る. 部分が細かくないので切りやすい。手順もしっかり説. 明されてわかりやすい。 ③ かわいい立体
カード. 鈴木孝美. ブティック社.
2017年5月21日 . 『12 か月を楽しめる はじめての切り紙』日本ヴォーグ社 （2015） 『かわいい切り紙
BOOK』日本ヴォーグ社（2014） 『保育の切り紙・製作まるごとBOOK』ひかりのくに社（2014） 『一
年中たのしめる はじめての切り紙』日本ヴォーグ社（2013） 『あそべる つかえる 小学生のヒラメキ工
作』日本ヴォーグ社（2013） 『かんたん あたらしい はじめての切り紙』日本ヴォーグ社（2012） 『牛乳
パックで作る おしゃれな箱とかわいい小物』日本ヴォーグ社（2012） 『かんたん たのしい 小学生のエ
コ工作』日本ヴォーグ社（2011.
セット詳細. 学校行事に役立つ楽しい切り紙 （全３巻）. 寺西恵里子デザイン. 桜の花、七夕やクリ
スマスのかざりなど、壁・窓かざりやカード作りに役立つ切り紙の作りかたを図入りで説明。行事のプ
ログラムに貼る、モビールや節分のオニのお面を作るなどのアイデアも多数紹介。
2013年10月6日 . なゆのブログ-鳥かご. 手を動かすことは普段使わない頭にもいいと思い、. 最近
切り紙や切り絵に興味を持つようになりました。 しかも材料はほぼ１００均一のお店で揃えることが
出来ます 音譜. 図案は買ってきた本から、です。 自分で考えればそれこそあまりお金使わずに済む
んだろうけど 汗. 一番上、雪の結晶と一番したの鳥かごは、かんたん たのしい はじめての切り紙 か
ら. 中央は いちょうともみじ、大人かわいい切り紙図案集 からです。 特に鳥かごは難しいというか、
集中力がないと出来ないですね。
かんたんたのしい小学生のエコ工作. リサイクル素材ですぐ作れる アイデアいっぱい76点 Heart
Warming Life Series; 日本 . 学習件名, 紙工作. 学習件名ﾖﾐ, ｶﾐｺｳｻｸ. 学習件名, プラスチック.
学習件名ﾖﾐ, ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ. 学習件名, 手芸. 学習件名ﾖﾐ, ｼｭｹﾞｲ. 学習件名, ステンシル. 学習件名
ﾖﾐ, ｽﾃﾝｼﾙ. 抄録, ログハウス、切り紙モビール、ペットボトルの風鈴、ステンシルのハンカチなど、家に
ある材料でかんたんに作れる、小学生の工作76点の作り方を紹介。コピーして使える型紙も収録
する。 児童内容紹介, 水上ヨット、飛び出す.
今日の#切り絵 は#かんたんたのしいはじめての切り紙 #1年中楽しめるはじめての切り紙 #かわいい
切り紙book より秋の切り紙を#モビール にしました☆ この本シリーズが大好きで、季節ものはよく使
います(*´∀｀)ｽｷｰ♡ #切り絵アート #切り紙 #切り紙アート #ペーパークラフト #ペーパーカッティング
#ペーパーカッティングアート #ペーパーカット #ペーパーカットアート #ペーパーアート #はりねずみ #秋
#ハリネズミ #kirie #kirigami #kirieart #kirigamiart #papercutting #papercuttingart #papercutart

#paper #papercraft.
『15歳までの女の子に伝えたい 自分の体と心の守り方』 かんき出版／A5判・並製／装画＝藤井
昌子, 『伝統建具の種類と制作技法』 誠文堂新光社／B5判・並製, 『英語訳付き 日本の神輿
と祭りハンドブック』 誠文堂新光社／A5判変形・並製, 『財布でひも解く江戸あんない』 誠文堂新
光社／A5判・並製／装画＝いずみ朔庵, 『はじめてでも簡単 たのしい切り絵レッスン』 家の光協
会／B5判・並製／切り絵＝高木亮.
切り番に関連した本. YORi-SOU がんナーシング 2018年1号(第8巻1号)特集:投与管理パパッと
早わかり! がん化学療法 定番40薬剤 “らくみえ"ケアノート 切り取って使えるレジメンポケットカードつ
き メディカ出版; 深川澪通り木戸番小屋 (講談社文庫) 北原 亞以子 講談社; かんたんたのしい
はじめての切り紙 石川眞理子 日本ヴォーグ社. >> 「切り番」を解説文に含む用語の一覧. >>
「切り番」を含む用語の索引. 切り番のページへのリンク.
機能を切り替えます。 かんたん検索 いろいろ検索 貸出・予約ベスト 新着資料 テーマ資料 ログイ
ンが必要です マイライブラリ . 大人かわいい華やかカラー切り絵 はじめてでも美しく メイツ出版のコツ
がわかる本. 著者名, 平石 智美／著. 著者名ヨミ, ヒライシ トモミ. 出版者, メイツ出版. 出版年月,
2017.6. 内容紹介. 塗り絵のような楽しさが魅力のカラー切り絵。花や動物、女の子など、可愛いモ
チーフを集め、切り方や色づけのポイントを紹介する。カードや小物にアレンジする方法、作品の飾り
方とコツも掲載。コピーして使う.
おはようございます♪ 朝晩は涼しく過ごしやすくなりましたね(o´∀`)b でも名古屋はまだまだ昼間は夏
のように暑いです… 今日の#切り絵 は#かんたんたのしいはじめての切り紙 #1年中楽しめるはじめて
の切り紙 #かわいい切り紙book より秋の切り紙を#モビール にしました☆ この本シリーズが大好き
で、季節ものはよく使います(*´∀｀)ｽｷｰ♡ #切り絵アート #切り紙 #切り紙アート #ペーパークラフト
#ペーパーカッティング #ペーパーカッティングアート #ペーパーカット #ペーパーカットアート #ペーパー
アート #はりねずみ #秋.
2012年11月21日 . ひさびさのモンテッソーリ実践記録です。 家庭でできるモンテッソーリ実践記録を
記録していましたが、 モンテッソーリ教室に通うようになってから、そちらで出会える教具については手
づくりしないことにしたので、家庭での実践も、少なくなりました。 今日は、以前ブログ.
See Tweets about #図案集 on Twitter. See what people are saying and join the conversation.
装飾制作参考文献・ペーパークラフト型紙※☆印の本は貸出可※. ☆『ムーミングリーティングカー
ド』 鈴木孝美カードデザイン・制作ブティ. ック社 2014年刊. ☆『ＭＯＥ×ムーミンの公式ガイド』 ＭＯ
Ｅ編集部編 白泉社 2014年刊. ☆『北欧の切り紙インテリア・モビール』 Ｊｅｎｓ Ｆｕｎｄｅｒ‐Ｎｉｅｌｓｅｎ
著. 池田書店 2008 年刊. ◎『紙でつくるムーミン谷の仲間たち』 坂啓典ペーパークラフトデザイ. ン
集文社 2005 年刊. ◎『アンデルセンの切り紙』 太田拓美著 誠文堂新光社 2009 年刊. ◎『かん
たんたのしいはじめての切り紙』 日本.
鱒破鼻* *鉄“鬱 C。NTENTS 。2 切り紙の基本`。5 モチーフいっぱいかわいい切り紙たち小さなモ
チーフコレクションの。雪の結晶&花モチーフー 4 フレーム&ラインモチーフー 8 大好き労 SWEETS
22 アニマル*ワールド 26 B。Y'S R。。M 32 ようこそおとぎの国へ 36 胴もっと楽しむための切り紙活
用術 42 季節の切り紙 44 刷色を重ねて!ステンドグラス風切り紙 52 57 アレンジ広がる切り紙クラフ
トモビ一ル 58 立体切り紙 60 也曲 + 8 $歯'")この本に関するご質問は、ぉ電話または Web で書名
かんたんたのしいはじめての.
タイトル, かんたんたのしいはじめての切り紙 : 実物大図案215点. 著者, [いしかわまりこ], [たけうち
ちひろ] [著]. 著者標目, 石川, 眞理子, 1971-. 出版地（国名コード）, JP. 出版地, 東京. 出版社,
日本ヴォーグ社. 出版年, 2011. 大きさ、容量等, 71p ; 26cm. ISBN, 9784529050333. 価格, 900
円. JP番号, 22010449. NS-MARC番号, 130257700. 出版年月日等, 2011.12. NDLC, Y78.
NDC（9版）, 754.9 : 木竹工芸. 対象利用者, 一般. 資料の種別, 図書. 言語（ISO639-2形式）,
jpn : 日本語.
いろんな折り方で作る、たのしい切り紙模様 - 桜まあち の 切り紙 Blogっこ. . この作品の切り紙型
紙はこちら。↓↓＜作り方＞①折り紙をそれぞれの折り方で折ります。折り方は、下記リンク先で写真
解説しています。○12折りの折り方は、『桜まあちの切り紙きりえっこ』「切り紙の作り方（12折り）」へど

うぞ。○10折りの折り方は、『桜まあちの切り紙きりえっこ』「 .. 型紙つきの切り紙コースター、 初めての
方でも、親子でも作っていただける 簡単バージョンつくりました（＾O＾） このように、６パターン・３種類
の切り紙をつくります。
2014年4月20日 . １ はじまるよはじまるよ（てあそび）, ２ おへそのあな. ３ おかあさんだもの, ４ まるい
卵（パネルシアター）. ５ まるい卵（てあそび）, ６ くろねこかあさん. ７ あったかくてだいすき（紙芝居）,
８ おっぱい（大型絵本）. ９ ぺんぎんのたまごにいちゃん. ～ ４月４日 ～ おはなし会に向けて最初の
打ち合わせをしました。 今回のおはなし会のテーマは みんなあかちゃんだったんだよ です。 みんなは
どんなあかちゃんだったのかな？ 自分やお母さんの子どもの頃のことも話してみると おもしろいかも？
たのしくあったかい.
2011年11月11日 . 折って、切って、開く」ときれいなシルエットが広がる人気のペーパークラフト、切り
紙。小さなモチーフから連続模様や雪の結晶模様まで、かわいくて切りやすい図案を215点掲載。ま
た立体になる切り紙やモビール、ステンドグラスの作品や、切り紙作品の実用アイディアも紹介。切り
紙の”折り方”や”切り方”のコツを写真プロセスで紹介し、はじめてでも安心の内容にします。 関連
商品. 切り紙でモビール 北欧から届いたやすらぎのモビール · 楽しいペーパーブロック · 折り紙で楽し
む 十二ヵ月のしつらい.
2011年12月13日 . この本では手のひらにすっぽりおさまるような愛らしい小さな切り紙から暮らしを彩
るアイディアまで215点の図案とともに楽しめます。ついついどんどん作りたくなる.そんな魅力でいっぱ
いの切り紙たち。
1,404 円(税込) 送料無料. ローチケHMV · 【送料無料】本/かんたん!たのしい!調べ学習 全2巻.
4,320 円(税込). P最大5倍☆モバイ. 【中古即納】[表紙説明書なし][NDS]かんたん! たのしい.
【中古即納】[表紙説明書なし][NDS]かんたん! たのしい! お菓子ナビDS. 800 円(税込). メディア
ワールド【. 【中古即納】[表紙説明書なし][NDS]かんたん! たのしい. 【中古即納】[表紙説明書な
し][NDS]かんたん! たのしい! お菓子ナビDS. 800 円(税込). メディアワールド+. 【単行本】 石川眞
理子 / かんたんたのしいはじめての切り紙. 972 円(.
世界中どこでも配送料無料のYesAsia.comで「はじめてでも簡単たのしい切り絵レッスン」を買お
う！「高木亮／著」ほか人気の「日本語の書籍」もあります。
概要：本稿では切り絵の初心者を対象に，タブレット端末とタッチペンを用いた切り絵制. 作を練習
するための「切り絵練習帳」を提案する．切り絵練習帳とは，切り絵を制作する. ための経験者の切
り方等の知識を提供するためのモノである．切り絵には難しいとされる. 要素がいくつかあり，千切れ
る等の失敗が頻繁に発生する．しかし，失敗に対しやり直す. ことや，事前に失敗しやすい場所を繰
り返し練習することが不可能という問題がある．そ. こで，初心者と経験者に切り絵をさせ，時間やデ
ザインナイフの使い方の差から，.
切り紙入門、初心者 の上達に役立つおすすめの教本,入門書,書籍を紹介します。良い教本で効
率的に上達しましょう。
2015年11月23日 . 折り紙やプリント用紙を使った子どもと一緒にはさみでつくることができる切り紙の
型紙が無料でダウンロードできるサイトをご紹介します。 はさみの練習に、パーティーやクリスマスなど
イベントの飾り付けにといろい.
生活・暮らし>> はじめてでも簡単 たのしい切り絵レッスン / 高木亮の通販なら通販ショップの駿河
屋で！ゲーム・古本・DVD・CD・トレカ・フィギュアなど 通販ショップの駿河屋は、豊富な品揃え！
最新から懐かしのレトロゲームまでなんでもあります！ぜひご利用ください！
2013年1月19日 . ありがとうございます。 お住まいいただいているお客様のお宅へもご案内しておりま
すのでぜひ、暮らしてからの生の声をお聞きください！ 必ず参考になります！ ご来場、お問い合わせ
お待ちしております！ パンダ 最後にコマーシャルです パンダ 奥様が担当された本はこちらからご覧
頂けます。 ナチュラルメイドのインテリア木工.jpg 「ナチュラルメイドのインテリア木工」（日本ヴォーグ
社） くわしくはこちら かんたんたのしいはじめての切り紙.jpg 「かんたん たのしい はじめての切り紙」
（日本ヴォーグ社）
2016年9月27日 . 1971 年香川県生まれ。神奈川県川崎市在住。 1992 年ごろより独学できりえ
制作を開始。その後「きりえや」を. 名乗る。ポストカード、カレンダー、かるたなどの自作製品や個

展、. 各種メディアを通じ発表される独特のユーモアと哀愁を秘めた作風. は「かわいくて、おかしく
て、少しだけ寂しい世界」と称され、内. 外で注目を集めている。 著書に、きりえクリスマスブック「ビ
リーザトナカイ」シリーズ（ビ. ーナイス )、「はじめてでも簡単 たのしい切り絵レッスン」( 家の光. 協会
)、「ねこ切り絵」( 誠文堂新光社 ).
Images, videos on instagram #かんたんたのしいはじめての切り紙 medias.
おはようございます♪ 朝晩は涼しく過ごしやすくなりましたねo´∀`b でも名古屋はまだまだ昼間は夏
のように暑いです… 今日の#切り絵 は#かんたんたのしいはじめての切り紙 #1年中楽しめるはじめて
の切り紙 #かわいい切り紙book より秋の切り紙を#モビール にしました☆ この本シリーズが大好き
で、季節ものはよく使います*´∀｀ｽｷｰ♡ #切り絵アート#切り紙#切り紙アート#ペーパークラフト#
ペーパーカッティング#ペーパーカッティングアート#ペーパーカット#ペーパーカットアート#ペーパーアート#
はりねずみ#秋#.
Buy かんたん たのしい はじめての切り紙 (Japanese Edition): Read Kindle Store Reviews -

Amazon.com.
かんたんたのしいはじめての切り紙実物大図案215点. 只要一張紙一把剪刀就能完成的快樂手
作，收錄許多可愛的剪紙圖案集，另外教您將剪紙作品作成如彩繪玻璃般的剪貼圖案。附
作法與圖案。 出版社: 日本ヴォ-グ社 商品編號: 9784529050333 庫存狀況: 尚有庫存. NT437
NT405. 購買數量: - + 加入購物車. 加入商品備忘加入商品比較. 簡介.
切り紙尊ビールを掘渋渋二つノ葉`丶おやま折り山かたがみふたおいろがようしかさいろちがまいかた
めんおな型紙をコピーして、二つ折りした色用紙に重ねて色違いの 2 枚ずつ、片面をのりではりつけ
る。同じもきおなひつようまいすうつくくみつく切る。同じものを必要な枚数作る。のを 2 組作る。 9
の))退〝乱なかいとおなほしならかたち樫のまん中にセロハンテープで糸をはり、さらに 6 同じょうにし
て星をたてに 3 つ並べる。ほかの形もくみおなつくのもうー組をはりつける。同じようにして作る。 0 の
紫端を野ひごの街端に宿~.
関連する本. 大人かわいい切り紙図案集 (レディブティックシリーズno.3346). かわいい切り紙レシピ+
(プラス). かんたんたのしい はじめての切り紙. 写真1枚からはじめる!スクラップブッキングレッスン―ビ
ギナーでもおうちでかんたんに. 飾る！ 楽しむ！ 12カ月の切り紙 (PHPビジュアル実用BOOKS).
カーリルについて - 図書館の方へ - アプリ - ローカル - 図書館 API - バナー・素材 · ホーム - 運営会
社 - ブログ - Twitter - 広告掲載 - 図書館の自由 - プライバシーポリシー - お問い合わせ.
Berbay books（2015 ボローニャ国際絵本原画展入選作 英語） 「12か月を楽しめる はじめての切
り紙」日本ヴォーグ社（2015） 「かわいい切り紙BOOK」日本ヴォーグ社（2014） 「保育の切り紙・製
作まるごとBOOK」ひかりのくに社（2014） 「一年中たのしめるはじめての切り紙」日本ヴォーグ社
（2013） 「あそべる つかえる 小学生のヒラメキ工作」日本ヴォーグ社（2013） 「かんたんあたらしいは
じめての切り紙」日本ヴォーグ社（2012） 「牛乳パックで作る おしゃれな箱とかわいい小物」日本
ヴォーグ社（2012） 「かんたん たのしい.
2011年11月11日 . 自宅で5人からスタートした「こども造形絵画教室おえかきひろば」も5年目に入
り、大阪・京都に8か所、約150人の子どもたちと多くのスタッフに恵まれ、日々つくることや描くこと、
創造することを共に楽しんでいます。 そんな時間から生まれたライフワーク「切り絵」のレシピ本「かん
たん たのしい はじめての切り紙」が、このたび日本ヴォーグ社から出版されることになりました。こども
から大人まで、はじめてでも簡単にできる切り紙レシピがいっぱいの本です。見て、作って、楽しんで
いただけたら幸いです。
【送料無料】本/１２か月を楽しめるはじめての切り紙 実物大図案２６３点 【新品／10. 972円.
3%27ポイント. 送料無料. 【送料無料】本/かんたんあたらしいはじめての切り紙 実物大図案２４４
点 【新品／10. 972円. 3%27ポイント. 送料無料. 【送料無料】本/かんたんたのしいはじめての切り
紙 実物大図案２１５点 【新品／1035. 972円. 3%27ポイント. 送料無料. 【送料無料】本/折って
切って開いて和の切り紙あそび/川崎由季恵 【新品／103509】. 1,080円. 3%30ポイント. 送料無
料. 【送料無料】本/かわいい切り紙BOOK お.
切り絵、イラスト、絵本作家、おえかきひろば代表 著書「ぼくのつくりかた」「Can you find my
robot's arm?」「かわいい切. 傳記. 2017 ”ぼくのさがしもの”（出版ワークス／2015ボローニャ国際絵

本原画展入選作） 2017「Can you find my robot's arm?」（Tundra books／2015ボローニャ国際
絵本原画展入選作） 2017 ”ぼくのつくりかた”（出版ワークス／2016ボローニャ国際絵本原画展入
選作）⋯⋯ 2017 ”The fantastic recipe machine”（Berbay books／2016ボローニャ国際絵本原画展
入選作） 2016 "La mia fabbrica"（.
新聞紙やチラシを使って、切り紙を楽しむ人の輪が広がっています。子どもも、大人も、年齢を問わ
ず誰にでも楽しめる簡単アート。切り紙を通じて、心と心のコミュニケーションが生まれています。
2015年3月25日 . 続・しごとば（鈴木のりたけ）. ○とおくがみえるね、ムーミントロール. （ﾄｰﾍﾞ&ﾗﾙｽ・
ﾔﾝｿﾝ）. ○おふろにいれて（せなけいこ）. ○おもちのおふろ. （苅田澄子／作 植垣歩子／絵）. ○ちい
ちゃんのはいしゃさん（しみずみちを）. ○かんたん たのしい はじめての切り絵. ○長野の介護がよくわか
る総合ｶﾞｲﾄﾞ. ○テクニック図解 かむ・飲み込むが難しい人. の食事. ○パーキンソン病のことがよくわか
る本. ○やさいの時間 藤田智の野菜づくり徹底Q&A. ○飼うぞ 殖やすぞ ミツバチ. ☆刺しゅう糸でつ
くる はじめてのミサンガ.
2010年5月22日 . 『切り紙でつくる、涼の絵はがき』体験講座のお知らせ 麻布十番 愛らしい金魚
を切り絵にして、涼やかなカードを作りましょう。 初めての方でも大丈夫、型紙をなぞって切るだけ
で、簡単に作ることができます。 『切り紙でつくる、涼の絵はがき』 開催日 2010年5 . パッケージデザ
イン、商品企画開発に携わる。 1997年、切り紙作家として独立。独自の多色使いの切り絵による
イラストレーション デザインを多数手がけている。 光陽会会友。 2008年「春夏秋冬 たのしい切り紙
なくらし」出版。 ◇講師公式サイト
2015年1月13日 . 季節の絵手紙, かんたん！たのしい！手作り手紙, 寺西 恵里子／作, 東京：
汐文社, 児童図書. けっこんをしたがらないリスのゲルランゲ, 世界傑作童話シリーズ, ジャンヌ・ロッ
シュ・マゾン／さく, 東京：福音館書店, 児童図書. こどもの切り紙遊び 〔1〕, 改訂版, 東京：ブティッ
ク社, 児童図書. 集中力＆計算力アップ！かならずわかる！はじめてのそろばん, 堀野 晃／監修,
東京：ナツメ社, 児童図書. 昭和のダジャレ平成のギャグ, 林家三平のクイズ式ダジャレあそび, 林家
三平／著, 国立：今人舎, 児童図書.
敢えて、何も考えず、無心で切ります。 開く時のワクワクを楽しみたいからです。 できあがりだけを見
ると、複雑そうにも見えますが、 写真のように思うまま切り込みを入れていけば、 何かしらの模様がで
きあがります。 実際にはとても単純で、簡単な作業です。 息子が１歳の時の七夕は、 大好きな切
り紙を思い出したことが嬉しくて、 息子そっちのけで、切り続けました。 息子は周りで遊んでいただけ
だったと思います。 息子が２歳の時の七夕は、 私がどんどん作り出す切り紙を、 息子が笹に飾ってく
れました。 そして３歳になっ.

Bid on Yahoo Japan Auctions in real-time. We ship anywhere in the world! eBay Japan.
2015年5月12日 . おとなのためのはじめてのギター曲集, 橋本 道範／編, 1997.3, ドレミ楽譜出版
社 . 極上デジタルオーディオの作り方 音質重視の保存・編集入門, 大坪 知樹／著, 2011.12, ヤ
マハミュージックメディア. はじめる星座ウォッチング 四季の星座徹底ガイドから天体観測入門まで,
藤井 旭／著, 2008.11, ソフトバンククリエイティブ. 笑う、消しゴムはんこ。 かんたん、たのしい、おもし
ろい。 乙幡 啓子／著, 2013.9, 世界文化社 . 簡単にできる立体切り紙レッスン 切り紙から作れる
雑貨・おもちゃ116作品を収録!
"作り方 切り紙"をお探しなら価格.comへ。全国のネットショップの価格情報や、人気のランキング、
クチコミなど豊富な情報を掲載しています。たくさんの商品の中からあなたが探している"作り方 切り
紙"を比較・検討できます。
１ かんたん切り紙 チョキチョキ…、子どもたちははさみを使って紙を切るのが大好き！ それが、紙を
折って重ねたまま切るだけで、いろんな形ができたらもう夢中！ その不思議な世界に絶対ハマってし
まいます。２つ折りを中心にした切り紙で、初めてはさみを使う子どもたち向き。ドーナツ、ハート、ちょ
うちん、りんご、うさぎ、ねこ、はっぱ、とんぼなど、いろんな形が22種類作れます。 ２ たのしい切り紙
少し慣れたら、ちょっと細かなはさみ使いや曲線カットも多く必要な切り紙に挑戦しましょう。手指を
使って紙を折り、慎重に.
2012年7月30日 . だいぶ前にも仏像などの切り絵をご紹介しましたが今日ご紹介する切り絵はとっ
てもかわいい切り絵です。 DSCN1015.JPG こちらの本『かんたんたのしい はじめての切り絵』 入荷し

たてのほやほやの本！ 表紙を見てるだけでやってみたくなるかわいいさです。 DSCN1016.JPG 中に
はたくさんのかわいい切り絵が掲載されています。 大人から子供まで一緒に楽しめるような切り絵。
DSCN1012.JPG 梅田のスタッフが本を参考に切り絵を作ってみました。 DSCN1013.JPG 紙を重ね
ると切り絵も感じが.
Amazonで日本ヴォーグ社の{ProductTitle}。アマゾンならポイント還元本が多数。一度購入いただ
いた電子書籍は、KindleおよびFire端末、スマートフォンやタブレットなど、様々な端末でもお楽しみ
いただけます。
版画家の祖父の影響を受け、銅版画やイラストを勉強し、現在切り紙&モビールや羊毛フェルト作
家として「かぶとくんの庭」の名前でも活躍中。切り紙、羊毛フェルト、ワイヤー、布など、多様な素
材を組み合わせた作品作りをしている。また、切り紙やモビールは即興での作品作りを楽しんでい
る。掲載本に「かんたんあたらしいはじめての切り紙」(小社刊)がある。「かぶとくんの庭」手作り日記
http = / /檎 but 。 kunn 。 niwa ~ b ー。 g ーー 8 - fc2 ' c 。 m 丿 STAFF ブックデザイン合田彩撮
影山本哲也( (槻 PG ー)、白井由香里(.
本/雑誌. はじめてでも簡単たのしい切り絵レッスン. 高木亮/著. 1404円. ポイント, 1% (14p). 発売
日, 2012/07/29 発売. 出荷目安, 販売終了 ※出荷目安について. 販売終了のため、現在ご購入
出来ません。 レビューを書く. 送料について; あと5000円以上で200円分のボーナスポイント. ブック
マークする. メール登録. 仕様. 商品番号, NEOBK-1325592. JAN/ISBN, 9784259563745. メディ
ア, 本/雑誌. 販売, 家の光協会. ページ数, 111. 関連記事. カスタマーレビュー. レビューはありませ
ん。レビューを書いてみませんか？
男の子／女の子の名付け大事典. <br>はじめてでも簡単 たのしい切り絵レッスン<br><br>. はじ
めてでも簡単 たのしい切り絵レッスン. <br>日本画 花を描く<br><br>. 日本画 花を描く. <br>日
本画の描き方<br><br>. 日本画の描き方. <br>包丁 . 頭のいい人の疲労解消術. <br>防災立
国 命を守る国づくり<br><br>. 防災立国 命を守る国づくり. <br>運命の相手に出逢う本<br>
<br>. 運命の相手に出逢う本. <br>完全マスター 切り紙レッスン<br><br>. 完全マスター 切り紙
レッスン. <br>新大陸主義<br><br>. 新大陸主義.
はじめてでも簡単 たのしい切り絵レッスン」(家の光協会)、「スナバン」(1~4)(ビーナイス)。 連載に、
月刊誌「新潮45」(新潮社)で扉絵と「切り絵パロディ・贋作名画大全」、web連載4コマ「スナバン」
(ビーナイス)。 1971年香川県生まれ。神奈川県川崎市在住。 1992年ごろより独学できりえ制作を
開始。その後「きりえや」を名乗る。ポストカード、カレンダー、かるたなどの自作製品や個展、各種メ
ディアを通じ発表される独特のユーモアと哀愁を秘めた作風は「かわいくて、おかしくて、少しだけ寂し
い世界」と称され、内外で注目を.
2017年3月26日 . 著書に、きりえ画文集「ユメとバルーン」「ユメとバルーン いつもの坂道」「ユメとバ
ルーン 風吹く街で」、アートカードブック「ユメとバルーン きりえ原画版」、きりえクリスマスブック「ビリーザ
トナカイ」シリーズ 1「ソリを引く男」、2「師走の男」、3「ビリーの休日」(いずれもビーナイス)、「はじめて
でも簡単 たのしい切り絵レッスン」(家の光協会)、「ねこ切り絵」(誠文堂新光社)、「スナバン」(1~4)
(ビーナイス)。 高木亮きりえカレンダー2017「ユメとバルーン そばに」発売中。連載に、web連載4コマ
「スナバン」(ビーナイス)。
切り紙でつくる、涼の絵はがき』体験講座のお知らせ 麻布十番. 愛らしい金魚を切り絵にして、涼
やかなカードを作りましょう。 初めての方でも大丈夫、型紙をなぞって切るだけで、簡単に作ることが
できます。 『切り紙でつくる、涼の絵はがき』. 開催日 2010年5月22日 . 後、江崎グリコ株式会社に
勤務 パッケージデザイン、商品企画開発に携わる。 1997年、切り紙作家として独立。独自の多色
使いの切り絵によるイラストレーション デザインを多数手がけている。 光陽会会友。 2008年「春夏
秋冬 たのしい切り紙なくらし」出版。
【無料試し読みあり】「かんたん たのしい はじめての切り紙」（日本ヴォーグ社）のユーザーレビュー・
感想ページです。ネタバレを含みますのでご注意ください。
兵頭 明／監修. 新星出版社. 180226565. 14 パソコンのしくみ. トリプルウイン／著. 新星出版社.
180226540. 15 放送のしくみ. トリプルウイン／著. 新星出版社. 180226524. 16 かんたんたのしいは
じめての切り紙. 鈴木さわこ ほか／編. 日本ヴォーグ社. 180224297. 17 今さら聞けないデジタル一

眼レフの常識. トリプルウイン／著. 新星出版社. 180226748. 18 栄養の教科書. 中嶋 洋子／監
修. 新星出版社. 180227506. 19 スラスラ読めて丸わかり日本史. 中山 良昭／著. 新星出版社.
180226680. 20 宇宙ウォッチング.

Thailand largest bookstore offering books, magazines, music, CD, Manga and much more.
友達の２次会の会場でモビールを飾ろうかと。鳥かごの切り紙をしましたー。型紙を180％拡大コピー
して、厚紙を使って作ってみました。けど、紙が厚すぎて何度もカッターで切り直した為に、切り口がど
こもボロボロに(´；ω；｀)細かい部分が折れてやわやわに。厚すぎる紙は難しいですね、、。 直しようが
ないので、もう少し薄い紙で作り直してみますー。遠くで見るぶんには大丈夫そうなので、うちに飾ろ
うかなー？#2次会幹事 #2次会準備 #2次会準備は大変 #切り紙 #鳥かご #かんたんたのしいはじ
めての切り紙 #手づくり.
2016年10月20日 . 2016.10.20 – 10.25 高木亮 きりえ展「101ばんめのねこがくる」. takagiryo. 物語
を切り出す 切り絵画家 高木亮 の新作展。黒猫ユメが今度は仲間を引き連れて、今年も蔵の中
を駆けまわります。7月に出版された「ねこ切り絵」(誠文堂新光社刊)ならびに2017カレンダー「ユメと
バルーン・そばに」で使用された きり絵原画を展示。各種グッズも販売。 吉祥寺ねこ祭り2016 参加
企画。 高木亮 きりえ展 「101ばんめのねこがくる」. 会期 : 2016/10/20(木)-10/25(火) 時間 : 11：
00〜18：00（最終日〜17:00).
はじめてのゼロ・カクテル. 栗原 宏治 / 今 正子. ﾊﾝﾄﾞﾒｲﾄﾞﾍﾞﾋﾞｰ服enannaの80～90ｾﾝﾁｻｲｽﾞのか
わいいお洋服. 朝井 牧子. 太一×ケンタロウ男子ごはんの本 その4. ケンタロウ / 国分 太一. お気に
入りを，たくさん! 切り紙だいすき。 いしかわ☆まりこ. 「発酵食堂豆種菌」の発酵食を楽しむ十二か
月. 伏木 暢顕. すぐできる! お店やさん小物グッズ工作カタログ. いしかわ☆まりこ. みきママのめちゃう
ま！おうちごはん. みきママ. かんたんたのしいはじめての切り紙. 石川 眞理子 / たけうち ちひろ.
HANDMADE ZAKKA & CRAFT て.
一度見ながら、コピーして使っていたので美品ですが、見落としなどがあるかもしれませんので気にな
る方はご遠慮ください「折って、切って、開く」ときれいなシルエットが広がる人気のペーパークラフト、
切り紙。小さなモチーフから連続模様や雪の結晶模様まで、かわいくて切りやすい図案を215点掲
載。また立体になる切り紙やモビール、ステンドグラスの作品や、切り紙作品の実用アイディアも紹
介。切り紙の”折り方”や”切り方”のコツを写真プロセスで紹介し、はじめてでも安心の内容にしま
す。 内容（「BOOK」データベース.

