特集 雷鳥社の「辞典シリーズ」

草の辞典 野の花・道の草

著：森乃おと／絵：ささきみえこ

5刷

野や道で出会う
草花の名を辞典
シリーズに！
春夏秋冬の草花

「こんなに可愛い辞典は今までなかった」と、じわじわと反響を

としての役割。そして誰かにプレゼントしたくなるような、こ

呼び、多数の書店でフェアやパネル展を開催している「辞典シ

だわりぬいた装丁。小さいけれどたくさんの武器を持った強力

リーズ」
。
シリーズを通して判型は文庫版と同じA6サイズのハー

なシリーズです。そして、異例なほど「書店で見てお買い上げ

にまつわる言い回し

ドカバー。自立するほど分厚く、コロンとしたサイズ感は思わ

いただく」割合が非常に高いシリーズでもあります。並べるだ

や季語、名言などを

ず手にとってしまいたくなるはず。眺めているだけで楽しめる

けで華やかな「辞典シリーズ」
、
シーズンごとの行事に合わせて、

写真とイラストで紹

豊富なビジュアルと、じっくり読んでも飽きない本来の「辞典」

ぜひプレゼント用のフェア展開をおすすめします。

海の辞典

著：中村卓哉

4刷

海にまつわる言
写真・文

中村 卓哉

雷鳥社

A6 判 / 上製 / 288p / 978-4-8441-3586-9 / 本体￥1500 ＋税

空の辞典

著：小河俊哉

１９３種の美しい写
真と花言葉。草や花

介。

A6 判 / 上製 / 288p / 978-4-8441-3710-8 / 本体￥1500 ＋税

花の辞典

著：新井光史

NEW

2刷

花を知り、花と

葉＋海中写真の
魅せる辞典！

暮らそう
花は日常を豊かにし

波や潮、海を使った

てくれる存在。季節

喩えなど、海にまつ

ごとに分類した 206

わる素敵な言葉を写

種 類 の花の 写 真に

真とともに紹介。水

花 言 葉を添えて掲

中写真家・中村卓也

載。さらに花の買い

が圧巻のスケールで

方、飾り方や花飾り・

おくる美しき辞典！

5刷

あの日見た空を
さがせる、美し
き写真辞典！

アレンジのコツなど

A6 判 / 上製 / 282p / 978-4-8441-3728-3 / 本体￥1500 ＋税

色の辞典

著：新井美樹

NEW

幅広く網羅。

2刷

色の名前や、そ
の成り立ちをそ
の色を使ったイ
ラストで紹介！

雲、風、雨、雪、霧、
光、色の７つのテー

367 の色名にイラス

マに沿った空にまつ

トを添えて掲載。色

わる言葉を写真とと

鉛筆をイメージした

もに紹介。オシャレ

表紙・カバーにも注

なデザインはプレゼ
A6 判 / 上製 / 320p / 978-4-8441-3661-3 / 本体￥1500 ＋税

星の辞典

著：柳谷杞一郎

ントにも最適！

目。色を知ることで、
毎日の風景がより美

A6 判 / 上製 / 256p / 978-4-8441-3736-8 / 本体￥1500 ＋税

しくなる一冊。

パネルや POP などの拡材もご用意可能です。お気軽にご相談ください。

4刷

タイトルごとの拡材

美しい写真とイ
ラ スト で 星 座、
惑星、月を紹介！

のほかに、シリーズ
全体で展開できるも
のもあります。パネ
ル展用に本文の写真

星座や惑星、月など

をご提供したり、B1

を豊富な写真とイラ

サイズの特大パネル

ストで紹介！「辞典

をご用意することも

シリーズ」ならでは

できます。
「こんな風

の、ボリュームがあ

に展開したいんだけ

りながらコロンとし
A6 判 / 上製 / 288p / 978-4-8441-3703-0 / 本体￥1500 ＋税

ど……」というご 相

たサイズ感も健在！

談、なんでもお待ち

▲ POP の例（ハガキサイズ・ハガキの半分サイズがあります）

▲パネルの例（A5 サイズ・A4 サイズ・A3 サイズがあります）

しています！

写真の学校シリーズ

各 A5 判上製

カメラの教科書シリーズ

「写真の学校」の教科書 基礎編

14刷

監修：写真の学校／東京写真学園

写真の世界を
広げる写真技法書

デジタルカメラの教科書

フィルムカメラの教科書

著：西原和恵

写真は楽しい。撮

基 礎 から学 べる

る技術が身につけ

デジカメのコント

ばもっと楽しい

ロール術

はじめて一眼レフを手

しぼり、シャッター速

にする初心者から、プ

度、ISO 感度、露出な

ロカメラマンを目指す

ど、デジカメ初心者が

上級 者まで、写真を

つまずきやすいポイン

本気で始める人の入

トを中心に、作例を交

門書。

えながらわかりやすく
解説。

10刷

写真のプロになる！「写真の学校」 3 刷
著：久門易

著：キットタケナガ

実践人物ライティング
「写真の学校」

写真の仕事・歴史
3刷

フォトグラファーズ 写真を仕事にするしあわせ

著：High photo Japan 編集部

法、写真表現のポイントを解説。
A5 判 / 上製 /144p
978-4-8441-3591-3/ 本体￥1680 ＋税

We Love Photobook

104 人のフォトグラファーが大切にしている 268 の写真集

日本の写真界を牽

監修：写真の学校／東京
写真学園

著：Beretta P-13

つくる

つくる

引する 24 名が語
る仕事術

書く

書く

デジタル「写真の学校」

フィルムカメラならではの撮影知識や現像方

撮る

撮る

A5 判 / 上製 /128p/978-4-8441-3593-7/ 本体￥1600 ＋税

A5 判 / 並製 /208p/978-4-8441-3421-3/ 本体￥1500 ＋税

著：キッチンミノル

人気写真家や写真を
仕 事にするクリエイ
ターが、写真を仕事

当に撮りたい写真」が見つかる本。

撮影機材の準備から人物・商品撮影の基本など、
「プロ」になるための知識や情報を盛り込んだ。

在直面している問題な

ポートレート、ファッション、取材撮影など、

どを本音で語るインタ

人物ライティングの様々な撮影パターンを紹介。

ビュー集。

A5 判 / 並製 /336p
978-4-8441-3450-3/ 本体￥1800 ＋税

A5 判 / 並製 /208p
978-4-8441-3509-8/ 本体￥1500 ＋税

A5 判 / 並製 /248p/978-4-8441-3551-7/ 本体￥1890 ＋税

風景を撮る！「写真の学校」

動物を撮る！「写真の学校」

水中を撮る！「写真の学校」

フォトジャーナリストの視点

著：林典子

NEW

著：白鳥岳朋

著：前川貴行

著：清水哲朗

集を紹介。
B6 判 / 上製 /256p
978-4-8441-3642-2/ 本体￥1500 ＋税

その他

その他

A5 判 / 並製 /224p
978-4-8441-3434-5/ 本体￥1500 ＋税

104 人のフォトグラファーが思い入れ深い写真

演じる

演じる

にするまでの経緯、現
デジカメの基本的ノウハウを掲載。あなたの
「本

フォトジャーナリ
ストを仕事にする
には
数々の賞を受賞し、最
前線で活躍している
フォトジャーナリスト・
林典子がこれまでの
仕事を通して語るフォ

水辺スナップはもちろん、
本格的なダイビング、

近隣の公園から大自然での撮影まで、フィー

シチュエーションごとの機材の選び方や、動物の表

ルドで役立つ技術をマスターする。

情を捉える技術など、プロの撮影ノウハウを収録。

水中写真におけるプロのテクニックも伝授。

A5 判 / 並製 /200p
978-4-8441-3553-1/ 本体￥1500 ＋税

A5 判 / 並製 /240p
978-4-8441-3534-0/ 本体￥1600 ＋税

A5 判 / 並製 /240p
978-4-8441-3542-5/ 本体￥1600 ＋税

四六判 / 並製 /240p/978-4-8441-3742-9/ 本体￥1500 ＋税

写真展を開く！「写真の学校」

ボケ／ブレ不思議写真術

デジタル写真の色を極める !「写真の学校」

トジャーナリズム論。

写真アート
著：桐生彩希

4刷

10 年 経っても古
くならない、デジ
タルの色の基本を
一冊に

著：篠原俊之

著：上原ゼンジ

うずらの惑星

身近に見つけた小さな宇宙

著：上原ゼンジ

写真で見つける光のアート

街歩きを 10 倍楽しくするために
著：小林茂雄
+ 東京都市大学小林研究室

RGBとCMYK の違い、
RAW 画像など画像形

ボケ、ブレを効果的に使った今までに見たことの

式の特性など、デジタ
ル画像の特性と色に
関する基礎的な知識
を網羅。

4

A5 判 / 並製 /320p/978-4-8441-3639-2/ 本体￥1,800 ＋税

ギャラリーの選び方、プロモーション活動など、
写真展を開くためのハウツー本。
A5 判 / 並製 /208p
978-4-8441-3566-1/ 本体￥1800 ＋税

ない不思議な写真とその撮り方を掲載。常識にと

うずらの卵、あじさい、ほおずき、落ち葉、羽な

らわれず、自由な発想で写真を楽しめる。

どが宇宙写真に！身近で撮れる宇宙写真を紹介。

光のアートが！ 街歩きが 10 倍楽しくなる！

A5 判 / 並製 /112p
978-4-8441-3522-7/ 本体￥1500 ＋税

A5 判 / 並製 /96p
978-4-8441-3510-4/ 本体￥1500 ＋税

A5 判 / 並製 /128p
978-4-8441-3545-6/ 本体￥1500 ＋税

街を歩きながら注意して観察すると、意外なところに

5

日本の風景

海の見える駅

心に刻まれる
美しい写真集

ペンキのキセキ

2刷

著：タクマクニヒロ

ブルー・ノート

NEW

著：タクマクニヒロ

9刷

徒歩 0 分の絶景を、探しに行こう

ひび割れたペンキが織りなす絵画のような世界

海の見える駅を追い続けた著者が全国各地から選び抜いた 70 駅を、フォト

30 年間かけて世界各地で撮り溜めた写真から、選りすぐりの 86 点を掲載。

25 歳で会社を辞め、独学でカメラマンへの道のりを歩んできた著者が、夢

ジェニックな写真と、旅情あふれる文章によって紹介。

巻末にはインタビュー／ファンからの Q&A も収録。

に向って一歩踏み出せず、迷えるあなたへ贈る心に響く写真集。

B5 判 / 並製 /160p/978-4-8441-3724-5/ 本体￥1500 ＋税

B5 判 / 並製 /160p/978-4-8441-3731-3/ 本体￥1600 ＋税

A5 判 / 並製 /96p/978-4-8441-3447-7/ 本体￥1500 ＋税

島いぬ え !? 私って犬だったの？

カワセミ

ある日、カワセミに出会いました。 著：福田啓人

2刷

カンムリワシ

守るべきもの、石垣島の白い天使 著：福田啓人

書く

書く

著：阿部高嗣

あなたは今、好きなことしていますか？

撮る

撮る

しまなみライフ 船長が撮るふるさとの子どもたち

作家写真集
NEW

著：村松拓

著：阿部高嗣

つくる

つくる
カワセミとの出会いは一目惚れ

自分が「いぬ」だとは思っていない愛犬アロの写真に、癒されながら、その

7 年間にわたってカワセミを追い続けたカメラマンの想いが凝縮された一冊。

姿や表情、情景は昔懐かしい日本を彷彿とさせる。

背景にある家族のあたたかさ、自然の美しさに感動する写真集。

四六判 / 上製 /128p/978-4-8441-3570-8/ 本体￥1500 ＋税

A5 判 / 並製 /160p/978-4-8441-3673-6/ 本体￥1500 ＋税

奥会津

佐渡 しなしな 歩き

著：須賀武継

手つかずの自然溢れる、福島・奥会津の四季物語

「ハイフォトアワード 2009」グランプリ作品。

著：高木ひでこ

「しなしな」＝「ゆっくり」歩くと見えてくるもうひとつの佐渡

石垣島でカンムリワシの幼鳥と出会った著者が、まだあどけない雛鳥から悠
然と南国の青い空を飛翔する成鳥まで、撮り続けた圧巻の写真集。

B5 判 / 上製 /96p/978-4-8441-3533-3/ 本体￥1600 ＋税

B5 判 / 上製 /96p/978-4-8441-3568-5/ 本体￥1600 ＋税

アカショウビン

妻を撮ること

琉球の紅 著：福田啓人

炎のように美しく、紅の命火を灯す鳥

著：中村泰介

2刷

「僕」が撮る「妻」の写真はやさしく、どこか切なさを感じる

福島県、奥会津の表情豊かな大自然。写真家の須賀武継が 30 年にわたり撮

昭和の風情が残る街並みや、ふと垣間見える人々の暮らしの痕跡を愛おしむよ

自然写真家・福田啓人が石垣島の豊かな森に分け入り、リュウキュウアカショ

り溜めた、素晴らしい情景の数々を堪能できる写真集。

うな写真。十余年にわたり佐渡を「しなしな」巡った旅の記録がここに。

ウビンを追った息を呑むほどに美しい野鳥写真集。

心温まる写真集。
「ハイフォトアワード 2009」準グランプリ受賞作品。

A5 判 / 並製 /96p/978-4-8441-3699-6/ 本体￥1500 ＋税

B5 判 / 上製 /96p/978-4-8441-3592-0/ 本体￥1600 ＋税

B5 判 / 上製 /96p/978-4-8441-3535-7/ 本体￥1600 ＋税

僕の妹は、写真家になりたい。

HER

A4 判 / 上製 128p/978-4-8441-3644-6/ 本体￥3500 ＋税

その他

その他

瀬戸内海の伯方島で暮らす犬と家族の写真集

船長である父親が撮った、しまなみ海道で暮らす子どもたち。その自然体な

演じる

演じる

その出会いは偶然ではなく、必然

日本人が忘れかけた “ 宝 ” がここにある！

時間の大切さ、愛する人がそばにいることのあたたかさに気づかせてくれる

世界の風景

写真で巡る 世界の城

6

編：雷鳥社

写真で巡る 世界の教会

編：雷鳥社

NEW

著：青山裕企

著：クロダミサト

本を開いて世界のお城を巡る旅へ！

シリーズ第 2 弾！ スリーブケース入りの写真集

妹は、家族以上、恋人未満

注目写真家・クロダミサトのブログ書籍化

世界 108 もの城・宮殿の写真を情報とともに掲載。ページをめくるだけで

サグラダ・ファミリアやケルン大聖堂など、名建築として世界に現存する

写真家の〈兄〉青山裕企が、カメラマン志望の〈妹〉高校 3 年生に写真指

写真家を目指し上京したクロダミサトが親友あっしゅとの二人暮らしを自身の

世界を旅した気分に！箱付きの本書は、本棚に置きたくなる豪華さ。

100 の美しい教会をセレクトした一冊。

導をしながら、等身大の彼女の春夏秋冬を撮りおろす実用写真集。

写真と言葉でありのままに綴った 2 年間の写真日記。

A5 判 / 並製 ( ケース付 )/192p/978-4-8441-3706-1/ 本体￥1500 ＋税

A5 判 / 並製 ( ケース付 )/192p/978-4-8441-3727-6/ 本体￥1500 ＋税

A5 判 / 並製 /256p/978-4-8441-3664-4/ 本体￥1700 ＋税

四六判 / 並製 /240p/978-4-8441-3654-5/ 本体￥1600 ＋税

7

フォトサプリシリーズ
作家写真集

渋イケメンの国

2刷

～無駄にかっこいい男たち～

渋イケメンの世界

～美しき働き者たちへの讃歌～

フォトグラファーが大事にしている 176 のことば

著：三井昌志

著：三井昌志

マッチョに痺れる！ 本物の男たちの写真集

フォトサプリ

NEW

写真と言葉で
元気を届ける
メッセー ジ
フォトブック

前作
『渋イケメンの国』
から 2 年。渋イケメンが帰ってきた！
今回の渋イケメンは「働く男の渋さ」にフォーカス。体ひとつで日々の仕事
に黙々と取り組む彼らの姿は抜群にカッコよく、美しい。

A5 判 / 並製 /160p/978-4-8441-3691-0/ 本体￥1600 ＋税

A5 判 / 並製 /160p/978-4-8441-3733-7/ 本体￥1600 ＋税

写真を撮るって、誰かに小さく恋することだと思う。 著：三井昌志

muscle MEN

著：柳谷杞一郎

2刷

書く

「Have a nice day！」と

突き抜けるような気持ち

出会えた人たちに伝え

一日のはじまりを予感さ

良い青空には、人を元

たい「ありがとう」の

せる写真と言葉を収録。

気にする力がある。美

気持ちを写真と言葉で。

しい青空の写真と言葉

大人気のメッセージフォ

に効く写真集」第 2 弾！

を贈る「フォトサプリシ

トブック「フォトサプリ」

リーズ」第 3 弾！

シリーズ第 4 弾！

B6 判 / 上製 /224p
978-4-8441-3516-6
本体￥1500 ＋税

B6 判 / 上製 /224p
978-4-8441-3539-5
本体￥1500 ＋税

B5 判 / 上製 /64p/978-4-8441-3558-6/ 本体￥1905 ＋税

てるてる はるひ 父さん 晴日を撮る。

父さん、四〇歳 詩人になる。五〇歳 写真家になる。

著：石川厚志

著：石川厚志

B6 判 / 上製 /224p
978-4-8441-3498-5
本体￥1500 ＋税

SMILE

2刷

フォトグラファーが大事にしている
194 のことば 著：Beretta P-11

恋サプリ

2刷

恋愛にキク魔法の言葉 100
著：KOI-GIRL19
恋をする楽しさや喜び、

71人のフォトグラファー

大の写真と言葉を集め

とまどいや嫉妬、不安。

が贈る心を “Happy” に

た写真集。シリーズ第

そんな複雑な女心を写

する写真と言葉。読む

5 弾のテーマは「笑顔」

真と言葉で。恋するす

だけで心温まる「フォト
サプリ」
シリーズ第 6 弾。

大切な人への贈り物に

べての人に効く、甘酸っ

最適な一冊！

ぱい写真集。

ある日、臨床心理士の父さんは写真家になることを決意。娘の「晴日」の成

40 歳で詩人になり、50 歳で写真家を目指している父さん。
『てるてるはるひ』

長を写真に残しはじめる。
「ハイフォトアワード 2011」グランプリ作品。

からの 4 年間を記録。父であることの葛藤を描いた写真集。

四六判 / 上製 /128p/978-4-8441-3571-5/ 本体￥1500 ＋税

四六判 / 並製 /160p/978-4-8441-3683-5/ 本体￥1500 ＋税

B6 判 / 上製 /224p
978-4-8441-3563-0
本体￥1500 ＋税

B6 判 / 上製 /216p
978-4-8441-3559-3
本体￥1500 ＋税

SUPER FLASH GIRLS 超閃光ガールズ

2刷

点と点が線になっていることは
後になって気がつくよ

著：TATSURO

花サプリ

心を癒す美しい写
真と花言葉
インイベントで数々の賞

く美しいオネエの生き方

ワーと花言葉や花にま
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作品の路上販売、バックパッカー、9 冊の写真詩集の出版、と精力的に活動
し続ける写真家・TATSURO の集大成ともいえる写真集。

A5 判 / 並製 /128p/978-4-8441-3684-2/ 本体￥1600 ＋税

B6 判 / 並製 /192p/978-4-8441-3700-9/ 本体￥1200 ＋税

を写真と一緒にご紹介。
「フォトサプリ」シリーズ
異色の一冊。

つわる豆知識を掲載し

前向きにしてくれるメッセージ写真集

ボディーペイント、トリックアートを中心に活躍する趙燁、初の作品集。
「見た

オネエは不器用だけれ
ども、純粋。そんな強

よる美しいアレンジフラ

目だけじゃわからない」摩訶不思議で魅力的な世界がひろがる。

愛しのオネエが大切にしている 81
のことば 著：Beretta P-12

国内外のフラワーデザ
を受賞してきた著者に

一瞬も目が離せない。スーパーリアル・ボディペイントの世界！

B6 判 / 上製 /224p
978-4-8441-3583-8
本体￥1500 ＋税

LOVE YOU

2刷

しあわせいっぱい、ことばの花束 120 著：新井光史

著：趙燁（CHO HIKARU）

Happiness

フォトグラファーが大事にしている
204 のことば 著：Beretta P-12

フォトグラファーの等身

父さんだって夢を見ても、いいじゃない

父さんであることは、案外さみしい

その他

その他

『フォトサプリ』
に続く
「心

演じる

演じる

A5 判 / 上製 /128p/978-4-8441-3670-5/ 本体￥1500 ＋税

2刷

THANK YOU

フォトグラファーが大事にしている
180 のことば 著：Beretta p-10

つくる

つくる
TBS 番組「筋肉番付」から生まれた “MUSCLE MUSICAL” のオフィシャル写真
集。男性メンバーの筋肉美が全開。

3刷

青空サプリ

フォトグラファーが大事にしている
181 のことば 著：BerettaP09

鍛え抜かれた男性のカラダはこんなにも美しい

幸福がつまった心癒される写真集。

が好きな写真と好きな言葉を掲載。

書く

Have a nice day ！

人の笑顔に魅せられた写真家・三井昌志が送る、アジアの子供たちの笑顔と

写真家集団「Beretta」によるメッセージフォ
トブック。
約100名にも及ぶフォトグラファー

B6 判 / 上製 /224p/978-4-8441-3486-2/ 本体￥1500 ＋税

フォトグラファーが大事にしている
184 のことば 著：Beretta P-08

幸福だから笑うのではない。笑うから幸福なのだ

あなたの心にもきっと効く、美し
い写真と言葉

撮る

撮る

あるがままの生き方で渋みを増していく男＝渋イケメン。モテを意識してない
アジアの渋イケメンな男たちを撮った異色で濃厚な写真集。

6刷

著：Beretta P-07

た写真集。

B6 判 / 上製 /224p/978-4-8441-3589-0/ 本体￥1500 ＋税

B6 判 / 上製 /224p
978-4-8441-3582-1
本体￥1500 ＋税
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動物サプリシリーズ

ねこサプリ

物語の書き方シリーズ

「物語」のつくり方入門 ７つのレッスン

6刷

人によく効く NEKO-PHOTO150

4刷

著：LOVE CAT 55

愛らしい姿に
癒される動物写真

から生まれたねこ写真
集。
「 猫は百 薬の長 」

2刷

人によく効く NEKO-PHOTO202

13刷

いぬサプリ

あなたを happy にする Wanko-photo146
著：THE 41
DOG LOVERS

元気をくれる可愛い、

待 望 の 第 3 弾！「 笑 」

第 2 弾は「相棒」をテー

いぬ。そんな人間にとっ

をテーマに 202 点のク

マに写 真と言 葉を掲

て最高の友であるいぬ

スっと笑える、ねこ写真

載。癒しや感謝、勇気、

いぬ写真集。

から温める。

もらえるねこ写真集。

B6 判 / 上製 /208p
978-4-8441-3578-4/ 本体￥1500 ＋税

動物写真

猫に GPS をつけてみた

アニマルサプリ

動物おもしろ写真集 著：ANIMAL FANS 35

夜の森 半径二キロの大冒険

NEW

著：高橋のら

猫ってこんなにた
くましかったんだ！

思わず笑ってしまう、可
愛い動物たちの写真集。
疲れた時や寂しい時に

「猫の行動範囲は数百

元気をくれる動物好き

メートル」は都会だけ

にはたまらない本。

の話。国内でもめずら

15 年間にわたり支持されつづけている小

シリーズ完結編！
！

説技法書のロングセラーが新装版で登場！

あなたの小説がきっと本になる！

小説を書くために必要な技術を基礎からわかり

今度は長編小説に挑戦！日本映画の名作「東京

やすく解説。これ一冊であなたの小説が本に

物語」のシナリオを読みながら、長編小説を書く

なるのも夢じゃない！小説指南書の決定版。

楽しさを学ぶ。

四六判 / 並製 /400p
978-4-8441-3415-2/ 本体￥1600 ＋税

四六判 / 並製 /256p
978-4-8441-3433-6/ 本体￥1500 ＋税

目的別 小説講座

文章を仕事にするなら、
まずはポルノ小説を書きなさい 著：わかつきひかる

NEW

あなたも、
妄想をお金に換えてみませんか ?

こに。
A5 判 / 並製 /160p/978-4-8441-3741-2/ 本体￥1600 ＋税

床下の奴ら

庭付き・ネコ付き・一戸建て

企画の立て方、魅力的な設定やキャラクターの作り

いうビジネス。高い文章力は必要なし。童貞でも処女

方、エッチな文章を書くコツ、出版社への売り込み

でも書ける！？必要な資質は「妄想が好きなこと」だけ！

方まで、ポルノ小説を書く上での疑問に答える。

四六判 / 並製 /256p
978-4-8441-3726-9/ 本体￥1500 ＋税

四六判 / 並製 /256p
978-4-8441-3743-6/ 本体￥1500 ＋税

《キャラクターと舞台設定で狙う》

小説新人賞の傾向と対策

漫画・アニメ・映画、小説から学ぶ
2刷

時代小説を書く 著：若桜木 虔、鳴海風、 小説キャラクターの創り方
上田秀人、貴辻敦子、
窪埼和哉、松岡弘一、
藤水名子

著：若桜木虔

現役のプロ作家が時代

舞台設定別に必要な要

小説作家になるため技

素を徹底検証。新人賞
を狙うための小説講座。

術を大公開。

四六判 / 並製 /304p
978-4-8441-3503-6
本体￥1500 ＋税

四六判 / 並製 /304p
978-4-8441-3526-5
本体￥1500 ＋税

バンドは旅するその先へ

2刷

詩：谷郁雄
写真：尾崎世界観

著 者の家の床 下に棲
みついた 20 匹以上の
猫たち。写真集仕立て
でお送りする心温める
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A5 判 / 並製 /160p
978-4-8441-3527-2/ 本体￥1500 ＋税

2刷

著：若桜木虔、すぎた
とおる、高橋桐矢
メディア・ミックスで
ヒット作を出すための
登 場 人 物＝キャラク
ターの創り方とは？
四六判 / 並製 /240p
978-4-8441-3519-7
本体￥1500 ＋税

詩集

著：Moon Light Sword
写真：だっちょ、池口正和、坂下健二、
桑原英之、阪靖之

ショートストーリー。

NEW

著書 130 冊、デビュー 21 年の小説
家が送るポルノ小説入門書の決定版

録できた、日本初！？の
貴重な行動データがこ

著：わかつきひかる

ジュブナイルポルノの女王が薦める、
「官能小説」と

しい環境だからこそ記
四六判 / 並製 /160p
978-4-8441-3637-8/ 本体￥1200 ＋税

日曜ポルノ作家のすすめ

その他

その他

B6 判 / 上製 /224p
978-4-8441-3653-8/ 本体￥1500 ＋税

3刷

演じる

信頼。ねこから幸せを

演じる

の魅力を伝えてくれる、

と言葉で、心と体を芯

長編小説のかたち

つくる

「ねこサプリ」シリーズ

｢ねこサプリ｣ シリーズ

つくる

いつだって人のそばで、

四六判 / 並製 /224p
9784-8441-3679-8
本体￥1500 ＋税

小説のメソッド３< 未来への熱と力 > 著：奈良裕明／監修：編集の学校

小説のメソッド < 初級編 > 著：奈良裕明／監修：編集の学校

著：LOVE CAT 37

著：LOVE CAT 44

B6 判 / 上製 /208p
978-4-8441-3580-7/ 本体￥1500 ＋税

3刷

四六判 / 並製 /224p
978-4-8441-3587-6
本体￥1500 ＋税

書く

書く

人によく効く NEKO-PHOTO175

ねこサプリ（笑）

とともに解説した。

撮る

撮る

ねこサプリ 相棒

きたいすべての人へ。

小説メソッドシリーズ

小説を書くための基礎メソッド
B6 判 / 上製 /216p/978-4-8441-3504-3/ 本体￥1500 ＋税

紹介。具体的な作品例

丁寧に解説。物語を書

そんな言葉を信じるね
こ好き必携の一冊。

ターンを、ジャンル別に

７つのレッスンを通して、

物語を紡ぐための
小説の書き方

著：円山夢久

品によくあるお話のパ

物、演出など、実践的な

ねこ写真集
人気メッセージフォト

2刷

エンターテインメント作

全 体の流れ や登 場 人

ねこ好きのための、

ブック「フォトサプリ」

「物語」の組み立て方入門 ５つのテンプレート

著：円山夢久

「クリープハイプ」尾崎

言葉の美しさに
出会える詩集

世界観と、彼が敬愛す
る詩人・谷郁雄がコラ
ボした写真詩集。
B6 判 / 並製 /256p
978-4-8441-3676-7/ 本体￥1500 ＋税

どれも特別な一日
詩：谷郁雄
絵：後藤グミ
詩人・谷郁雄とイラスト
レーター・後藤グミのコ
ラボによる詩画集。デ
ザインは寄藤文平。
Ａ 5 判 / 並製 /128p
978-4-8441-3595-1/ 本体￥1600 ＋税
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出版実用書

工芸

エディターズ・ハンドブック

編集者・ライターのための必修基礎知識

ほのぼの革小物教室

3刷

2刷

はじめたその日にできあがり 著：大濱由惠

監修：編集の学校／文章の学校
「企画」
「取材」
「原稿」
「デザ

出版を仕事に
するための
出版実用書

イン」
「印刷」
「出版流通」など、
編集者・ライターの必修の情
報・知識が詰まったバイブル。
A5 判 / 並製 /352p
978-4-8441-3666-8
本体￥1800 ＋税
4刷

１週間でマスター

編集者・ライターのための
練習問題 101

ライターになるための
練習問題１００【新版】

監修：編集の学校
／文章の学校

監修：編集の学校
編集者に必要な基礎的

はじめての木彫りどうぶつ手習い帖

2刷

MATO

マトリョーシカのレシピ帖
著：上原光子

手のひらサイズの彫

知識を 1 問 1 答形式で
出題。
四六判 / 並製 /224p
978-4-8441-3483-1
本体￥1400 ＋税

ロシアの伝統的な絵付

刻ハウツー本。これ

けからオリジナルデザ

一冊で手のひらサイ

インまで、初心者でも

ズのかわいい木彫り

できるペイントを伝授。

どうぶつが彫れる！注

A5 判 / 並製 /128p
978-4-8441-3668-2
本体￥1500 ＋税

目作家・はしもとみお
の作品も多数掲載。

A5 判 / 並製 /128p/978-4-8441-3687-3/ 本体￥1700 ＋税

手芸

ブックガイド
NEW

2刷

本の魅力を
知るための

雑貨屋さんの製本教室

115 Handmade Stories

手製本の技法を使って、

著：ささきみえこ
可愛い図案と刺しゅ
うを活かした、ハン
カチ、トートバッグ
など 6 種類の雑貨の
作り方を紹介。

ものづくり作家の作品

短時間で気軽につくれる

とともに、彼らが大切

オリジナル作品を多数紹

にしている言葉を紹介。

介。製本の魅力が存分

通りの猫への想いを、120 枚

刺しゅうで楽しむ可愛い雑貨

著：Beretta P-11

著：西川順子 / 齋藤珠美

74 名の著名人が綴った、120

評論・ブックガイド

2刷

に詰まっている本。

のイラストとともに紹介。そ

B6 判 / 上製 /248p
978-4-8441-3564-7
本体￥1500 ＋税

A5 判 / 並製 /128p
978-4-8441-3554-8
本体￥1600 ＋税

のひと言に想いが溢れ出る。
A6 判 / 上製 /272p/978-4-8441-3732-0/ 本体￥1500 ＋税

その他

その他

なぜか気になる他人の猫
事情。猫は猫を呼び、猫
好きは猫好きを呼ぶ ! ?

2 時間で気ままにつくる

演じる

演じる

文筆家・漫画家が綴る、ネコセトラ 編：谷口香織／絵：ホリナルミ

つくる

つくる

四六判 / 並製 /272p
978-4-8441-3693-4
本体￥1500 ＋税

猫ヲ読ム

4刷

著：はしもとみお

書く

書く

四六判 / 並製 /256p
978-4-8441-3414-0
本体￥1500 ＋税

A5 判 / 並製 /144p
978-4-8441-3599-9
本体￥1600 ＋税

ライターとして仕事を

の技術・発想法を習得。

に図解を用いて解説。

える型紙付。

していくために必要な

題で編集者・ライター

ため、すべてのページ

り方を紹介。拡大して使

監修：編集の学校

1 問 1 答形式の練習問

な知識をマスターする

生活を豊かにする
ものづくり実用書

撮る

撮る

編集をするための基礎メソッド

簡単につくれる革小物・
革バック全 14 作品のつく

A5 判 / 並製 /128p
9784-8441-3678-1
本体￥1600 ＋税

写真雑貨

I Love You の訳し方

著：望月竜馬／絵：ジュリエット・スミス

井上雄彦 100+1

10刷

"I Love You" あなたなら
どう訳しますか？
100 人の作家による 100 通
りの "I Love You" の訳し方
を紹介。
「もっともロマンチッ
クな言語は日本語である」
ことを実感できる、魅惑の
B6 判 / 並製 /224p/978-4-8441-3716-0/ 本体￥1200 ＋税

NO BOOK NO LIFE

世界へ誘うブックガイド。

全国の本屋さんが選んだ！僕たちに幸せをくれた 307 冊の本

3刷

編：雷鳥社編集部

本のプロである書店員
さんが、本気で答えた！
「笑える本」
「泣ける本」
「人
生を変えた本」など全 30
項目からなる書店員さんが
薦める本のカタログ。
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四六判 / 並製 /320p/978-4-8441-3665-1/ 本体￥1500 ＋税

人生を変える信念の言葉

2刷

写真でつくる雑貨

写真を楽しむ 133 のネタ帖

著：saorin

3刷

著：saorin

カレンダーや豆本、ポ

もっとラフに、もっと自由

ストカードなど、写真を

人間を描く漫画家・井上

に、もっと楽しんで、写真

使った 42 の雑貨のつく

著：中村トオル

雄彦の珠玉の言葉から、

を撮ったり、飾ったり、贈っ

り方を写真とイラストで

人生とは、人間とは何か

たりする方法 133 を紹介

楽しく紹介。

を考えさせられる。

する写真のハウツー本。

B6 判 / 並製 /224p
978-4-8441-3635-4
本体￥1200 ＋税

A5 判 / 並製 /240p
978-4-8441-3681-1
本体￥1700 ＋税

ライトノベルは好きですか？
ようこそ！ ラノベ研究会

著：大橋崇行
イラスト：和遥キナ
国文学研究者にして現
役ラノベ作家の著者が
描く本格研究入門書に
して、青春小説＝ライ
トノベル。
四六判 / 並製 /272p
978-4-8441-3641-5/ 本体￥1500 ＋税

著：saorin
古いボトル、時計の文
字版、古本など、古道
具と写真を組み合わせ
た独創的な作品と作り
方を紹介。
A5 判 / 並製 /128p
978-4-8441-3528-9
本体￥1580 ＋税

A5 判 / 並製 /128p
978-4-8441-3501-2
本体￥1580 ＋税
インテリア雑貨

コラージュデザイン

写真と紙でつくるコラージュ

写真と古道具のくらし

4刷

コラージュ図案帖

インテリアに役立つ古小物

ユーズド・ミックスのススメ

著：井上陽子

著：井上陽子

著：黒川洋行

ポストカード、ブックカ

無造作に貼り合わせた

実生活の中に古小物を

ようで、計算されつくし

ミックスさせることで起

バー、写真集など、お
気に入りの写真や紙か
ら生まれるコラージュ雑

ているそのコラージュの

こる雰囲気作りの知識

パターンを一挙公開。

とアイディアをご提案。

A5 判 / 並製 /192p
978-4-8441-3598-2
本体￥2200 ＋税

A5 判 / 並製 /128p
978-4-8441-3590-6
本体￥1600 ＋税

貨のレシピ集。
A5 判 / 並製 /112p
978-4-8441-3523-4
本体￥1600 ＋税
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美容・美肌
おうちでかんたん！

2刷

暮らしの手づくり石鹸レシピ帖

自分らしく輝く

ナチュラルコスメのつくり方

著：ホノ

だから差がつく！やっぱり美人は、
かかりつけの美容皮膚科を持っていた

著：奈緒子

（石鹸工房 HonoBono-Lab）

キッチンにある道具

自宅で手軽に、自分

ですぐにつくれる、自

の肌に合った石鹸が

分の肌に合ったコス

つ くれ る。 し か も、

Cool Veg

NEW

農家が提案するこれからの野菜レシピ 著：飯塚有紀子

大 切 な 人 の た め に、
ちょっとよそいきな料理

著：花房火月

をつくりたいと思ったら

皮膚科医の著者が 理

20 年間有機野菜農家を営む
著者のポリシーは、
「楽しく

現したおむすびを 30

食生活を送る」こと。とって

か国 30 レシピ掲載！

で確実な方法を語る。

おきの野菜料理をご提案。

A5 判 / 並製 /128p
978-4-8441-3647-7
本体￥1500 ＋税

A5 判 / 並製 /158p
978-4-8441-3714-6
本体￥1600 ＋税

四六判 / 並製 /224p
978-4-8441-3715-3
本体￥1400 ＋税

B5 判 / 並製 /128p
978-4-8441-3721-4
本体￥1500 ＋税

歳時記

VEGAN BREAD

著：森乃おと／絵：ささきみえこ

白砂糖・卵・乳製品を使わないパンづくり 著：朝倉みちよ

foreigner’s table

日本在住 32ヵ国 63 人の外国人が贈るHAPPYレシピ
著：Beretta p-10

という言葉をご存知で
しょうか

日本在住の外国人たち
による自慢の手料理。見

白砂糖、卵、乳製品を使わず、

日本の季節の移ろいを感じ

豆 乳 や な た ね サラダ 油 を

ることのできる七十二候を

使ってつくるパン＝
「VEGAN

てよし、作ってよし、食
べてよしの料理写真集。

A5 判 / 並製 /176p/978-4-8441-3696-5/ 本体￥1600 ＋税

占い・スピリチュアル

食の研究

著：高橋桐矢、森やすか

著：高橋桐矢

2刷

チョコレートの手引

著：蕪木祐介

2刷

魅惑の嗜好品、チョコ
レートを知る本

占いの本は数多くあ
れども、占い師にな

その他

い師が教える占い師

門書。占い用ルーンカー

NEW

すべての手順が写真でわかる 10 枚レシピ 著：飯塚有紀子

食の楽しさを
感じられる
料理実用書

すべての手順が写真でわかる 10 枚レシピ 著：飯塚有紀子

2刷

はじめての人につくって
欲しい、誰でも失敗し
ないお菓子のレシピ集
「開いたまま、写真を追えば、
お菓子が完成」という、まっ
たく新しいお菓子づくりの
レシピ本。
B5 判 / 並製 /128p
978-4-8441-3652-1
本体￥1500 ＋税

実 用 性にとことんこだ
わった「やさしいお菓子」
シリーズ待望の第 3 弾！

A5 判 / 上製 /160p
978-4-8441-3675-0
本体￥1600 ＋税

ニッポン駄菓子工場

著：Beretta

NEW

「駄菓子」は
ニッポンの文化だ
撮影し、駄菓子誕生の瞬間

栗、りんご、バナナなど、旬

に迫る！ 子どもの頃に食べ

の果物を使った 33 の簡単お

た懐かしの駄菓子から、定

菓子レシピをご紹介。

番のヒット商品までを掲載。

B5 判 / 並製 /128p
978-4-8441-3740-5
本体￥1500 ＋税

四六判 / 並製 /248p
978-4-8441-3738-2
本体￥1600 ＋税
2刷

すべての手順が写真でわかる 10 枚レシピ
著：飯塚有紀子
前 作同様、使いやす
い簡単レシピはもち
ろん、お 菓 子 を 贈る
ためのラッピング や
保存方法も掲載。
B5 判 / 並製 /128p
978-4-8441-3690-3
本体￥1500 ＋税

B6 判 / 上製 /240p
978-4-8441-3577-7
本体￥1500 ＋税

「うちでお茶する？」
のコツ 100 著：三宅貴男

駄菓子の生産工場を取材・

いちご、レモン、オレンジ、梨、

やさしいチョコレートのお菓子

挙大公開！

楽しみ方が詰まった一冊。

料理レシピ本

やさしい果物のお菓子

人の手作りお弁当を一

ラスト満載で解説。チョコの

四六判 / 並製 /240p
978-4-8441-3552-4
本体￥1200 ＋税

A5 判 / 並製 /112p
978-4-8441-3569-2
本体￥1300 ＋税

プレイヤーなど、112

なるまでの全工程を写真とイ

になるための入門書。

ド付き！

ベンチャー企業社長か
らバーデンダー、コス

カカオの実がチョコレートに

その他

る本はない？ 現役占

トーンも一冊でわかる入

OBENTO WONDERLAND

112 人のしあわせお弁当図鑑 著：Beretta P-11

演じる

演じる

はじめてのルーン＆パワーストーン組み合わせ入門

占い師入門

つくる

つくる

A5 判 / 上製 /272p
978-4-8441-3540-1
本体￥1500 ＋税

BREAD」のレシピ集。

イラストとともに紹介。
A5 判 / 並製 /208p/978-4-8441-3697-2/ 本体￥1500 ＋税

書く

書く

三百六十五日の日常が
宝物に変わります

占いもルーンもパワース
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A5 判 / 並製 /96p
978-4-8441-3659-0
本体￥1200 ＋税

撮る

撮る

Vegan（ ヴ ィー ガ ン ）

七 十 二 候 を 知 れ ば、

やさしいお菓子

炊飯器ひとつででき
る「世界の味」を再

想の肌を手に入れるた

メのつくり方。

毎日の暮らしを
充実させる
生活実用書

世界をむすぶしあわせレシピ 著：とまこ

めの最もリーズナブル

安心安全。

七十二候のゆうるり歳時記手帖

おむすびＷＯＲＬＤ ＴＲＩＰ

2刷

コーヒー、紅茶、ハー
ブティー、日本茶、中
国茶に関するお茶の知
識をイラストいっぱい
B5 判 / 並製 /224p
978-4-8441-3671-2
本体￥1600 ＋税

の Q&A で楽しく紹介。

食の安全
ぷはっとうまい ~ 日本のビール面白ヒストリー

大日本麦酒の誕生

著：端田晶

いでんしくみかえさくもつの
ないせいかつ 著：手島奈緒

かつて、エビス、サッ

1 か月間、遺 伝子

ポロ、アサヒの 3 大ブ

組み換え作物を食

ランドを擁した大日本

べずに生活した著

麦酒。その驚きのヒス

者が、食品業界の

ほんとうにおいしいものは
お店で買えない 著：手島奈緒
農薬や添加物が 使わ
れる理由や、食品の製
造過程を知ることで食
の未来が見えてくる。

現状やメジャー食

トリーとは？

品の検証を行なう。
四六判 / 並製 /192p
978-4-8441-3705-4
本体￥1400 ＋税

A5 判 / 並製 /144p
978-4-8441-3646-0
本体￥1200 ＋税

B6 判 / 並製 /336p
978-4-8441-3663-7
本体￥1200 ＋税
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最強トレーニングシリーズ

基礎から始めるシリーズ

2刷
声優になる！最強
トレーニングブック 基礎編（DVD 付属）

はじめての演技トレーニング レッスンのヒント 83
監修：松濤アクターズギムナ
ジウム

表現を豊かに
するための
声優・俳 優
トレーニングブック
基礎から始める
演技トレーニングブック

声優、俳優のプロを多数輩出し
てきた SAG 講師陣監修の楽し
みながら演技を学べるメソッド。
B5 判 / 並製 /128p
978-4-8441-3657-6
本体￥1400＋税

監修：松濤アクターズ
ギムナジウム
写真やイラスト満載！ 演
現、音声表現を楽しく学

監修：松濤アクターズ
ギムナジウム
言葉を自在に操るため
の技術を、写真やイラ
スト満載でわかりやす

著：高瀬將嗣

現代劇アクション「技
斗」
、時代劇アクショ
ン「殺陣」を基礎から

く解説。

学べる入門書。

B5 判 / 並製 /128p
978-4-8441-3301-2
本体￥1400 ＋税

B5 判 / 並製 /128p
978-4-8441-3423-7
本体￥1400 ＋税

B5 判 / 並製 /128p
978-4-8441-3643-9
本体￥1800 ＋税

目的別発声表現

NEW

声優の大きな仕事の１つであ
ためのトレーニング本。プロ
のナレーターによる実演を収

B5 判 / 並製 /160p
978-4-8441-3657-6
本体￥1400 ＋税

はじめての声優トレーニング
声のテクニック編（CD 付属）

8刷

はじめてのボイストレーニング 6 刷
朗読ナレーション編（CD 付属）

監修：松濤アクターズ
ギムナジウム

監修：松濤アクターズ
ギムナジウム

A5 判 / 並製 /96p
978-4-8441-3672-9
本体￥1800 ＋税

の練習問題にして、わ

が同時にできる！

かりやすく解説。

A5 判 /96p/ 並製
978-4-8441-3543-2
本体￥1500 ＋税

四六判 /224p/ 並製
978-4-8441-3310-1
本体￥1400 ＋税

著： 柳 谷 杞 一 郎 / 菊
地和俊 / 東海林龍
人気声優 13 名が、声

声優になるという夢を

人気声優 13 名の、迷

つかんだ 13 名の人気

い、もがき、努力のエ

声優が 声優志望者へ

ピソードを掲載した声

い！！ 人気声優たちのリアルインタビュー～

優になるためのアドバ
イスや 仕 事 の 魅 力を

送るインタビュー集。

優インタビュー集。

語ったインタビュー集。

A5 判 / 並製 /200p
978-4-8441-3507-4
本体￥1200 ＋税

A5 判 / 並製 /256p
978-4-8441-3512-8
本体￥1200 ＋税

A5 判 / 並製 /192p
978-4-8441-3574-6
本体￥1200 ＋税

声優になる！最強 BOOK ！【改訂版】

編：雷鳥社
人気声優、大手プロダク
ション、養成所などのプ
ロからの貴重なメッセー
ジを多数掲載。

B5 判 / 並製 /176p
978-4-8441-3537-1
本体￥1500 ＋税
シナリオ講座

１週間でマスター
斉藤ひろしのシナリオ教室

を多 数 指 導してきた

著：斉藤ひろし

4刷

人気脚本家によるロングセラーが、新
装版になって登場！

人 気 声 優・タレ ント

A5 判 / 並製 /128p
978-4-8441-3316-0
本体￥1800 ＋税

な 知 識 や 技 術 を 100

著： 橋 本 崇 宏 / 柳 谷
杞一郎

著：ＥＩＭＩ（渡邊瑛美）

A5 判 / 並製 /128p
978-4-8441-3315-2
本体￥1800 ＋税

がら、演技力の向上と

著： 橋 本 崇 宏 / 柳 谷
杞一郎

はじめてのコア×ボイス
トレーニング（DVD 付属）

EIMI によるボ イスト

アフレコトレーニング

きっと声優になる！～夢を見ないとはじまらな

見つかる!! 人気声優たちのリアルインタビュー～

歌う、演じる、表現する身体をつくる

レーニングの決定版 !

声優になるために必要

もっと声優になる！～夢を叶えるためのヒントが

る !! 人気声優たちのリアルインタビュー～

A5 判 / 並製 /128p
978-4-8441-3682-8
本体￥1800 ＋税

レーニングブック。

現役声優の声を聴きな

声優業界インタビュー

声優になる！～夢が近づく !! ヒントが見え

べる一冊。

プロの技術を完全収録。

著：高橋トモコ、
出口富士子

A5 判 / 並製 /124p
978-4-8441-3511-1
本体￥1800 ＋税

に 朗 読 に 挑 戦。
「声」

を身につけるためのト

編：雷鳥社編集部

A5 判 / 並製 /112p/
978-4-8441-3500-5
本体￥1800 ＋税

と「表現」の基礎を学

ナレ ーション の 基 礎

5刷

ンブック。

プロ実演の CD を参考

発音や発声のトレーニン

声優になるための
練習問題 100

実践ＤＶＤ付きレッス

きレッスンブック。

監修：松濤アクターズ
ギムナジウム

グ方法を具体的に学ぶ。

名作映画で声優アフレコトレー
ニング ローマの休日（DVD 付属）

階に進みたい人向けの

にピッタリの DVD 付

その他

その他

るナレーションの技術を磨く

はじめての
朗読表現トレーニング（CD 付属）

〈基礎編〉から次の段

演じる

演じる

はじめての
ナレーショントレーニング（CD 付属） 監修：松濤アクターズギムナジウム

声優トレーニングをこ
れからはじめる初心者

つくる

つくる

ぶトレーニングブック。

録したオリジナル CD 付き。
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基礎から始める
アクション 技斗・殺陣（DVD 付属）
オリジナル DVD で学ぶ

監修：松濤アクターズ
ギムナジウム

書く

書く

技の基礎である身体表

5刷

監修：松濤アクターズ
ギムナジウム

撮る

撮る

基礎から始める
声優トレーニングブック

8刷

声優になる！最強
トレーニングブック 実践編（DVD 付属）

舞台・映画を
演出する
シナリオの書き方
原田眞人の監督術

著：原田眞人

2刷

大ヒットした映画「関ヶ原」の監督
による監督ノウハウのすべて
「日本のいちばん長い日」
「駆込み女と駆出し男」

「ナミヤ雑貨店の奇蹟」
「余命１ヶ月の花嫁」
「チ
ム・バチスタの栄光」などを手がける映画界の
人気脚本家が重要テクニック「ハコ書き」を中
心に、シナリオ執筆のノウハウを本気で伝授。
四六判 / 並製 /272p
978-4-8441-3448-5/ 本体￥1600 ＋税

シナリオの構成

著：新藤兼人

名匠・新藤兼人監督が「一番大事な本」
と呼ぶ、シナリオ創作の原点を復刊！
新藤兼人監督が「一番大事な本」と呼ぶ書籍を

「わが母の記」
「クライマーズ・ハイ」
「突入せよ！

復刊。95 歳になっても 48 本目の監督作品『石

あさま山荘事件」……。なぜ、こんなにヒット

内尋常高等小学校 花は散れども』を製作した

作、話題作を作り続けられるのか。

新藤監督のシナリオ創作の原点！

A5 判 / 並製 /352p
978-4-8441-3484-8/ 本体￥1900 ＋税

A5 判 / 並製 /352p
978-4-8441-3497-8/ 本体￥1900 ＋税
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はじめましたシリーズ

OMEGA LABEL

研ぎ師伊之助深川噺 上巻

小さなパン屋さん、はじめました。

NEW

女性オーナー 10 人に学ぶお店のはじめ方・続け方 著：田川ミユ

女性オーナー 10 人がパン屋

声優：松田洋治 / 斉藤壮馬 / 吉田聖子 他

耳で聴く物語
ドラマC D

開業までの歩み、続けてい

大御所声優たちが集結！声優ファン、
時代劇ファンのための本格時代劇
江戸深川の裏長屋へ現れた二組の武士。そこ
に住まう研ぎ師伊之助たちを巻き込む陰謀とは
……。

くことへの想いなどを、豊富

好きを仕事に
するための
開業実用書

な写真とともに紹介したハウ
ツー本。

A5 判 / 並製 /128p
978-4-8441-3649-1
本体￥1600 ＋税

CD2 枚組 /978-4-8441-3722-1/ 本体￥2000 ＋税

研ぎ師伊之助深川噺 下巻

NEW

20 代でお店をはじめました。
声優：浪川大輔 / 田中理恵 / 松岡由貴 他

女性たちが、若くして店を

事なのだ。高校生の上村滝太郎は、どんなキャ
の一員として活動を始めるのだが…。
CD/ ブックレット付属 /978-4-8441-3544-9/ 本体￥3000 ＋税

カラビツの鍵貸します

語る。

め込んだ一冊。

A5 判 / 並製 /128p
978-4-8441-3454-1
本体￥1600 ＋税

A5 判 / 並製 /128p
978-4-8441-3557-9
本体￥1600 ＋税

田舎・郊外でお店、はじめました。

ものづくりを仕事にしました。

都心からはなれて人気店をつくった 14 人に学ぶお店のはじめ方、続け方 著：長井史枝

女性クリエイター 15 人ができるまで

2刷

著：田川ミユ

声優：下野紘 / 安元洋
貴 / 興津和幸 他

声優：大原めぐみ / サエ
キトモ / 興津和幸 他

田舎や郊外で開業した人
気店のオーナー 14 人が

布小物作家、切り絵作
家、陶芸家など、もの

坂本龍馬の暗殺の謎

万葉集の登場人物が、

「宇治拾遺物語」
「落窪

明かす、開業までの歩み、

に 挑 む、 歴 史ミス テ

現代の高校生としてよ

物語」
「今昔物語」をわ

独自の取り組みや働き方

づくりを仕事にした女性

リードラマ！

みがえったら！？

かりやすく今風にアレンジ。

とは。

たちのインタビュー集。

CD/ ブックレット付属
978-4-8441-3555-5
本体￥2000 ＋税

CD/ ブックレット付属
978-4-8441-3575-3
本体￥2500 ＋税

CD/ ブックレット付属
978-4-8441-3636-1
本体￥2500 ＋税

A5 判 / 並製 /136p
978-4-8441-3689-7
本体￥1600 ＋税

A5 判 / 並製 /128p
978-4-8441-3495-4
本体￥1600 ＋税

除闇～妖かし祓い彷徨譚～
神戸篇「件の悩み」

平成新宿八犬伝

戦国 SAKURA 騒動記

DIY で、カフェをはじめました。

オーナー 9 人に学ぶお店のはじめ方・つくり方 編：雷鳥社

男子、
カフェを仕事にしました。
自らＤＩＹでカフェを作り上

声優：杉山紀彰 / 興津
和幸 / 大原めぐみ 他

声優：興津和幸 / サエ
キトモ / 宮沢正 他

声優：しもがまちあき /
近藤孝行 / 白石稔 他

南総里見八犬伝の末

妖 怪 を 祓 い、闇を 暴

時は戦国、ヘタレな時

フェを手作りするために必
要なノウハウを収録。

く。その男の名は ｢除

期当主・輝宗がとった

代版冒険活劇！！

闇（じょあん）
｣。

行動とは……。

CD/ ブックレット付属
978-4-8441-3656-9
本体￥2500 ＋税

CD/ ブックレット付属
978-4-8441-3660-6
本体￥2500 ＋税

CD/ ブックレット付属
978-4-8441-3677-4
本体￥2500 ＋税

裔たちが繰り広げる現

げたオーナーに学ぶ、カフェ
開業 &DIY 実例集など、カ

その他

その他

出演：関俊彦 / 櫻井孝
宏 / 木村亜希子 他

演じる

演じる

アブナイ恋の万葉集

ポットを当てた、開業
の魅力、ノウハウを詰

つくる

つくる

ラにも成りきるコスプレの能力を買われ、噂屋

30 代でお店を開業し
た女 性 オーナーにス

書く

書く

経営するノウハウについて

市伝説」を利用して解決していくのが彼らの仕

が彼らを襲う !

再現！坂本龍馬 最後の夜

20 代で自らの店を開業した

呼ばれる事務所がある。難事件・怪事件を「都

闇にあるべき真実に光があたった時、狂気の剣

女性オーナー 17 人ができるまで 著：田川ミユ

カフェ、雑貨屋、花屋など、

とある街にあるビルの地下深く、通称・噂屋と

PIECE」出演の声優によるボリューム
満点の時代劇

30 代でお店をはじめました。

3刷

人気コミック『噂屋』をドラマ CD 化

「ドラゴンボール Z」
「もののけ姫」
「ONE

CD2 枚組 /978-4-8441-3723-8/ 本体￥2000 ＋税

女性オーナー 15 人ができるまで 著：田川ミユ

撮る

撮る

声優：大木民夫 / 中尾隆聖 / 難波圭一 他

噂屋

2刷

2刷

男性オーナー 12 人に学ぶお店のはじめかた
著：田川ミユ
開業前のイロハから、
開業後の運営のポイン
トまで、カフェを仕事
にするためのカフェハ
ウツー本。

A5 判 / 並製 / 128p
978-4-8441-3701-6
本体￥1600 ＋税

A5 判 / 並製 /128p
978-4-8441-3594-4
本体￥1600 ＋税

寺開業

みんなの寺のつくり方

2刷

檀家ゼロからでもお寺ができた！ 著：天野和公
お寺の出身ではない
夫婦 2 人が、無宗派、
檀家ゼロの状態からつ
くった「寺」のつくり
方を紹介。

18

四六判 / 並製 /288p
978-4-8441-3573-9
本体￥1300 ＋税

19

金融

NEW

一週間でマスター FX 入門

なぜ鹿子木式は 銀行預金より安全
で、不動産投資より稼ぐのか？

仕事の幅を
広げる
ビジネス書

写真でわかる謎への旅

相続・不動産

相続コンサルタント入門

2刷
著：毛利豪

イースター島本の決定

5 年で 1000 件の相談
実績を持つ著者による

版が新たな取材と写真

1 日 30 分以上のトレー
ド禁止！ 少額から始め

相続をビジネスにする

られる鹿子木式の「勝

「相続コンサルタント」

ちパターン」を伝授。

になるための入門書。

四六判 / 並製 /352p
978-4-8441-3717-7
本体￥1600+ 税

四六判 / 上製 /248p
978-4-8441-3588-3
本体￥1500 ＋税

2刷
人材活用に大事なことは
すべて少年野球から教わった

キャリア官僚になったアタシ。
。
。
でも、挫折しました（＞ _ ＜）
たった４カ月の猛勉強で

勝に導いた著者が 気

キャリア官僚になった著

舎の不動産、売りたい

づいた「監督」と「経

者が赤裸々に書き下した

人も買いたい人も必読。

営者」の共通点。

キャリア官僚の世界。

四六判 / 並製 /352p
978-4-8441-3717-7
本体￥1600+ 税

四六判 / 並製 /320p
978-4-8441-3550-0
本体￥1500 ＋税

四六判 / 並製 /232p
978-4-8441-3561-6
本体￥1200 ＋税

プロ言

NEW

弱い人間こそ、
幸せになれる

70 を超えても働く！ 監修：編集の学校

TOKYO COOL JAPAN EXPERIENCE

海の起源をめぐる旅 著：中村卓哉

日本と世界の
魅力を知る
旅行ガイド

世界遺産の都へ「ラトビア」の魅力 100

ラダックの風息

空の果てで暮らした日々【新装版】 著：山本高樹

パプアニューギニアの

イ ン ド 北 部、 標 高

圧倒的な自然とカラフ

3500 メートルの世界

ルなサンゴや魚たちを

に残されたチベット

堪能できるダイビング

文化圏の秘境、ラダッ

ガイド付き写真集。

クを巡る記録。

B5 判 / 並製 /128p
978-4-8441-3704-7
本体￥1500 ＋税

A5 判 / 並製 /288p
978-4-8441-3695-8
本体￥1800 ＋税

著：ウエミチメグミ、三宅貴男
監修：西田孝広

ラトビアの魅力を網羅し
たビジュアル満載のガイ
ドブック !

離婚して、インド

併記。

＝クールジャパン紹介。外国
四六判 / 並製 /256p
978-4-8441-3667-5
本体￥1500 ＋税

人観光客にも嬉しい英訳付き。
四六判 / 並製 /256p/978-4-8441-3720-7/ 本体￥1500 ＋税

東京パン職人

著：Beretta
東京近郊に店を構える
47 人を紹介。パン作
りを生業とし、パンと
向き合う日々を送る職
人の技に迫る。

四六判 / 並製 /256p
978-4-8441-3698-9
本体￥1500 ＋税

東京百年老舗

著：Beretta P-13

東京農業人

著：Beretta

東京タクシードライバー
著：Beretta

創業百年以上の老舗

現 役 タクシ ード ライ

60 店舗を写真と文章

バーの生き様を写し出

で紹介。時代が変わっ

したノンフィクション

ても、変わることのな

写真集。タクシー業界

い老舗の魅力とは。

裏話コラムも掲載。
四六判 / 並製 /240p
978-4-8441-3674-3
本体￥1500 ＋税

四六判 / 並製 /256p
978-4-8441-3640-8
本体￥1600 ＋税

写真紀行

パプアニューギニア

わる職人を迫力の写真
と共に紹介。英語訳を

東京×小説×写真

著：Beretta

その他

その他
B6 判 / 並製 / 192p/978-4-8441-3729-0/ 本体￥1390 ＋税

東京都指定の伝統工

江戸切子、七宝焼きなど、東

四六判 / 並製 /224p
978-4-8441-3482-4
本体￥1200 ＋税

幸せに気づける自己啓発書。

著：Bretta P-05

芸品、全 40 業種に携

京で体験できる 56 の日本文化

のインタビューも収録。

るためのメソッド」を論じた

日本には誇るべき文化
つまみ細工、飴細工、鎌倉彫、

家・さいとうたかを氏

めに取り入れるべき「行動す

【新版】東京職人
が数多く現存している

プロからの言葉。漫画

と共に解説。幸せになるた

A5 判 / 並製 /200p
978-4-8441-3309-8
本体￥1680 ＋税

A5 判 / 並製 /208p/978-4-8441-3440-4/ 本体￥1800 ＋税
東京シリーズ

続ける、様々な分野の

その道を極めた人達の言葉

ガイドブック。

ベル & ミステリーガイド。

70 歳を超えて現役を

「幸せ」について、偉人や、

旅する人必読のフォト

するための情報を掲載したトラ

演じる

演じる

著：草柳弘昌

空中都市マチュピチュ
の謎に迫る。ペルーを

つくる

つくる

弱小チームを県大会優

けではありません。田

著：柳谷杞一郎
美しい写真とともに、

息を呑む美しい写真と島を旅

東京で体験できるクールジャパンガイド 著：Beretta

5刷

書く

書く

もがハッピーになれるわ

マチュピチュ
写真でわかる謎への旅

により蘇る

著：後藤裕美

著：渡邉昌俊

不動産を相続して、誰

幸せになるのは義務である

2刷

撮る

撮る

著：渋谷幸英

著：柳谷杞一郎

著：鹿子木健

キャリア・自己啓発

相続した田舎の困った
不動産の問題解決します

イースター島 写真でわかる謎への旅【改訂版】

東京貧乏宇宙

著：Beretta P-09

東京で農業を営む魅

東京が 舞台の小 説に

風呂無しアパート生活

力的な 36 の農業人に

登場する場所を取材・

をしなやかに送る東京
人たちを追った一冊。

迫るインタビュー写真

撮影した写真集。東京

集。東京で農業をする

ガイド、小説ガイドと

風呂よりも夢を選んだ

こととは。

しても楽しめる。

人々の物語。

四六判 / 並製 /240p
978-4-8441-3680-4
本体￥1600 ＋税

四六判 / 並製 /240p
978-4-8441-3662-0
本体￥1500 ＋税

四六判 / 並製 /272p
978-4-8441-3517-3
本体￥1500 ＋税

著：とまこ

いきなりダンナから離
婚を告げられた著者が
インドに一人旅。読め
ば元気になれる、フォ
ト＆イラストエッセイ。

建物、街並み、マーケット、お
祭りなどラトビアの魅力を 100
のテーマでバラエティ豊かにお
伝えする。旅行計画や現地でも

20

四六判 / 並製 /192p/978-4-8441-3702-3/ 本体￥1500 ＋税

役に立つハンディサイズ。

四六判 / 並製 /208p
978-4-8441-3596-8
本体￥1600 ＋税

21

介護

自然の教科書シリーズ

カラスの教科書

著：松原始

12刷

NEW

おでかけは最高のリハビリ！

え？ カラスはお嫌い

要介護 5 の母とウィーンを旅する 著：たかはたゆきこ

これは夢じゃない。

ですか？

自然の
壮大さに触れる
理工書
カラスの補習授業

著：松原始

士の松原始先生による「カ
ラスのカラスによるカラスの
ための教科書」
。
B6 判 / 並製 /400p
978-4-8441-3634-7
本体￥1600 ＋税
3刷

ネコ科大型肉食獣の教科書

オオカミと森の教科書

第二弾。より深くカラ

ネコ科大型肉食獣を追い

スやその他の動物の行

続ける著者による写真と
紀行文で野生動物を解

できる一冊。

説。楽しい Q&A も掲載。

育児・教育
2刷

心配しすぎなあなたのため

オオカミの基礎知識と
歴史・伝説をイラスト満
載で解説。楽しい Q ＆

海外の出産は日本とは大違い。日

た幼稚園～高校までの

本の外では、これでもイケる。世

留学情報本。

オールカラーのイラストで
ご紹介！！
B6 判 / 並製 /192p/978-4-8441-3718-4/ 本体￥1500 ＋税

著：KIKI

四六判 / 並製 /326p
978-4-8441-3645-3
本体￥1600 ＋税

16 名の日本人女性の実録。痛快
四六判 / 並製 /256p/978-4-8441-3734-4/ 本体￥1200 ＋税

ぼくたちの論語【新装版】

マンガ付き。

脳と保育

脳と人間

著：時実利彦

著：時実利彦

「脳の教科書」の古典！

大脳生理学の権威で

無理せず気負わず、
「お

小 学 校 の 朗 読 の定 番、

子どもの育て方・家庭

ある著者による、脳

のあり方・脳の鍛え方

の発達と子供の育て

さんぽ」+「野鳥撮影」

「論語」
。わかりやすい訳

を楽むための野 鳥図

と躍動感溢れる写真で構

鑑。お散歩のお友に。

成。たぶん、
日本一オシャ

を説く。

方、成長後の脳の鍛
え方。

レな論語本。
四六判 / 並製 /196p
978-4-8441-3579-1
本体￥1500 ＋税

紙の上は、ときどき野
球場になる
リーグ優勝を果たした東京
ヤクルトスワローズ 2015 年
シーズン全試合を 1 試合 1
枚のイラストで掲載。

A5 判 / 並製 /192p/978-4-8441-3692-7/ 本体￥1600 ＋税

界 10 カ国で出産した、ふつーの

著：柳谷杞一郎、Beretta

スポーツ・アウトドア

日々を
楽しむための
サブカルチャー

の Q&A などを掲載し

著：鈴木研二

プロ野球画報 2015

東京ヤクルトスワローズ全試合 著：ながさわたかひろ

著：豊永典子
留学を成功させるため

その他

その他

変わった 89 種の哺乳類を

中・高受験をする前に

わが子の将来留学計画

の、幸せでいいかげんな世
界の出産

さんぽで撮ろう！都会のみぢ
かな野鳥たち 野の鳥・水の鳥 94 種

日本で飼育できる、ちょっと

NEW

著：朝倉裕

B6 判並製 /320p
978-4-8441-3658-3
本体￥1600 ＋税

かわいい。でも、ちょっ
ときもちわるい？

山が大好きになる練習帖

母乳を捨てるフランス人 ヘソの緒に無関心なアメリカ人 著：江藤亜由美

演じる

演じる

シュールすぎる、89 種の飼える哺乳類たち 監修：助川昭宏 ／ イラスト：しょうのまき

を綴る。
四六判 / 並製 /288p/978-4-8441-3735-1/ 本体￥1400 ＋税

A つき。

B6 判 / 並製 /352p
978-4-8441-3713-9
本体￥1600 ＋税

動物図鑑

私が、
「人生を楽しもう」をモッ
トーにウィーンをめざした 3 年間

つくる

つくる

B6 判 / 並製 /400p
978-4-8441-3686-6
本体￥1600 ＋税

5 になった母と 40 代独身無職の

書く

書く

動について知ることが

脳出血の後遺障害により要介護

温かな暮らしと
将来を考える
教育・福 祉

撮る

撮る

著：秋山知伸

『カラスの教科書』の

珍獣図鑑

計画なんだ！

カラスの研究一筋、理学博

B6 判 / 並製 /400p
978-4-8441-3655-2
本体￥1100 ＋税

ひきこもり・ニートが
幸せになるたった一つの方法

A5 判 / 上製 /226p
978-4-8441-0083-1
本体￥1871 ＋税

A5 判 / 上製 /262p
978-4-8441-0082-3
本体￥1940 ＋税

老後

50 歳からの かろやか人生

著：木村和久

NEW

イラストは、とがしやすた
か氏。人気漫画家弘兼憲
史氏、帯文で本書を絶賛！

著：伊藤秀成
「 元 ひ きこもり相 談
員」にして「現役ニー
ト」の著者が教える、

体は枯れても頭の中は未だ現

ひきこもり・ニートが

役気分。コラムニスト木村和

幸せに生きる方法。
四六判 / 並製 /240p
978-4-8441-3708-5
本体￥1200 ＋税

久が贈る、そんなバブル世代
（50 ～ 60 歳）へ向けた老後生
四六判 / 並製 /296p/978-4-8441-3739-9/ 本体￥1200 ＋税

活の道しるべ

2刷

一緒に山へ行きませんか。きっと山
が好きになるから
山好きモデル・KIKI さんが山に関する 70 の質
問に回答！ KIKI さん撮り下ろし写真満載の山の
楽しみ方。手軽に読める、
でも、
心に残る山の本。
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B6 判 / 並製 /256p
978-4-8441-3650-7
本体￥1500 ＋税
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荻窪にある小さな出版社です。

雷鳥社って
どんな出版社？

おもに、
「撮る」
「書く」
「つくる」
「演じる」人のための
本を出版しています。
内容はもちろん、モノとしてのカタチにもこだわった
本づくりをしています。
社員６名はみな、比較的穏やかな性格です。
趣味、得意分野、笑いのツボなどはバラバラです。

【書店のみなさまへ】
在庫状況など、ご不明な点がありましたら、お
問合せください。また、掲載の商品は品切れ、
絶版になる場合があります。ご了承ください。
別紙一覧注文書に冊数、番線をご記入いただき、
FAX でご注文いただくことができます。また、

撮る・書く・つくる・演じる人のための出版社

雷鳥社

〒 167-0043 東京都杉並区上荻 2-4-12
TEL: 03-5303-9766 FAX: 03-5303-9567
HP: http://www.raichosha.co.jp/
e-mail: info@raichosha.co.jp

電話やメールでのご注文も、もちろん承ります。
販促 POP・パネル等もできる限りご用意いた
します。お気軽にお問い合わせください。

雷鳥社のウェブサイトにて
書籍のサンプル公開中！

【読者のみなさまへ】
雷鳥社の書籍は全国の書店にてお買い求めいた
だくことができます。書店でのご注文が難しい
場合は、電話・ウェブサイトからのご注文も承
ります。

http://www.raichosha.co.jp/

