


j i t e n  
s e r i e s

雷鳥社の
パネル＆ POP 展開

カードサイズの POP、
雰囲気にあわせたパネルも制作します！
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東京・荻窪にある、社員６名の小さな出版社です。
そのため、小回りのきく対応には自信があります。

「こんなこと、出版社がやってくれるはずがない」
という思いつきも、雷鳥社ならお手伝いできるかも……？

雷鳥社は幅広いジャンルの本を出版しているので、
「動物フェア」「青い本フェア」など特定のテーマに絞ったフェア展開も得意です。

フェア専用のパネル看板も、ご希望があれば、お作りいたします！

例えば、大人気の「辞典シリーズ」。
通常の販促用 POP や A4 パネルはもちろん、

本の中の写真やイラストでパネル展を行っていただくことも可能です。

小さなものから大きなものまであらゆるサイズに対応して制作できますので、
「こんなフェアをやってみたい」と考えている書店員さんは、

どうぞお気軽にご相談ください！



色の辞典

菜の辞典 石の辞典

花の辞典

星の辞典

海の辞典

草の辞典 野の花・道の草

空の辞典

１年中目にするものから、ちょっと
珍しいものまで、約 180 種の野菜を、
美しいイラストとともに紹介。旬の
時期・選び方・保存方法・食べ方・
栄養素・効能効果なども掲載。実用
としての使いやすさも兼ね備えた。

着物に家紋を描き入れる職人「紋
章上繪師（もんしょううわえし）」
が、美しさにこだわって描いた
全 283 点の紋を紹介。「基本の紋」
142 点、「見立て紋」136 点、「現
代の紋」5 点。「基本の紋」では
50,000 種類ともいわれる家紋の中
から、代表的な紋、希少な紋を選
び抜きました。全点描き下ろし。

散歩道でよく見かける春夏秋冬の草
花 193 種の美しい写真と、それぞれ
の花言葉を載せています。〝シロツ
メクサ茶〟〝ドクダミ化粧水〟など、
野の草花を使った手づくりの料理や
お茶、コスメなどのレシピも紹介。

367 色にも及ぶ色の名前の由来や成
り立ちを紹介。色名ごとに、その
色を使ったイラストが添えられてお
り、微妙な色の違いを感じ取ること
ができます。色を知ることで、毎日
の風景がより美しくなる一冊です。

四季や天候をあらわす空の言葉を、 
雲・風・雨・雪・霧・光・色 の７つ
のテーマにわけて紹介。目で確認し
ながら楽しみ、理解することができ
ます。心の栄養となるエッセンスも
各所に散りばめました。

地球の奥深くに眠る結晶、鉱物。そ
の魅力を、内田有美さんのイラスト
115 点で楽しめます。石の個性をもっ
と身近に感じてもらうため、「モー
ス硬度」順に紹介。ページをめくる
たびに石が硬くなっていきます。

神秘的で奥が深い星座や天体につい
て、豊富な写真とイラスト付きで紹
介。星座や月など 4 つの章で構成し、
星座の章では 88 星座を網羅してい
ますので勉強にも役に立ちます。プ
レゼントにも最適の一冊です。

206 種類の花を美しい写真とともに
掲載し、すべての花に花言葉を添え
ました。巻末コラムには、花の買い
方から飾り方、長持ちさせる方法、
簡単な花飾り・アレンジのコツなど
幅広く網羅。

地球の 7 割が海であり、さらに私た
ちは海に囲まれた島国で暮らしてい
る。海の色、音、風など感覚的なこ
とから、海を使ったたとえ、海にま
つわる大切な言葉までを、四季折々
の海の写真とともに紹介。

意外と知らない野菜のこと。

狂気のデザイン、紋。

２刷

９刷

９刷 10 刷

６刷

６刷３刷

８刷

７刷

ページをめくるたびに密度を増す、
「紋曼荼羅 ®」掲載！！
家紋を描く際の線の軌跡を
見ることができます。

野の花や道の草が愛おしくなる。

あなたが見た色にも名前がある。

空を見上げると心が癒される。

イラストで味わう鉱物図鑑。

野外観察にも便利なサイズ。

花を知り、花と暮らそう。

海にまつわる素敵な言葉を知る。

紋の辞典

大好評！
雷鳥社の辞典シリーズ第９弾のテーマは、

職人によって正円と直線のみで描かれる、
日本独自の美しいデザイン「家紋」

仕様：A6 判 / 上製 /320p
ISBN:978-4-8441-3761-0
定価：本体 1500 円＋税

仕様：A6 判 / 上製 /360p
ISBN:978-4-8441-3771-9
定価：本体 1500 円＋税

仕様：A6 判 / 上製 /288p
ISBN:978-4-8441-3710-8
定価：本体 1500 円＋税

仕様：A6 判 / 上製 /256p
ISBN:978-4-8441-3736-8
定価：本体 1500 円＋税

仕様：A6 判 / 上製 /320p
ISBN:978-4-8441-3661-3
定価：本体 1500 円＋税

仕様：A6 判 / 上製 /288p
ISBN:978-4-8441-3754-2
定価：本体 1500 円＋税

仕様：A6 判 / 上製 /288p
ISBN:978-4-8441-3703-0
定価：本体 1500 円＋税

仕様：A6 判 / 上製 /282p
ISBN:978-4-8441-3728-3
定価：本体 1500 円＋税

仕様：A6 判 / 上製 /288p
ISBN:978-4-8441-3586-9
定価：本体 1500 円＋税

著：長井史枝
絵：川副美紀

著：波戸場承龍
　　波戸場耀次

「辞典シリーズ」とは？
著：森乃おと
絵：ささきみえこ

著：新井美樹

著：小河俊哉

著：矢作ちはる
絵：内田有美

著：柳谷杞一郎

著：新井光史

著：中村卓哉

雷鳥社が発行する、文庫（A6）判・ハー
ドカバーの小さな辞典です。

ころんとしたサイズ感や肌触り。
じっくり読んでも飽きない内容。そ
して誰かにプレゼントしたくなるよ
うな、こだわり抜いた装丁。

言葉を探すときも、そうでないとき
も、もっているだけで気分が少し明
るくなるような。そんな「辞典」を
目指して、一冊ずつ丁寧につくって
います。

辞典シリーズ
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仕様：B6 判 / 並製 /304p
ISBN:978-4-8441-3776-4
定価：本体 2400 円＋税

著：鈴木純

ふだん食卓でなにげなく食べている野菜。私たちが目にしている野菜の姿は、
どれも命の途中のほんのひとコマ。種から種へ、人間に食べられることなく命
を全うしていく野菜の姿に驚愕！野菜を「食べ物」ではなく「生き物」として
観察した 6 年間の記録。カバーには驚きの仕掛けが！

植物観察家、今度は野菜にずんずん近づく！

そんなふうに生きていたのね　まちの植物のせかい

はみだす緑　黄昏の路上園芸

奇想天外な目と光のはなし

仕様：B6 判 / 並製 /240p
ISBN:978-4-8441-3759-7
定価：本体 1600 円＋税

仕様：B6 判 / 並製 /160p
ISBN:978-4-8441-3785-6
定価：本体 1600 円＋税

仕様：四六判 / 並製 /216p
ISBN:978-4-8441-3784-9
定価：本体 1800 円＋税

著：鈴木純

文・写真：村田あやこ
デザイン・イラスト：藤田泰実

著：入倉隆

植物観察家の鈴木純さんが、
まちの植物にずんずん近づい
て、個性的な見た目や生き方、
謎解きなどをぶつぶつ言いな
がら楽しみます。観察の楽し
み方が伝わるようにと、漫画
のようなコマ割りで、著者と
一緒に観察しているような感
覚で読めるようにしました。

「路上園芸」それは暮らしの中
で人と植物とが作り上げた、
肩の力の抜けた緑の光景のこ
と。著者扮する主人公「たむら」
の住む街を舞台に、路上園芸を
独自のワードで解説。クセの
強いキャラクターたちが、植
物を支え、時に支えられ、翻
弄されていく様子が愛おしい。

ダーウィンを困らせた「目の
進化」から、動物たちの「見
る・見られる」の攻防戦、蛍
光色や輪郭線が目立って見え
る「視覚の不思議」まで “ 目
から鱗 ” のトピックが凝縮。
生物進化論、視覚心理学、光
学をまたいで目と光が織りな
す世界を旅してみませんか？

まちの見え方が変わる！

路上園芸家と植物のせめぎ合い。

見える世界はこんなに違う！

種から種へ　命つながるお野菜の一生

自然科学

n a t u r a l
s c i e n c e

５刷

新刊

新刊

初心者でも楽しめる、
「近づきすぎ」な
植物観察本。

鉢植えの背後には、
人間ドラマがある！
路上にはみだす植物愛。

「目」の作りが違えば、
感じる「光」も違う。
見える世界とは？
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かわいい。でも、き
もちわるい？日本で
飼育できる、ちょっ
と変わった 89 種の
哺 乳 類 を オ ー ル カ
ラーでご紹介。

あることをきっかけ
に 彼 ら に GPS を つ
けてみたら……？
一晩に歩く距離は、
なんと四キロ。日本
初！？の貴重な行動
データがここに。

海の波だけでない、
「文化としての波」
をテーマに、知って
い る よ う で 知 ら な
かった波の森羅万象
を楽しむ本。

無 理 せ ず 気 負 わ ず、
「おさんぽ」+「野鳥
撮 影 」 を 楽 し も う。
野の鳥・水の鳥の写
真図鑑としても便利
なハンディサイズ。

東京で農業を営む 36
人にノウハウを学び
ます。東京だからで
きることを追い求め
る、農業人に迫るイ
ンタビュー写真集。

写真家が 7 年かけて、
三度目の挑戦で野生
のユキヒョウの撮影
に成功 ! ネコ科大型肉
食獣の Q&A 付き。

「草の辞典」の著者が、
タンポポ研究者の森
田龍義先生（新潟大
学名誉教授）の協力
を得てまとめた一冊。
まるごとタンポポ！

童話では、オオカミ
はいつでも悪者。古
今東西のオオカミの
伝説や歴史をわかり
やすく語り、その魅
力に迫ります。

不 可 思 議 な 絶 滅 生
物。絵師チョーヒカ
ルによって生き生き
と蘇る、「もう地上
のどこにもいない」
ものたち 70 種！

B6 判変形 / 並製 /192p/978-4-8441-3718-4

A5 判 / 並製 /160p/978-4-8441-3741-2

新書サイズ / 上製 /320p/978-4-8441-3781-8

B6 判 / 並製 /352p/978-4-8441-3713-9

四六判 / 並製 /176p/978-4-8441-3685-9

四六判変形 / 並製 /196p/978-4-8441-3579-1

B6 判 / 並製 /320p/978-4-8441-3658-3

A5 判変形 / 並製 /192p/978-4-8441-3709-2

四六判 / 並製 /240p/978-4-8441-3680-4

監修：助川昭宏
絵：しょうのまき
定価：本体 1500 円＋税

著：高橋のら
定価：本体 1600 円＋税

著：原田佳夏
絵：なかひらまい
定価：本体 1500 円＋税

著：鈴木研二
定価：本体 1500 円＋税

著：Beretta
定価：本体 1600 円＋税

著：秋山知伸
絵：植木ななせ
　　石川遼
定価：本体 1600 円＋税

著：森乃おと
絵：ささきみえこ
定価：本体 1600 円＋税

著：朝倉裕
絵：ささきみえこ
定価：本体 1600 円＋税

著：チョーヒカル
文：森乃おと
定価：本体 1500 円＋税

波の地図　

ネコ科大型肉食獣の教科書　

たんぽぽの秘密

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

珍獣図鑑 シュールすぎる、89 種の
飼える哺乳類たち

猫に GPS をつけてみた　
夜の森 半径二キロの大冒険

オオカミと森の教科書

絶滅生物図誌

東京農業人

自然科学

l i t e r a t u r e

４刷２刷

２刷
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カラスの補習授業

カラスの教科書

仕様：B6 判 / 並製 /400p
ISBN:978-4-8441-3634-7
定価：本体 1600 円＋税

仕様：B6 判 / 並製 /400p
ISBN:978-4-8441-3686-6
定価：本体 1600 円＋税

著：松原始

著：松原始

カラスなんて怖いし、気持ち
悪い！と思っている方は、イ
メージがガラリと変わるで
しょう。「実はカラス好きなん
だけど……」という方は、堂々
と気持ちを伝えることができ
るでしょう。カラスの研究一
筋の松原始先生のユーモア溢
れる語りに引き込まれます。

『カラスの教科書』の第二弾。
より深くカラスやその他の動
物の行動について知ることが
できる一冊！身近な生き物を
見ることがますます楽しくな
る！本文だけ読んでも、註釈
だけ読んでも、どこから読ん
でもカラスワールドに浸れま
す。

カラスはお嫌いですか？

カラスって楽しい！
４刷

13 刷

カラスの
カラスによるカラス
のための教科書。

カラスから
広がる世界と、
少しの脱線と妄想。



最もやさしい「物語
づくり」の基礎。実
践的な７つのレッス
ンを通して、作者が
丁寧に教えてくれる

「物語のつくり方」。

『Editor's Handbook 
編集者・ライターの
た め の 必 修 基 礎 知
識』の重要エッセン
スを 1 問 1 答形式で
出題 ! 

途中で書けなくなら
な い た め の ス ト ー
リ ー 作 成 テ ク ニ ッ
ク！テンプレートに
入れていくだけで、
物語ができます。

笑える本、泣ける本、
ジャケ買いした本、 
な ど 全 30 項 目 に、
書店員さんが本気で
答えた！

翻訳学校に通ってい
るけれど、なかなか
仕事につながらない
……。「本を見つけ、
出版社に持ち込む」
ノウハウを紹介。

ジュブナイルポルノ
の女王が薦める、「官
能小説」ビジネス。
高い文章力はいりま
せん。童貞でも処女
でも書けます。

谷 郁 雄 × 尾 崎 世 界
観（クリープハイプ）
異色な二人によるコ
ラボレーション写真
詩集！

本業のかたわら、ポ
ルノ小説を書いて、
年収 100 万円アップ
を目指す本。わかつ
きひかるのポルノ小
説入門書。

テンプレートをマス
ターすれば、どんな
物語も書くことがで
きるようになる。作
品例と実習パートが
ついて実用的。

「あなたが一番書き
たいお話」を書くた
めの、作家が教える
バラエティに富んだ
９つの魔法のレシ
ピ。

四六判 / 並製 /224p/978-4-8441-3587-6 四六判 / 並製 /224p/978-4-8441-3679-8 四六判 / 並製 /224p/978-4-8441-3749-8

四六判 / 並製 /272p/978-4-8441-3693-4

四六判 / 並製 /160p/978-4-8441-3757-3

四六判変形 / 並製 /320p/978-4-8441-3665-1四六判 / 並製 /192p/978-4-8441-3767-2

四六判 / 並製 /256p/978-4-8441-3726-9

B6 判変形 / 並製 /256p/978-4-8441-3676-7

四六判 / 並製 /256p/978-4-8441-3743-6

著：円山夢久
定価：本体 1500 円＋税

著：円山夢久
定価：本体 1500 円＋税

著：円山夢久
定価：本体 1500 円＋税

著：編集の学校
　　文章の学校
定価：本体 1500 円＋税

著：わかつきひかる
定価：本体 1300 円＋税

編：雷鳥社編集部
定価：本体 1500 円＋税

著：寺田真理子
定価：本体 1500 円＋税

著：わかつきひかる
定価：本体 1500 円＋税

詩：谷郁雄
写真：尾崎世界観
定価：本体 1500 円＋税

著：わかつきひかる
定価：本体 1500 円＋税

「物語」のつくり方入門　
７つのレッスン　

やっぱり王道がおもしろい
カタを使った物語の生み出しカタ　

編集者・ライターのための
練習問題 101　

「物語」の組み立て方入門　
５つのテンプレート　

「物語」の魅せ方入門　
９つのレシピ

文章を仕事にするなら、
まずはポルノ小説を書きなさい　

翻訳家になるための 7 つのステップ　
知っておきたい「翻訳以外」のこと

NO BOOK NO LIFE 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 バンドは旅するその先へ

日曜ポルノ作家のすすめ

仕様：四六判 / 並製 /400p
ISBN:978-4-8441-3415-2
定価：本体 1600 円＋税

仕様：四六判 / 並製 /320p
ISBN:978-4-8441-3779-5
定価：本体 1900 円＋税

仕様：四六判変形 / 仮フラン
ス装 /192p
ISBN:978-4-8441-3782-5
定価：本体 1700 円＋税

仕様：B6 判変形 / 仮フランス
装 /160p
ISBN:978-4-8441-3773-3
定価：本体 2000 円＋税

仕様：A5 判変形 / 上製（別丁・
袋とじ付）/144p
ISBN:978-4-8441-3777-1
定価：本体 2000 円＋税

仕様：A5 判変形 / 並製 /352p
ISBN:978-4-8441-3666-8
定価：本体 1800 円＋税

著：奈良裕明
監修：編集の学校

著：小林真大

著：寺田真理子
監修：林望

著：阿部大樹
絵：タダジュン監修：編集の学校

　　　文章の学校

著：菅原敏

「編集の学校」で好評の『短
編小説を書く─初級』を、講
師の奈良裕明氏が新たに書き
下ろしました。小説を書くた
めの基礎技術やコツが凝縮さ
れています。目からウロコが
落ちること間違いなし。あな
たの小説がきっと本になる！

インターナショナルスクール
で国際バカロレアの文学教師
を勤める著者が、文学作品を
より深く味わうための「読み」
の手法を 20 に分けて解説。著
名な批評家や小説家の言説を
用いながら、日本の近代～現
代文学、海外文学作品を本格
的に分析。

遥か昔の人たちも、恋や人間
関係に悩んでいました。いっ
たいどのように心を整え、乗
り越えていたのでしょう。古
典への難しそうな印象が変わ
る、柔軟で強い生き方を『万
葉集』『枕草子』『古事記』か
ら紹介。「読書療法」を提唱す
る著者の古典エッセイです。

2020 年に日本翻訳大賞を受賞
した、精神科医が書き溜める、
国や地域、時代をまたぐ味わ
い深いことばたちを、ひろく
紹介する、ちいさな目録。私
たちの “ くちのききかた " か
らこぼれた 60 個の欠片を、版
画家・タダジュンの挿絵とと
もにしずかに眺める。

ベストセラー『編集をするための基礎
メソッド』をアップデート！編集技術
のノウハウがぎっしり詰まった１冊。
企画立案方法、取材のやり方、原稿の
書き方と校正、デザイン、印刷の知識、
著作権等の法律関係、出版流通の流れ
など、必修の情報、知識が身につきます。
即戦力となる本書のノウハウを活用し
ましょう。

移ろいゆく暮らしを、やさし
く抱き寄せ、綴った季節の詩。
一篇の詩を電話でお届けする
読者特典〔電話朗読室〕の電
話番号も本書の中に隠しまし
た。雑誌『BRUTUS』での連
載を中心に、近年の代表作含
む、12 ヶ月× 4 編〔全 48 編〕
を収録。

ロングセラーの新装版！ 作品を深く楽しむ読解方法。

遠き世の、しなやかな人々。

言葉はたえず変わっていく。
編集者の新たなバイブル。

菅原敏の３年ぶりの新詩集。

１週間でマスター　小説を書くための基礎メソッド　小説のメソッド < 初級編 > やさしい文学レッスン　「読み」を深める 20 の手法

翻訳目錄
Editor's Handbook　編集者・ライターのための必修基礎知識

季節を脱いで ふたりは潜る

古典の効能

文章術・出版 文学・詩

７刷

２刷

５刷

４刷
２刷

４刷

２刷

２刷

14 刷

小説を書くための
基礎技術やコツが
凝縮。

「読み」から
文学作品の奥深さに
触れる。

今の時代を
しなやかに生きる
ヒントが古典に。

肌触りの良い表紙や
透けた青い帯など
こだわり抜いた造本。

各章末には、著者の
小エッセイも収録。
挿絵60点描き下ろし。

すべての仕事に
役立つ編集技術が
一冊にまとまった！
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「自分の店を持ちた
い 20 代女性」「元ビ
リヤード日本王者」、
タクシードライバー
の生き様に迫ったノ
ンフィクション。

泣 い て、 笑 っ て、
癒 さ れ て。 新 感 覚
バックパッカー女子
本！！読めば元気に
なれる、フォト＆イ
ラストエッセイ。

体は枯れても頭の中
は未だ現役気分。コ
ラムニスト木村和久
が贈る、バブル世代
へ向けた老後生活の
道しるべ。

お寺の出身ではない
夫婦 2 人が、無宗派、
檀家ゼロの状態でイ
チからつくった「み
んなの寺」。お寺の
つくり方とは？

なぜ農薬が使われる
のか、なぜ添加物が
必要か。「おいしい」
というものさしで測
る、 食 の 未 来 と は
……？

「元ひきこもり相談
員」にして「現役ニー
ト」の著者が教える。
ひきこもり・ニート
として幸せに生きる
方法。

四六判 / 並製 /240p/978-4-8441-3674-3

四六判 / 並製 /208p/978-4-8441-3596-8

B6 判 / 並製 /336p/978-4-8441-3663-7

四六判 / 並製 /296p/978-4-8441-3739-9

四六判 / 並製 /240p/978-4-8441-3708-5

四六判 / 並製 /288p/978-4-8441-3573-9

著：Beretta
定価：本体 1500 円＋税

著：とまこ
定価：本体 1600 円＋税

著：木村和久
定価：本体 1200 円＋税

著：天野和公
定価：本体 1300 円＋税

著：手島奈緒
定価：本体 1200 円＋税

著：伊藤秀成
定価：本体 1200 円＋税

東京タクシードライバー　

離婚して、インド　

ほんとうにおいしいものはお店
で買えない

みんなの寺のつくり方 檀家ゼロ
からでもお寺ができた！

ひきこもり・ニートが幸せになる
たった一つの方法

50 歳からの かろやか人生

仕様：A5 判 / 並製 /208p
ISBN:978-4-8441-3763-4
定価：本体 1700 円＋税

仕様：A5 判 / 上製 /80p
ISBN:978-4-8441-3753-5
定価：本体 1500 円＋税

仕様：四六判 / 並製 /288p
ISBN:978-4-8441-3735-1
定価：本体 1400 円＋税

著：高橋桐矢
絵：不吉霊二

著：長嶺超輝
絵：夜久かおり

著：たかはたゆきこ

シェフ、モデル、ガテン系、
美容師…さまざまな職業を持
つ 18 人の副業占い師による人
生録。赤裸々で波乱万丈なノ
ンフィクションでもあり、占
いをはじめたい人に向けての
リアルな実用書でもある。漫
画家の不吉霊二先生の占いル
ポ漫画も収録。

2006 年に京都で実際に起きた
事件をモチーフにした物語。
なぜこのような悲しい事件が
起こってしまったのか、どう
すれば同じような事件が起き
ることを防げるのか、家庭内
介護や生活保護行政のあり方
を考えるきっかけになる「大
人の絵本」。

在宅介護は人生の終わり？い
や、オムツをつけていても車
椅子でも、人生は工夫次第で
ずっと楽しめる！脳出血の後
遺障害により要介護 5 になっ
た元バイオリン教師の母と 40
代独身無職の私が、音楽の都
ウィーンをめざした怒涛の 3
年間。

占い師になるという選択肢。

母を介護し、母を殺めた。

夢じゃない。計画なんだ！

副業占い師ブギ　普通のわたしが普通でいられなくなった日

おでかけは最高のリハビリ！　要介護 5 の母とウィーンを旅する

さいごの散歩道

ノンフィクション

p r a c t i c a l
l i f e

高橋桐矢先生による
占いコラムも
お楽しみに。

弁護士、臨床心理士、
介護離職防止コンサル
タントによる解説つき

人気介護ブロガーが、
計画・準備・旅行記
のすべてを綴る。
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2 時間で気ままにつくる　
雑貨屋さんの製本教室

第一園芸のトップデ
ザイナーであり、フ
ローリスト日本一に
も輝いた新井光史氏
が導く、花の活け方、
その考え方。

チ ョ コ レ ー ト の 歴
史、カカオの主要生
産国、チョコレート
ができるまでの工程
がわかる、まさに手
引書！

何気ない風景写真、
お 気 に 入 り の 紙、
日々のかけらを集め
てつくるコラージュ
雑貨のレシピ。

荻窪にある人気イタ
リアン「カプスーラ」
の シ ェ フ が 提 案 す
る、ひと皿なのに満
足度が高い旬の食材
を使ったレシピ集。

大量生産にはない不
思 議 な 力 を 持 っ た

「古いモノ」をミッ
クスした、インテリ
アライフが楽しくな
るアイディア満載。

「見開き 10 枚
の写真で、つ
く り な が ら
ページをめく
ら ず に す む 」
実用性に特化
したレシピ本。

手製本の技法を使っ
て短時間でつくれる
オリジナル作品。「製
本」の魅力が存分に
詰まった一冊。

天然酵母のパン教室
を開き、週末には天
然酵母パンを販売す
る著者が提案する、
安心安全で簡単に作
れるパンレシピ。

動物や草花など可愛
い図案と、刺しゅう
を活かした６種類の
雑 貨 の 作 り 方 を 紹
介。

「はじめての
人はまずはこ
れからつくっ
て欲しい」と
いうベーシッ
クなレシピを
ご紹介！

美しいイラストとと
もに四季の俳句や草
花、生きものなどを
紹介。温故知新を楽
しみましょう。

東 京 近 郊 に 店 を 構
える 46 のパン屋を
紹介。パン作りに命
をかける 47 人の職
人に迫るノンフィク
ション写真集 !

だから、つくること
が 好 き ――。115 人
のものづくり作家た
ちの作品と大切にし
ている言葉を集めま
した。

旬 の 果 物 や、
いただきもの
のフルーツを
使ってつくる
お菓子のレシ
ピ集。

結婚していても女性
は最後ひとりになり
ます。だから老後資
金の準備はしっかり
と。「2 分 de 家計簿」
シート付き。

肌の悩みを抱えた人
や、地球にも自分に
もいいスキンケアを
したいと思っている
人に読んでほしいコ
スメレシピ本。

コーヒー、紅茶、
ハ ー ブ テ ィ ー、
日本茶、中国茶
を網羅した、お
茶の決定版 !

歪 ん だ メ ガ ネ の フ
レーム、古本など味
わい深い古道具とゆ
るりとした心地よい
写 真 の コ ラ ボ レ ー
ション！

20 年間有機野菜農家
を営む著者が、楽し
く、おいしく、そし
てお洒落に、とって
おきの野菜料理を提
案します。

手づくりの石鹸は、
誰にでもあたたかく
てやさしい。ソープ
デザイナーによる、
四季折々のレシピ。

紅茶は優雅で敷居の
高い世界ではなく、
意外と簡単な準備と
ちょっとしたコツを
知れば、どなたでも
楽しめます。

もっとラフに、もっ
と 自 由 に、 写 真 を
撮ったり、飾ったり
する方法 133 を紹介
している写真のハウ
ツー本です。

日 本 は OBENTO 大
国！ベンチャー企業
社長、フライトアテ
ン ダ ン ト な ど、112
人の手作りお弁当を
写真で紹介。

A5 判 / 仮フランス装 /160p/978-4-8441-3775-7
A5 判 / 上製 /160p/978-4-8441-3675-0

A5 判 / 並製 /112p/978-4-8441-3523-4 B5 判 / 並製 /160p/978-4-8441-3769-6

A5 判 / 並製 /128p/978-4-8441-3590-6
B5 判 / 並製 /128p/978-4-8441-3652-1

A5 判 / 並製 /128p/978-4-8441-3554-8 A5 判 / 並製 /176p/978-4-8441-3696-5

A5 判 / 並製 /160p/978-4-8441-3714-6
B5 判変形 / 並製 /224p/978-4-8441-3671-2

A5 判 / 並製 /128p/978-4-8441-3528-9 B5 判変形 / 並製 /160p/978-4-8441-3721-4

A5 判変形 / 並製 /128p/978-4-8441-3678-1
B5 判 / 並製 /128p/978-4-8441-3690-3

A5 判変形 / 並製 /208p/978-4-8441-3697-2 四六判 / 並製 /256p/978-4-8441-3698-9

A5 判 / 並製 /128p/978-4-8441-3647-7
A5 判変形 / 並製 /160p/978-4-8441-3756-6

A5 判 / 並製 /240p/978-4-8441-3681-1 B6 判変形 / 上製 /240p/978-4-8441-3577-7

B6 判変形 / 上製 /248p/978-4-8441-3564-7
B5 判 / 並製 /128p/978-4-8441-3740-5

四六判 / 並製 /256p/978-4-8441-3755-9

著：新井光史
定価：本体 1800 円＋税

著：蕪木祐介
定価：本体 1600 円＋税

著：井上陽子
定価：本体 1600 円＋税

著：浜田真起子
定価：本体 1700 円＋税

著：黒川洋行
定価：本体 1600 円＋税 著：飯塚有紀子 / 定価：本体 1500 円＋税 著：飯塚有紀子 / 定価：本体 1500 円＋税 著：飯塚有紀子 / 定価：本体 1500 円＋税

著：西川順子
　　齋藤珠美
定価：本体 1600 円＋税

著：朝倉みちよ
定価：本体 1600 円＋税

著：長井史枝
絵：ささきみえこ
定価：本体 1600 円＋税

著：森乃おと
絵：ささきみえこ
定価：本体 1500 円＋税

著：Beretta
定価：本体 1500 円＋税

著：Beretta P-11
定価：本体 1500 円＋税

著：深川恵理子
定価：本体 1500 円＋税

著：奈緒子
定価：本体 1600 円＋税 著：三宅貴男　定価：本体 1600 円＋税

著：saorin
定価：本体 1580 円＋税

著：ホマレ姉さん
定価：本体 1500 円＋税

著： ホ ノ（ 石 鹸 工 房　
HonoBono-Lab）
定価：本体 1500 円＋税

著：伊藤礼子
定価：本体 1600 円＋税

著：saorin
定価：本体 1700 円＋税

著：Beretta P-11
定価：本体 1500 円＋税

花の本　 チョコレートの手引　

写真と紙でつくるコラージュ　 定食パスタ　

自分らしく輝く　
ナチュラルコスメのつくり方

インテリアに役立つ古小物
ユーズド・ミックスのススメ

たった 2 分！　
50 歳からのガマンしない貯蓄術

おうちでかんたん！　
暮らしの手づくり石鹸レシピ帖

Tea Time for You 
毎日が幸せになる紅茶の愉しみ方

やさしいお菓子 すべての手順が写
真でわかる 10 枚レシピ

やさしいチョコレートのお菓子 すべての
手順が写真でわかる 10 枚レシピ

Cool Veg　農家が提案するこれから
の野菜レシピ

VEGAN BREAD　白砂糖・卵・乳製
品を使わないパンづくり

OBENTO WONDERLAND 
112 人のしあわせお弁当図鑑

やさしい果物のお菓子 すべての手
順が写真でわかる 10 枚レシピ

「うちでお茶する？」のコツ 100

写真と古道具のくらし

刺しゅうで楽しむ可愛い雑貨　

七十二候のゆうるり歳時記手帖 東京パン職人

写真を楽しむ 133 のネタ帖

115 Handmade Stories

仕様：A5 判 / 並製 /128p
ISBN:978-4-8441-3687-3
定価：本体 1700 円＋税

仕様：A5 判 / 上製 /160p
ISBN:978-4-8441-3746-7
定価：本体 1600 円＋税

著：はしもとみお 著：蕪木祐介

はしもとみおさんが教える木彫りの楽し
み方。ねこのブローチなど手のひらサイ
ズの彫刻が彫れるハウツーを掲載。みお
さんが制作した木彫りどうぶつたちを新
たに撮り下ろしました。

喫茶『蕪木』店主・蕪木祐介
氏による書き下ろし。「され
ど」珈琲の魅力を存分に味わ
えます。ちょっとした抽出の
理屈が分かってしまえば、自
分の好む味に仕上げることが
できます。抽出時に起こって
いる現象を意識し、理解する
ことが肝なのです。

木彫りどうぶつが彫れる ! たかが珈琲に全てを捧げる。
はじめての木彫りどうぶつ手習い帖 珈琲の表現

暮らし 料理

２刷

４刷

２刷

３刷

３刷

２刷 ２刷

３刷

６刷
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感情に合わせた一杯、
そして、大切な人に
振る舞う一杯を。



デスクワークで疲れ
る首・肩・背中・腰
を中心に「カベさえ
あればどこでもでき
る」ストレッチ。

育休を「とるだけ」
なのか、夫婦で助け
合いながらともに育
児に向き合うか。本
書でヒントが見つか
るかもしれません。

山登りしようかな、
と思っている人の疑
問に、山が大好きな
モデルの KIKI さん
がやさしく回答。心
に残る山の本。

海外の出産は日本と
は 大 違 い。 世 界 10
カ国で出産した、ふ
つーの 16 名の日本
人女性の実録。痛快
マンガ付き。

占 い 師 に な る 方 法
は、今も、秘められ
ています。現役占い
師が包み隠さず語る

「本物の占い師」と
は。

14 年振りのリーグ優
勝を果たした東京ヤ
クルトスワローズの
2015 年全試合を振り
返るイラスト集！ま
さに永久保存版。

薄毛・AGA　ニキビ　
ヒゲ・体毛　ニオイ　
汗といった、男性の
外見コンプレックス
のほとんどは「毛包」
のシワザです。

A5 判 / 並製 /128p/978-4-8441-3747-4

四六判 / 並製 /288p/978-4-8441-3778-8

B6 判 / 並製 /256p/978-4-8441-3650-7

四六判 / 並製 /224p/978-4-8441-3762-7

四六判 / 並製 /256p/978-4-8441-3734-4

四六判 / 並製 /240p/978-4-8441-3552-4 A5 判 / 並製 /192p/978-4-8441-3692-7

著：古賀直樹
絵：おおきなお
定価：本体 1300 円＋税

著：羽田共一
定価：本体 1400 円＋税

写真・文：KIKI
定価：本体 1500 円＋税

著：江藤亜由美
定価：本体 1200 円＋税

著：高橋桐矢
定価：本体 1200 円＋税

著：ながさわたかひろ
定価：本体 1600 円＋税

著：花房火月
定価：本体 1700 円＋税

男も育休って、あり？

山が大好きになる練習帖 【新装版】占い師入門　

仕様：A5 判 / 上製 /96p
ISBN:978-4-8441-3750-4
定価：本体 2000 円＋税

仕様：A5 判変形 / 上製 /96p
ISBN:978-4-8441-3774-0
定価：本体 1800 円＋税

編：谷口香織
絵：白井匠

著：野村直子
絵：小林マキ

子どもが成人したとき、上京
するとき、結婚するとき、あ
なたは何を贈りますか。両親
からの言葉だからこそ、響く
ことがあります。小さな成長
に一喜一憂したこと、 イヤイ
ヤ期や反抗期でイラっとした
こと、そんなありのままを記
録として残してみませんか。 

タネをまいて、芽が出ると、
きちんと育てたくなる。で
も必要以上に手をかけすぎる
と、かえって弱くなってしま
う。それは、こどもも同じこ
と。" 自然の中での保育・子
育て " を実践してきた著者が、
こどもの成長を１本の木に見
立て描いていきます。

出産祝いの贈り物にも。

育児の合間にすっと読める。

BIRTHDAY BOOK　20 歳のあなたへ

小さな木 あるがままに子育て

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

はたらく女子のオフィスで
「カベ」ストレッチ

プロ野球画報 2015 
東京ヤクルトスワローズ全試合

ぜんぶ毛包のせい。 薄毛・AGA　
ニキビ　ヒゲ・体毛　ニオイ　汗

子育て・健康・趣味

a r t

３刷

２刷 ３刷

プレゼントしやすい
布張り箔押しのクー
ルでシンプルな表紙 

小林マキさんの
温かな挿絵に
癒される
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「働く男の渋
さ」にフォー
カスした写真
集。日々の仕
事に取り組む
彼らはカッコ
よく、美しい。

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
氏の最新作。

テーマは、ペンキ。
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。インタビュー
／ フ ァ ン か ら の
Q&A も収録。

いつも見守ってくれ
ている人に思いきっ
て「ありがとう」っ
ていってみた。出会
えた人たちに感謝を
こめて贈る写真集。

パ プ ア ニ ュ ー ギ ニ
ア・ダイビング親善
大使である著者がダ
イビングスポット 7
つを紹介。圧倒的な
自然の写真集。

記号的な《彼女》
を撮ってきた青
山氏が、「制服を
着ていない」女
子 高 生 の《 個 》
を激写した金字
塔的作品です。

椎名誠の珠玉
の写真とエッ
セイ。心ゆく
までシーナ
ワールドをお
楽しみくださ
い。

第一園芸デザインセ
クションマネジャー
によるブーケやアレ
ンジの花写真とこと
ばがつまった本。花
にまつわる豆知識も。

サ グ ラ ダ・
ファミリアな
ど、名建築と
して世界に現
存する 100 の
美しい教会を
セレクト。

「僕」が撮る「妻」
の写真はやさし
く、 淡 く、 そ し
てどこか切なさ
を感じる。あた
り前のことが一
番幸せ。

手つかずの
自然溢れる
地、 福 島・
奥会津の四
季物語。「も
うひとつの
会津」――。

自 ら の 足 で 歩 き 続
け、 撮 り 続 け て
iPhone 撮影を切り開
いてきた著者が、写
真 を 撮 る 人 に 贈 る
メッセージ。

ドイツのノイ
シ ュ ヴ ァ ン
シュタイン城
な ど、108 の
美しい世界の
城・宮殿を紹
介。

アサヒカメラ .net で
好評のうちに連載終
了となった、二人暮
らしを綴ったフォト
ブログ「Ｈ - アッシュ
-」が待望の書籍化。

フ ィ ル ム
カ メ ラ で
撮 影 し
た 2000 ～
2003 年 の
浜 通 り 地
方の風景。

時代はオネエたちの
言葉を必要としてい
る。オネエは不器用
だけれども、純粋。
そんなオネエの生き
方をご紹介。

三井昌志がインドの
旅、渋イケメンとの
出会いをついに語っ
た！強烈で濃厚なエ
ピソードの連続に、
へとへとになる。

3 か 月 お き
に帰ってく
る船長父さ
んが撮った、
しまなみ海
道で暮らす
子どもたち。

7 年間にわたって
カワセミを追い続
けたカメラマンの
思いが凝縮された、
カワセミの美しさ、
勇ましさが伝わる。

一日が笑顔に包まれ
ること。それがわた
したちの幸せ。この
本を読んだあなたの
一日が笑顔につつま
れますように。

笑 う か ら 幸 福 な の
だ。代表作『アジア
の瞳』が 3 万部以上
のベストセラーを記
録した写真家・三井
昌志の渾身の作品。

君らを撮
る写真家
になりた
い。君ら
をうたう
詩人にな
りたい。

水浴びの瞬間や
求 愛 の し ぐ さ、
ヒナへの給餌な
ど、アカショウ
ビンの生態を鮮
やかに切り取り、
胸を熱くさせる。

テーマは青空！カメ
ラマンが大切にして
い る 181 の 言 葉 が、
あなたの心を前向き
に、そして明るくさ
せます。

A5 判変形 / 並製 /160p/978-4-8441-3733-7

B6 判 / 並製 /192p/978-4-8441-3700-9

B5 判変形 / 上製 /96p/978-4-8441-3731-3
B6 判変形 / 上製 /224p/978-4-8441-3539-5

B5 判 / 並製 /128p/978-4-8441-3704-7

A5 判変形 / 並製 /256p/978-4-8441-3664-4

A5 判 / 並製 /160p/978-4-8441-3532-6 B6 判変形 / 上製 /224p/978-4-8441-3589-0

A5 判変形 / 並製 /192p/978-4-8441-3760-3

四六判 / 上製 /128p/978-4-8441-3570-8

B5 判変形 / 上製 /96p/978-4-8441-3533-3
B6 判変形 / 上製 /224p/978-4-8441-3563-0

A5 判 / 並製（ケース付）/192p
978-4-8441-3727-6

A5 判 / 並製（ケース付）/192p
978-4-8441-3706-1

B5 判変形 / 上製 /96p/978-4-8441-3535-7

A4 判 / 上製 /128p/978-4-8441-3644-6 四六判 / 並製 /256p/978-4-8441-3546-3

A5 判変形 / 上製 /128p/978-4-8441-3670-5

四六判 / 並製 /160p/978-4-8441-3683-5

B5 判変形 / 上製 /96p/978-4-8441-3592-0
B6 判変形 / 上製 /224p/978-4-8441-3516-6

四六判 / 並製 /240p/978-4-8441-3654-5

A4 判 / 上製 /128p/978-4-8441-3768-9 B6 判変形 / 上製 /224p/978-4-8441-3582-1

著：三井昌志 / 定価：本体 1600 円＋税

著：TATSURO
定価：本体 1200 円＋税

著：タクマクニヒロ / 定価：本体 1600 円＋税

著：Beretta P-10
定価：本体 1500 円＋税

著：中村卓哉
定価：本体 1500 円＋税

著：青山裕企 / 定価：本体 1700 円＋税

著：椎名誠 / 定価：本体 1500 円＋税
著：新井光史
定価：本体 1500 円＋税

著：雷鳥社 / 定価：本体 1500 円＋税 著：雷鳥社 / 定価：本体 1500 円＋税

著：中村泰介 / 定価：本体 1600 円＋税

著：須賀武継 / 定価：本体 3500 円＋税 著：須賀武継 / 定価：本体 3500 円＋税
著：三井公一
定価：本体 1500 円＋税

著：クロダミサト
定価：本体 1600 円＋税

著：Beretta P-12
定価：本体 1500 円＋税

著：三井昌志
定価：本体 1600 円＋税

著：三井昌志
定価：本体 1500 円＋税

著：阿部高嗣 / 定価：本体 1500 円＋税

著：福田啓人 / 定価：本体 1600 円＋税 著：福田啓人 / 定価：本体 1600 円＋税

著：Beretta P-11
定価：本体 1500 円＋税

著：石川厚志 / 定価：本体 1500 円＋税

著：BerettaP-09
定価：本体 1500 円＋税

ペンキのキセキ

僕の妹は、写真家になりたい。

波照間の怪しい夜　

渋イケメンの旅

写真で巡る 世界の教会

妻を撮ること

奥会津

アカショウビン 琉球の紅　

写真で巡る 世界の城

HER

浜通り　2000 ～ 2003　福島

仕様：A5 判変形 / 並製 /160p
ISBN:978-4-8441-3691-0
定価：本体 1600 円＋税

仕様：A5 判 / 並製 /96p
ISBN:978-4-8441-3447-7
定価：本体 1500 円＋税著：三井昌志

著：タクマクニヒロ

あるがままの生き方で渋みを増していく男＝渋イ
ケメン。そんなアジアの渋イケメンな男たちを
撮った異色の写真集。過酷な現場での命がけの仕
事は顔つきを洗練させ、ハードな肉体労働は必要
な筋肉を自然と発達させる。

「ブルーってこんなに素敵な色だったんだ」。
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から、夢に向って
一歩踏み出せず、迷えるあなたへ贈る心に
響く写真集。

無駄にかっこいい男たち。

好きなことしていますか？
渋イケメンの国～無駄にかっこいい男たち～

ブルー・ノート

渋イケメンの世界
～美しき働き者たちへの讃歌～

パプアニューギニア 
海の起源をめぐる旅

カワセミ ある日、カワセミに出会い
ました。

写真を撮るって、誰かに小さく恋す
ることだと思う。

点と点が線になっていることは後に
なって気がつくよ

THANK YOU フォトグラファーが大
事にしている 180 のことば

花サプリ しあわせいっぱい、ことば
の花束 120

iPhonegrapher 写真を撮り、歩き続
けるための 80 の言葉

LOVE YOU 愛しのオネエが大切にし
ている 81 のことば

SMILE フォトグラファーが大事にし
ている 194 のことば

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

しまなみライフ　
船長が撮るふるさとの子どもたち

父さん、四〇歳 詩人になる。
五〇歳 写真家になる。

写真集

フォトエッセイ

２刷

９刷

２刷

２刷

２刷

２刷

２刷

３刷

２刷
２刷
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極度の人見知りだっ
た写真家が、思い通
りのガールズフォト
を撮るためのコミュ
ニケーションについ
て語る。

10 年経っても古くな
らない、デジタルの
色の基本を学ぼう！
デジタル画像の特性
と色調補正の技術。

「猫は百薬の長」。猫か
らもらった元気や癒し
を短い言葉で綴る。ノ
ラ猫もイエ猫も、見て
いるといつの間にか微
笑んでしまう写真集。

ボ ケ や ブ レ
で 洋 書 風 写
真 を 撮 る 術
を ご 紹 介！
自 由 な 発 想
で 楽 し ん で
写 真 を 撮 っ
てみよう。

日本のフォトジャー
ナリズムで、今一番
注 目 を 集 め て い る
フォトジャーナリス
ト・林典子の最新刊
にして初の実用書。

人物のみにスポットを
あて、ライティングの
基礎から様々な撮影パ
ターンを掲載！

基礎的なテクニックか
ら、 近 隣 の 公 園、 大
自 然 で の 撮 影 ま で、
フィールドで役立つテ
クニックをマスター。

『ねこサプリ』待望の
第 2 弾は相棒！！束の
間でも、くすっと笑っ
て、ほっとできるよう
な、そんなサプリメン
トになりますように。

準備から人物・商品撮
影の基本など、写真で
稼ぐ「プロ」になるた
めに必要な知識。

コンデジ水中撮影術、
一眼レフを使った本格
的なダイビング、水中
写真におけるプロのテ
クニックを伝授。

「ねこサプリ」シリー
ズ待望の第 3 弾、テー
マは「笑」！ 202 点の
ねこ写真とクスっと笑
える言葉。ねこはやっ
ぱり「百薬の長」。

A5 判変形 / 上製 /128p/978-4-8441-3752-8

A5 判変形 / 並製 /320p/978-4-8441-3639-2

B6 判変形 / 上製 /216p/978-4-8441-3504-3

A5 判 / 並製 /112p/978-4-8441-3522-7

A5 判変形 / 並製 /208p/978-4-8441-3509-8

A5 判変形 / 並製 /200p/978-4-8441-3553-1

B6 判変形 / 上製 /208p/978-4-8441-3580-7

四六判 / 並製 /240p/978-4-8441-3742-9

A5 判変形 / 並製 /336p/978-4-8441-3450-3

A5 判変形 / 並製 /240p/978-4-8441-3542-5

B6 判変形 / 上製 /224p/978-4-8441-3653-8

著：青山裕企
定価：本体 1600 円＋税

著：桐生彩希
監修：写真の学校
　　　東京写真学園
定価：本体 1800 円＋税

著：清水哲朗
監修：写真の学校
　　　東京写真学園
定価：本体 1500 円＋税

監修：写真の学校
　　　東京写真学園
定価：本体 1500 円＋税

著：久門易
監修：写真の学校
　　　東京写真学園
定価：本体 1800 円＋税

著：白鳥岳朋
監修：写真の学校
　　　東京写真学園
定価：本体 1600 円＋税

著：上原ゼンジ / 定価：本体 1500 円＋税

著：林典子
定価：本体 1500 円＋税

著：LOVE CAT 44
定価：本体 1500 円＋税

著：LOVE CAT 55
定価：本体 1500 円＋税

著：LOVE CAT 37
定価：本体 1500 円＋税

人見知りでも女の子を撮りたい ! 実践人物ライティング「写真の学校」

ボケ／ブレ不思議写真術

風景を撮る！「写真の学校」

フォトジャーナリストの視点

水中を撮る！「写真の学校」

仕様：A5 判変形 / 並製 /208p
ISBN:978-4-8441-3764-1
定価：本体 1700 円＋税

著：河野鉄平

初心者には一気に基礎を学ぶための入門書として、プロカメラマンを目指す
中・上級者には丁寧に基礎を振り返るための一冊として。写真家を目指す上
で必ず学んでおきたい撮影・機材・編集に関する項目、全 27 章をひとつず
つ丁寧に解説。 カメラの設定からシャッター速度や感度などといった写真
の仕組み、スタジオ撮影や写真のデジタル編集といった、本格的なワークフ
ローに求められることが一気にわかるような章立てとなっている。

わかっているは自信になる !

フォトグラファーズ・ハンドブック　写真家のための必修基礎知識

映画には人生を変え
てくれるような、き
らりと光るメッセー
ジ が 隠 さ れ て い ま
す。66 作品を収録。

ボディーペ
イントを中
心に活躍す
る、人気の
現役女子大
生アーティ
スト初めて
の作品集。

江戸から東京へと、
時代を超えて受け継
がれてきた歴史と伝
統の技に 41 人の若
き写真家が迫る。英
語訳も併記。

日本には誇るべき文
化が数多く現存して
い ま す。 本 書 で は、
東京を中心に体験で
きる 56 のアクティビ
ティを紹介。

人気脚本家、斉藤ひ
ろしがテクニック「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。

密度の濃い人間劇を
つくり上げてきた、
原田眞人。監督術を
制作時系列に沿って
書いた、本音が読め
る貴重な一冊。

四六判 / 上製 /288p/978-4-8441-3751-1

A5 判 / 並製 /128p/978-4-8441-3684-2

四六判 / 並製 /272p/978-4-8441-3448-0

四六判 / 並製 /256p/978-4-8441-3667-5

A5 判変形 / 並製 /352p/978-4-8441-3484-8

四六判 / 並製 /256p/978-4-8441-3720-7

著：山下俊樹
絵：studio papel
定価：本体 1600 円＋税

著：趙燁 / 定価：本体 1600 円＋税
著：BerettaP-05
定価：本体 1500 円＋税

著：Beretta
定価：本体 1500 円＋税

著：斉藤ひろし
定価：本体 1600 円＋税

著：原田眞人
本体 1900 円＋税

【新版】東京職人

原田眞人の監督術

仕様：B6 判
　　　コデックス装 /128p
ISBN:978-4-8441-3772-6
定価：本体 1800 円＋税

仕様：A5 判変形 / 上製 /144p
ISBN:978-4-8441-3780-1
定価：本体 2000 円＋税

仕様：A5 判 / 上製 /160p
ISBN:978-4-8441-3770-2
定価：本体 1700 円＋税

著：エヒラナナエ
　　大沢かずみ
　　カナイフユキ
　　田辺俊輔

著：井上奈奈

著：白須純

映画で描かれる「愛のやりと
り「仲間と過ごす時間」といっ
たシーンに、あこがれたり、
共感したりしたことはありま
せんか？映画館での制作・展
示経験もある 4 名のイラスト
レーターが、思わず真似した
くなるような映画のワンシー
ンを 50 作分紹介。

本書は絵本を作るという行為が繋いでくれた
「世界」についての話であり、「美しさ」につ
いての話であり、「絵本を作ってみませんか」
というお誘いの本でもあります。（「はじめに」
より）多くの美しい絵本を作り出してきた井
上さんの創作方法は、はっとするような発見
や驚きに満ち満ちています。すべての作り手
に読んでいただきたい、創作意欲を掻き立て
る一冊です。

太古から信仰され、神聖な色
とみなされていた「青」。 青
は人を揺り動かす大きな力を
備え、時には儀式で血が流さ
れた。なぜ人は青を欲すの
か。そんな神秘と霊性にみち
た「青」と「人類」の関わり
合いを、 画家でもある著者が
時代を超えて巡ってゆく。

ちょっと変わった映画案内。

絵本を作ってみませんか？

霊性に包まれた青の世界。

映画みたいなことしない？

星に絵本を繋ぐ

青の儀式

ねこサプリ 人によく効く
NEKO-PHOTO150 　

デジタル写真の色を極める !
 「写真の学校」　

写真のプロになる！「写真の学校」

ねこサプリ 相棒 人によく効く
NEKO-PHOTO175

ねこサプリ（笑）人によく効く
NEKO-PHOTO202

Beautiful Message 
ココロに響く映画の名セリフ

SUPER FLASH GIRLS　
超閃光ガールズ

TOKYO COOL JAPAN EXPERIENCE　
東京で体験できるクールジャパンガイド

１週間でマスター　
斉藤ひろしのシナリオ教室

写真技法書

映画・アート・工芸
６刷

２刷

４刷

３刷 ３刷

２刷 ３刷

４刷

２刷

２刷

基本から
プロのワザまで
ハンディサイズの保存版

井上奈奈さんの
作品集としても
楽しめます。

九龍ジョー・月永理絵
によるコラムも必見。

著者が描く
壮麗な版画絵・タイ
ル画も随所に挿入。
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発音練習から朗読、
ナレーションまで、
プロの技術を完全収
録。実演 CD 付き。

『声優になる！マガ
ジン』にて連載中の
人気声優さんたちへ
のインタビュー。

あの人気声優も、迷
い、もがき、努力し
た！！声優のロング
インタビュー第2弾。

声優になるためのア
ドバイスが満載。人
気声優のロングイン
タビュー第 3 弾。

名作文学をはじめ、
番組ナレーションな
ど に 挑 戦 し な が ら

「声」と「表現」の
基礎を学べます。

聴いて！観て！理解
する！声優、演技ト
レーニング初心者の
ための本。DVD付き。

声優・タレントを指
導してきた EIMI が
提唱する超カンタン
で成果が出るボイス
トレーニング !

目からウロコのお役
立ちレッスン！〈基
礎編〉からつぎの段
階に進みたい人のた
めの本。

声 優 の 仕 事 紹 介 か
ら、なり方、学び方、
心構えまで内容も充
実。養成所、専門学
校 な ど、 全 51 校 の
詳細ガイド付。

正しい発音、早口言
葉など、声に出して
読んでみたくなる題
材がいっぱい。

さ ま ざ ま な ナ レ ー
ションに挑戦しなが
ら、「声」の基礎を
学ぶ。付属ＣＤには
プロの実演を収録！

声優としての身体づ
くりから始まり、発
声法、アクセント・
リズムなど必要なこ
とを無理なく学ぶ。

A5 判変形 / 並製（CD 付）/128p
978-4-8441-3315-2

A5 判変形 / 並製（CD 付）/128p
978-4-8441-3682-8

A5 判変形 / 並製（DVD 付）/112p
978-4-8441-3500-5

A5 判変形 / 並製（DVD 付）/96p
978-4-8441-3672-9

A5 判変形 / 並製（CD 付）/128p
978-4-8441-3316-0

A5 判変形 / 並製（CD 付）/128p
978-4-8441-3725-2

B5 判 / 並製 /128p/978-4-8441-3423-7

A5 判 / 並製 /200p/978-4-8441-3507-4 A5 判 / 並製 /256p/978-4-8441-3512-8

A5 判変形 / 並製（DVD 付）/124p
978-4-8441-3511-1

A5 判 / 並製 /192p/978-4-8441-3574-6

B5 判 / 並製 /176p/978-4-8441-3537-1

監修：松濤アクターズ
ギムナジウム
定価：本体 1800 円＋税

監修：松濤アクターズ
ギムナジウム
定価：本体 1800 円＋税

著：橋本崇宏
　　柳谷杞一郎
編：声優になる！マガ
ジン
定価：本体 1200 円＋税

著：橋本崇宏
　　柳谷杞一郎
編：声優になる！マガ
ジン
定価：本体 1200 円＋税

著：柳谷杞一郎 / 菊地
和俊 / 東海林龍
編：声優になる！マガ
ジン
定価：本体 1200 円＋税

監修：松濤アクターズ
ギムナジウム
定価：本体 1800 円＋税

監修：松濤アクターズ
ギムナジウム
定価：本体 1800 円＋税

著：ＥＩＭＩ
　　（渡邊瑛美）
定価：本体 1800 円＋税

監修：松濤アクターズ
ギムナジウム
定価：本体 1800 円＋税

編：雷鳥社
定価：本体 1500 円＋税

著：出口富士子
監修：松濤アクターズ
ギムナジウム
定価：本体 1800 円＋税

監修：松濤アクターズ
ギムナジウム
定価：本体 1400 円＋税

仕様：B5 判 / 並製 /128p
ISBN:978-4-8441-3301-8
定価：本体 1400 円＋税

監修：松濤アクターズギムナ
ジウム

演技の基本を学ぶ。
基礎から始める演技トレーニングブック

はじめての声優トレーニング
声のテクニック編（ＣＤ付）

はじめての朗読表現トレーニン
グ（CD 付）

声優になる！最強トレーニング
ブック 基礎編（ＤＶＤ付）

声優になる！最強トレーニング
ブック 実践編（ＤＶＤ付）

声優になる！ 夢が近づく !! ヒントが見える !! 人
気声優たちのリアルインタビュー

もっと声優になる！ 夢を叶えるためのヒントが
見付かる !! 人気声優たちのリアルインタビュー

きっと声優になる！ 夢を見ないとはじまらない !!
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　
はじめてのコア×ボイストレーニング

（ＤＶＤ付）

声優になる！最強BOOK[改訂版]

はじめてのボイストレーニング
朗読・ナレーション編（ＣＤ付）

はじめてのナレーショントレー
ニング（ＣＤ付）

基礎から始める
声優トレーニングブック

声優トレーニングブック

t r a v e l
g u i d e

８刷

10 刷（第１版9刷の改訂版）

２刷
２刷

６刷

４刷

「演じること」は、楽
しい。「俳優」も「声優」
も基本は演技力。
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開校 3 年余で、テレビアニメ
の主演 3 名を含む 100 名以上
がプロデビューした松濤アク
ターズギムナジウムで行わ
れていたカリキュラム。これ
から始める人も学び直したい
人も、楽しみながら学べるト
レーニング方法のヒント集。
一部内容を更新した改訂版。



バルト三国の中央、
ラトビア共和国。知
られていないラトビ
アの魅力を網羅した
ガイドブック。

ダライ・ラマにも愛
された最後の楽園、
ラ ダ ッ ク を 巡 る 記
録。カラー写真ペー
ジを倍増し、未公開
写真も豊富に収録。

得意な英語は "I can 
not speak English."
トラブルガールが、
海外旅行のトラブル
の解決法を紹介。

愛媛県伯方島に生ま
れ育った著者による 
瀬戸内３海道を自転
車でめぐる写真集。 
旅に出たくなる一冊
です。

空 中 都 市 マ チ ュ ピ
チュの謎に迫る。28
のインカの謎をわか
りやすく解説し、見
ど こ ろ、 ト ラ ベ ル
データを掲載。

息を呑む美しい写真
とともにイースター
島の謎に迫る。好奇
心をかきたてられる
トラベル & ミステ
リーガイド。

四六判 / 並製 /192p/978-4-8441-3702-3

A5 判変形 / 並製 /288p/978-4-8441-3695-8

A5 判 / 並製 /200p/978-4-8441-3309-8

A5 判 / 並製 /160p/978-4-8441-3748-1

A5 判 / 並製 /208p/978-4-8441-3440-4

A5 判変形 / 並製 /160p/978-4-8441-3711-5

著：ウエミチメグミ
　　三宅貴男
監修：西田孝広
定価：本体 1500 円＋税

著：山本高樹
定価：本体 1800 円＋税

著：りの
絵：三浦ポパ
定価：本体 1400 円＋税

著：阿部高嗣
定価：本体 1500 円＋税

著：柳谷杞一郎
定価：本体 1680 円＋税

著：柳谷杞一郎
定価：本体 1800 円＋税

仕様：A5 判変形 / 並製 /288p
ISBN:978-4-8441-3765-8
定価：本体 1800 円＋税

仕様：B5 判 / 並製 /160p
ISBN:978-4-8441-3724-5
定価：本体 1500 円＋税

四六判 / 並製 /256p/978-4-8441-3745-0 A5 判 / 並製 /160p/978-4-8441-3786-3

著：山本高樹

著：村松拓

著：西田孝広
定価：本体 1500 円＋税

著：浅井佑一
定価：本体 1600 円＋税

インド北部、ヒマラヤの西外
れの高地、ザンスカールでは、

「プクタル・グストル」とい
う祭礼が行われると伝えられ
ている。この祭りを見届ける
ため、マイナス 20℃にもなる
極寒の世界の中、著者が約 4
週間かけて歩きぬいた苛烈な
旅を、詳細に記した紀行文。

日本国内にはおよそ 10000 の
鉄道駅があり、構内から海が
少しでも見える駅は、著者が
訪れた限りでも 300 近くに上
る。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、フォトジェニッ
クな写真と旅情あふれる文章
で紹介。

旅行先として人気が高く、可愛らしい雑貨
や充実した社会保障など常に注目されてい
る、スウェーデン。スウェーデンを知り尽
くした著者が、観光・アート・社会・慣習・
文化・スポーツなどあらゆる角度から 150
のトピックを厳選！

日本全国の道の駅 1161 ヵ所を制覇！した
著者が、おススメの 32 駅を厳選。計画
なんて立てないで、おしゃれなんかしな
いで、そのままふらっと行ける旅。◎温
泉でほっこり◎ご当地料理で満腹◎その
まま車中泊やキャンプができることも。

「知られざる祭礼」を見届ける。

徒歩 0 分の絶景を見に行こう。

冬の旅 ザンスカール、最果ての谷へ

海の見える駅

北欧の小さな大国「スウェーデン」の魅力 150 何も決めない、気の向くままに クルマでふらりと道の駅

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 ] しまなみサイクリング日和　拝啓、世界であわてふためく女子たちへ　

旅先のトラブル解決します

マチュピチュ　
写真でわかる謎への旅

［改訂版］イースター島　
写真でわかる謎への旅

ガイド

b u s i n e s s

４刷

２刷
新刊

５刷 ２刷

２刷

人々、生活を捉えた
写真は、資料として
も価値のある一冊。

旅に欠かせない情報
も掲載。オールカラー
のガイドブック。
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初心者でもはじめ
た そ の 日 に 完 成。
かんたんにできる
革小物・革バッグ。

思 わ ず プ ッ！ と
笑ってしまう、か
わいい動物達を集
めた写真集！

1 冊の写真集が人
生を変えることが
ある。写真集のた
めの写真集。

小説の舞台となっ
た東京各地のガイ
ド、小説ガイドと
しても楽しめる。

脳の発達と子供の
育て方、成長後の
脳の鍛え方を説く。
発行から約 40 年。

アイディアが盛り
だ く さ ん。 写 真、
アンティーク好き
の方は必見！

1 日 30 分以上のト
レード禁止！それ
が「勝ちパターン」。

71 人のカメラマン
が選んだ幸せをも
たらす 204 の言葉
と写真。

前代未聞！
本格研究入門書に
して、青春小説＝
ライトノベル。

官僚になった著者
が、官僚と刑務所
の世界を素直な目
線で書き下ろし。

懐かしいのに新し
い、井上陽子さん
のコラージュがわ
かる図案集。

2011ハイフォ
トアワード最
優秀受賞作。
父 さ ん で あ
る こ と は 案
外さみしい。

ク リ エ イ タ ー が、
写真を仕事にする
までの経緯などを
本音で語る。

作家の技を盗め！

70 歳を超えても現
役を続けている人
たち。そんな達人
の言葉から学べ！

街で光を見つける→
写真に撮る→カラク
リを知る→光マス
ターになる！

風呂無しアパート
生活をしなやかに
送る東京人たちを
追った 1 冊。

ポラロイド写真と
ちょっと切ない恋
をつづった言葉が、
じんわりしみる。

漫画や小説の登場
人物からキャラ創
りを学ぶ。

演 技 を 始 め る 人
も、勉強している
人も、学べる演技
トレーニング。

A5 判変形 / 並製 /144p
978-4-8441-3599-9

四六判変形 / 並製 /160p
978-4-8441-3637-8

B6 判変形 / 上製 /256p
978-4-8441-3642-2

四六判変形 / 並製 /240p
978-4-8441-3662-0

四六判 / 上製 /264p
978-4-8441-0082-3

A5 判 / 並製 /128p
978-4-8441-3501-2

四六判 / 並製 /368p
978-4-8441-3719-1

B6 判変形 / 上製 /224p
978-4-8441-3583-8

四六判 / 並製 /272p
978-4-8441-3641-5

四六判 / 並製 /232p
978-4-8441-3561-6

A5 判 / 並製 /192p
978-4-8441-3598-2

四六判 / 上製 /128p
978-4-8441-3571-5

A5 判 / 並製 /248p
978-4-8441-3551-7

四六判 / 並製 /304p
978-4-8441-3526-5

四六判 / 並製 /224p
978-4-8441-3482-4

A5 判 / 並製 /128p
978-4-8441-3545-6

四六判 / 並製 /272p
978-4-8441-3517-3

B6 判変形 / 上製 /168p
978-4-8441-3541-8

四六判 / 並製 /240p
978-4-8441-3519-7

B5 判 / 並製 /128p
978-4-8441-3657-6

著：大濱由惠
定価：
本体 1600 円＋税

著：ANIMAL FANS 
35
本体 1200 円＋税

著：Beretta P-13
定価：
本体 1500 円＋税

著：Beretta
定価：
本体 1500 円＋税

著：時実利彦
定価：
本体 1940 円＋税

著：saorin
定価：
本体 1580 円＋税

著：鹿子木健
定価：
本体 1600 円＋税

著：Beretta P-12
定価：
本体 1500 円＋税

著：大橋崇行
絵：和遥キナ
本体 1500 円＋税

著：後藤裕美
定価：
本体 1200 円＋税

著：井上陽子
定価：
本体 2200 円＋税

著：石川厚志 / 本体 1500 円＋税

著：High  pho to 
Japan 編集部
本体 1890 円＋税

著：若桜木虔・鳴
海 風・ 上 田 秀 人・
貴辻敦子・窪埼和
哉・松岡弘一・藤
水名子
本体 1500 円＋税

監修：編集の学校
定価：
本体 1200 円＋税

著：小林茂雄 + 東京
都市大学小林研究室
定価：本体 1500 円＋税

著：BerettaP-09
定価：
本体 1500 円＋税

著：夏生かれん
定価：
本体 1500 円＋税

著：若桜木虔・す
ぎたとおる・高橋
桐矢
本体 1500 円＋税

監修：松濤アクター
ズギムナジウム
本体 1400 円＋税

東京×小説×写真

脳と人間

写真でつくる雑貨コラージュ図案帖
ほのぼの革小物教室　
はじめたその日にできあがり

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

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？

アニマルサプリ　
動物おもしろ写真集

ライトノベルは好きですか？　
ようこそ！ ラノベ研究会

キャリア官僚になったアタシ。。。
でも、挫折しました（＞ _ ＜）

はじめての演技トレーニング　
レッスンのヒント 83

漫画・アニメ・映画、小説から学ぶ　
小説キャラクターの創り方

てるてる はるひ　　
父さん 晴日を撮る。

フォトグラファーズ　
写真を仕事にするしあわせ

Happiness フォトグラファーが大事
にしている 204 のことば

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

時代小説を書く

プロ言 七〇歳を超えても働く！

東京貧乏宇宙

恋するポラロイド

20 代でお店を持った
女性のオーナーたち
の歩み、彼女たちの
人生の一部分を切り
取りました。

カフェづくりのいろ
はから、どのように
人を集めるのか？な
ど、開業後に必要な
ノウハウ。

「世界に一つだけの
パン屋さん」を実現
させた女性オーナー
10 人のストーリー。

弱 小 ソ フ ト ボ ー ル
チームを県大会優勝
まで導いた著者が、
気づいた「監督」と「経
営者」の共通点。

都心や駅前の好立地
を選択せずにお客さ
んの心をつかんでい
るお店にこそ、学ぶ
べきヒントが隠され
ている。

5 年間で 1000 件を超
える相談実績を持つ
に至った人気相続コ
ンサルタントによる
相続起業入門書。

自分で作るところ・
業 者 に 任 せ る と こ
ろ、DIY の経験談・
失敗談、DIY の実例、
開業 Q&A など役立
つ情報が満載 ! 

田舎の小さな不動産
屋だからこそ知って
いる、具体的かつ実
用 的 な 解 決 策 を 提
案。売りたい人も買
いたい人も必読。

一人で、友人と、姉
妹で、夫婦で……。
30 代で開業した女性
たちのストーリー。
スケジュール＆開業
資金データ付き。

ものづくり・価値づ
くりを考える際に役
立つ、イノベーショ
ンの起点となる見方・
考え方をまとめたビ
ジネスのヒント集。

布小物作家、陶芸家、
あみぐるみ作家など

「好きなこと」を仕
事にした女性たちの
ストーリー。

実践の中で磨き続け
てきた独自のマーケ
ティング戦略を、5
つのショートストー
リーと 12 のワーク
シートで解説。

A5 判 / 並製 /128p/978-4-8441-3454-1

A5 判 / 並製 /128p/978-4-8441-3594-4

A5 判 / 並製 /128p/978-4-8441-3649-1

四六判 / 並製 /320p/978-4-8441-3550-0

A5 判 / 並製 /128p/978-4-8441-3557-9

B5 判変形 / 並製 /200p/978-4-8441-3766-5

A5 判 / 並製 /136p/978-4-8441-3689-7

四六判 / 上製 /248p/978-4-8441-3588-3

A5 判 / 並製 /128p/978-4-8441-3495-4

四六判 / 並製 /224p/978-4-8441-3744-3

A5 判 / 並製 /128p/978-4-8441-3701-6

四六判 / 並製 /352p/978-4-8441-3717-7

著：田川ミユ
定価：本体 1600 円＋税

著：田川ミユ
定価：本体 1600 円＋税

著：田川ミユ
定価：本体 1600 円＋税

著：渡邉昌俊
定価：本体 1500 円＋税

著：長井史枝
定価：本体 1600 円＋税

著：毛利豪
定価：本体 1500 円＋税

編：雷鳥社
定価：本体 1600 円＋税

著：渋谷幸英
定価：本体 1600 円＋税

著：田川ミユ
定価：本体 1600 円＋税

著：今井健太郎
定価：本体 1800 円＋税

著：田川ミユ
定価：本体 1600 円＋税

著：森本尚樹
定価：本体 1400 円＋税

相続コンサルタント入門

仕様：A5 判 / 並製 /160p
ISBN:978-4-8441-3758-0
定価：本体 1600 円＋税

著：田中佳祐
構成：竹田信弥

文芸誌『しししし』（双子の
ライオン堂発行）のメンバー
が贈る、本屋の本。小さく小
さくはじめた街の本屋 11 店
舗の店主が、これまで、そし
てこれからのことを語ってく
れます。開業までの流れ、プ
ロモーション方法など、Q&A
でまとめたノウハウが満載。

本屋をはじめる・続けるには？
街灯りとしての本屋　11 書店に聞く、お店のはじめ方・つづけ方

20 代でお店をはじめました。
女性オーナー 15 人ができるまで

小さなパン屋さん、はじめました。
女性オーナー 10 人に学ぶお店のはじめ方・続け方

男子、カフェを仕事にしました。　
男性オーナー 12 人に学ぶお店のはじめかた

人材活用に大事なことはすべて少年
野球から教わった

相続した田舎の困った不動産の問題
解決します

クリエイティブ・イノベーションの
道具箱

100 人の村で 84 人に新商品を売る方
法

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

田舎・郊外でお店、はじめました。
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

30 代でお店をはじめました。
女性オーナー 17 人ができるまで

ものづくりを仕事にしました。
女性クリエイター 15 人ができるまで

開業・経営・マーケティング

l i m i t e d  s t o c k

３刷 ２刷

２刷

２刷

２刷 ４刷

２刷

２刷
３刷

３刷

２刷

あなたの街にある
小さな本屋さんは、
こんなにも面白い
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索引

【あ】 P19 iPhonegrapher 写真を撮り、歩き続けるための 80 の言葉 
 P19 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 
 P21 青の儀式 
 P18 アカショウビン 琉球の紅 
 P27 アニマルサプリ 動物おもしろ写真集 

【い】 P24 イースター島 写真でわかる謎への旅【改訂版】 
 P5 石の辞典 
 P27 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？ 
 P21 １週間でマスター 斉藤ひろしのシナリオ教室 
 P10 １週間でマスター 小説を書くための基礎メソッド 小説のメソッド < 初級編 > 
 P26 田舎・郊外でお店、はじめました。
　　　　　　　　　　 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 
 P5 色の辞典 
 P14 インテリアに役立つ古小物ユーズド・ミックスのススメ  

【う】 P27 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 
 P22 歌う、演じる、表現する身体をつくる はじめてのコア×ボイストレーニング 
 P15 「うちでお茶する？」のコツ 100 
 P5 海の辞典 
 P24 海の見える駅 
 P16 占い師入門【新装版】 

【え】 P21 映画みたいなことしない？ 
 P10 Editor 's Handbook 編集者・ライターのための必修基礎知識 

【お】 P14 おうちで簡単！ 暮らしの手づくり石鹸レシピ帖 
 P8 オオカミと森の教科書 
 P18 奥会津 
 P12 おでかけは最高のリハビリ！ 要介護５の母とウィーンを旅する 
 P16 男も育休って、あり？ 
 P15 OBENTO WONDERLAND 112 人のしあわせなお弁当図鑑 

【か】 P8 カラスの教科書 
 P8 カラスの補習授業 
 P18 カワセミ　ある日、カワセミに出会いました。 

【き】 P11 季節を脱いで ふたりは潜る
             P7          奇想天外な目と光のはなし 
             P22 基礎から始める演技トレーニングブック
             P22 基礎から始める声優トレーニングブック
             P22 きっと声優になる！ 
                          夢を見ないとはじまらない !! 人気声優たちのリアルインタビュー 
 P27 キャリア官僚になったアタシ。。。でも、挫折しました（＞ _ ＜） 

【く】 P15 Cool Veg 農家が提案するこれからの野菜レシピ
             P5 草の辞典 
 P26 クリエイティブ・イノベーションの道具箱 

【こ】 P27 恋するポラロイド
             P15 珈琲の表現 
 P12 50 歳からの かろやか人生 
 P11 古典の効能 
 P27 コラージュ図案帖 

【さ】 P12 さいごの散歩道
　　　　　P19 THANK YOU フォトグラファーが大事にしている 180 のことば 
 P26 30 代でお店をはじめました。女性オーナー 17 人ができるまで 
 P8 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

【し】 P14 刺しゅうで楽しむ可愛い雑貨

             P27 時代小説を書く 
 P14 七十二候のゆうるり歳時記手帖 
 P20 実践人物ライティング「写真の学校」
             P18 渋イケメンの国～無駄にかっこいい男たち～ 
 P18 渋イケメンの世界～美しき働き者たちへの讃歌～ 
 P18 渋イケメンの旅 
 P14 自分らしく輝くナチュラルコスメのつくり方 
 P24 しまなみサイクリング日和  
 P19 しまなみライフ 船長が撮るふるさとの子どもたち 
 P27 写真でつくる雑貨 
 P27 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 
 P18 写真で巡る 世界の教会 
 P18 写真で巡る 世界の城 
 P14 写真と紙でつくるコラージュ 
 P14 写真と古道具のくらし 
 P20 写真のプロになる！ 「写真の学校」 
 P14 写真を楽しむ 133 のネタ帖 
 P18 写真を撮るって、誰かに小さく恋することだと思う。 
 P26 人材活用に大事なことはすべて少年野球から教わった 

【す】 P20 水中を撮る！ 「写真の学校」 
 P21 SUPER FLASH GIRLS 超閃光ガールズ 
 P19 SMILE フォトグラファーが大事にしている 194 のことば 

【せ】 P22 声優になる！ 最強トレーニングブック 基礎編 
 P22 声優になる！ 最強トレーニングブック 実践編 
 P22 声優になる！ 最強 BOOK ！【改訂版】 
 P22 声優になる！
                          夢が近づく !! ヒントが見える !! 人気声優たちのリアルインタビュー 
 P24 世界遺産の都へ 「ラトビア」の魅力 100 
 P8 絶滅生物図誌  
 P16 ぜんぶ毛包のせい。 薄毛・AGA ニキビ ヒゲ・体毛 ニオイ 汗 

【そ】 P26 相続コンサルタント入門 
 P26 相続した田舎の困った不動産の問題解決します 
 P5 空の辞典 
 P7 そんなふうに生きていたのね まちの植物のせかい 

【た】 P14 たった 2 分！ 50 歳からのガマンしない貯蓄術 
 P7 種から種へ 命つながるお野菜の一生 
 P26 男子、カフェを仕事にしました。男性オーナー 12 人に学ぶお店のはじめかた 
 P8 たんぽぽの秘密 

【ち】 P16 小さな木 あるがままに子育て 
 P26 小さなパン屋さん、はじめました。
                          女性オーナー 10 人に学ぶお店のはじめ方・続け方 
 P15 チョコレートの手引 
 P8 珍獣図鑑 シュールすぎる、89 種の飼える哺乳類たち 

【つ】 P19 妻を撮ること 
【て】 P26 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 
 P15 定食パスタ 
 P15 Tea Time for You 毎日が幸せになる紅茶の愉しみ方 
 P20 デジタル写真の色を極める！ 「写真の学校」 
 P27 てるてるはるひ 父さん 晴日を撮る。 
 P19 点と点が線になっていることは後になって気がつくよ

【と】 P21 TOKYO COOL JAPAN EXPERIENCE 東京で体験できるクールジャパンガイド 
 P27 東京×小説×写真 
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             P21 【新版】東京職人 
             P12 東京タクシードライバー 
 P8 東京農業人 
 P15 東京パン職人 
 P27 東京貧乏宇宙 
 P19 父さん、四〇歳 詩人になる。五〇歳 写真家になる。 

【な】 P24　　　 何も決めない 気の向くままに クルマでふらりと道の駅        
             P5 菜の辞典 
 P8 波の地図 

【に】 P14 2 時間で気ままにつくる 雑貨屋さんの製本教室 
 P26 20 代でお店をはじめました。女性オーナー 15 人ができるまで 
 P10 日曜ポルノ作家のすすめ 

【ね】 P8 ネコ科大型肉食獣の教科書 
 P20 ねこサプリ相棒 人によく効く NEKO-PHOTOI75 
 P20 ねこサプリ 人によく効く NEKO-PHOTO150 
 P20 ねこサプリ（笑）人によく効く NEKO-PHOTO202 
 P8 猫に GPS をつけてみた 夜の森 半径二キロの大冒険 

【の】 P27 脳と人間  
 P11 NO BOOK NO LIFE 
                          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 

【は】 P19 HER
             P16 BIRTHDAY BOOK 20 歳のあなたへ
 P24 拝啓、世界であわてふためく女子たちへ 旅先のトラブル解決します 
 P27 はじめての演技トレーニング レッスンのヒント 83 
 P14 はじめての木彫りどうぶつ手習い帖 
 P22 はじめての声優トレーニング 声のテクニック編 
 P22 はじめてのナレーショントレーニング 
 P22 はじめてのボイストレーニング 朗読・ナレーション編 
 P22 はじめての朗読表現トレーニング 
 P16 はたらく女子のオフィスで「カベ」ストレッチ
　　　　　P18 波照間の怪しい夜　　　　　　 
 P19 花サプリ しあわせいっぱい、ことばの花束 120 
 P5 花の辞典
　　　　　P14 花の本 
 P27 Happiness フォトグラファーが大事にしている 204 のことば 
 P18 パプアニューギニア 海の起源をめぐる旅
　　　　　P18 浜通り 2000 ～ 2003 福島
             P7          はみだす緑　黄昏の路上園芸 
 P21 原田眞人の監督術 
 P11 バンドは旅するその先へ 

【ひ】 P15 VEGAN BREAD 白砂糖・卵・乳製品を使わないパンづくり 
 P12 ひきこもり・ニートが幸せになるたった一つの方法 
 P20 人見知りでも女の子を撮りたい！ 
 P26 100 人の村で 84 人に新商品を売る方法 
 P21 Beautiful Message ココロに響く映画の名セリフ 

【ふ】 P20 風景を撮る！ 「写真の学校」 
 P27 フォトグラファーズ 写真を仕事にするしあわせ 
 P20 フォトグラファーズ・ハンドブック 写真家のための必修基礎知識 
 P20 フォトジャーナリストの視点 
 P12 副業占い師ブギ 普通のわたしが普通でいられなくなった日 
 P24 冬の旅 ザンスカール、最果ての谷へ
 P19 ブルー・ノート 
 P27 プロ言 七〇歳を超えても働く！

             P16 プロ野球画報 2015 東京ヤクルトスワローズ全試合 
 P10 文章を仕事にするなら、まずはポルノ小説を書きなさい

【へ】 P18 ペンキのキセキ  P10 編集者・ライターのための練習問題 101 
【ほ】 P22 ボイストレーニングでキレイになる   
 P24 北欧の小さな大国「スウェーデン」の魅力 150 
 P19 僕の妹は、写真家になりたい。 
 P20 ボケ / ブレ不思議写真術 
 P21 星に絵本を繋ぐ 
 P5 星の辞典 
 P16 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 
 P27 ほのぼの革小物教室 はじめたその日にできあがり 
 P12 ほんとうにおいしいものはお店で買えない 
 P10 翻訳家になるための 7 つのステップ 知っておきたい「翻訳以外」のこと 
 P11 翻訳目錄 

【ま】 P26 街灯りとしての本屋 11 書店に聞く、お店のはじめ方・つづけ方 
 P24 マチュピチュ 写真でわかる謎への旅 
 P27 漫画・アニメ・映画、小説から学ぶ 小説キャラクターの創り方 

【み】 P12 みんなの寺のつくり方 檀家ゼロからでもお寺ができた！ 
【も】 P22 もっと声優になる！
                          夢を叶えるためのヒントが見付かる !! 人気声優たちのリアルインタビュー 
 P10 「物語」の組み立て方入門 5 つのテンプレート 
 P10 「物語」のつくり方入門 7 つのレッスン 
 P10 「物語」の魅せ方入門 9 つのレシピ 
 P26 ものづくりを仕事にしました。女性クリエイター 15 人ができるまで 
 P4 紋の辞典 

【や】 P15 やさしいお菓子 すべての手順が写真でわかる 10 枚レシピ 
 P15 やさしい果物のお菓子 すべての手順が写真でわかる 10 枚レシピ 
 P15 やさしいチョコレートのお菓子 すべての手順が写真でわかる 10 枚レシピ 
 P11 やさしい文学レッスン 「読み」を深める 20 の手法 
 P10 やっぱり王道がおもしろい カタを使った物語の生み出しカタ 
 P16 山が大好きになる練習帖 

【ら】 P27 ライトノベルは好きですか？ ようこそ！ラノベ研究会 
 P24 ラダックの風息 空の果てで暮らした日々【新装版】 
 P19 LOVE YOU 愛しのオネエが大切にしている 81 のことば 

【り】 P12 離婚して、インド 
【わ】 P14 115 Handmade Stories 
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