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わくわく手芸部セット（全3巻）
藤井旭の星空教室セット（全4巻）
その他 73点紹介
『本当の「心の強さ」ってなんだろう？』
『自然の一生図鑑』
『卓球語辞典』 他

ロングセラーセット 12点紹介

2・3学期

2021

最新!

クリーンブックス・グループ

2022
2・3学期

学校図書館
公共図書館

のための図書カタログ

最新刊・
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一部 動画
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2・3学期のイチオシはこちら!!
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あの大人気手芸セットの続編が登場！
授業の延長として、夏休みの課題として、地域のレクリエーショ
ンとして、そして手芸部などの活動にも役立ちます。「ビーズで作
ろう」は、通すだけで完成する小物から平織りでつくる生き物や
植物、立体作品のビーズボールやティアラ作りまで。「ミサンガ
を作ろう」は、さまざまな模様や編み目の紐で作るミサンガの他
に、マスクストラップやブックマーカー、ストラップ作りの応用ま
で。「フェルトで作ろう」は、簡単なマスコットから手足が動くテデ
ィベアまで作る事ができます。

わくわく手芸部セット ［小物編］
 【全3巻】

新版 幻想的な背景を描く
六七質 著

ＳＮＳ別 最新 著作権入門
井上 拓 著

増補改訂 リアルなキャラクター
を描くためのデッサン講座
西澤 晋 著

ＳＤＧｓの教科書
池上 彰 他 著

セット定価：本体9,000円＋税
A4変型判　28×22cm　各48頁 ［NDC594］
ISBN978-4-416-92300-9　    小高～高校向    

④ ビーズで作ろう ミカ＊ユカ 著

⑤ ミサンガを作ろう ミカ＊ユカ 著

⑥ フェルトで作ろう ミカ＊ユカ 著

各巻  定価：本体3,000円＋税   特別堅牢製本  

定価：本体2,000円＋税
B5判  144頁 ［NDC727］　
ISBN978-4-416-52200-4  　小高～一般向　

背景画テクニックを余すことなく公開
旧版のイラストに抜け感や光、背景を加えイラス
トの世界観に広がりを加筆。パーツを取り出して
設定画を作るテクニックなども徹底解説します。

定価：本体1,600円＋税
四六判  152頁 ［NDC021］　
ISBN978-4-416-52282-0  　中学～一般向　

SNSを安全に活用するための著作権入門
様々な具体事例を紹介しながら、SNSに特化
した最新情報を学べる一冊。「中学生でもわ
かる」レベルにかみ砕いて紹介します。

定価：本体2,000円＋税
B5判  192頁 ［NDC727］　
ISBN978-4-416-52274-5  　小高～一般向　
人体構造から、絵作りのテクニックまで
人気アニメーターの分かりやすい解説でご好評
をいただいた旧版の増補改訂版。実写的な絵作
りをするためのノウハウを伝授します。

定価：本体1,800円＋税
B6変型判  344頁 ［NDC360］　
ISBN978-4-416-52216-5  　小高～一般向　
17のテーマごとに著名人のコラムが！
17の目標と169のターゲットをすべて、「一
つ残らず」わかりやすく解説。「SDGsとはこ
ういうもの」ということがわかる本。

2022年10月中旬発売予定!

2022年7月発売

2022年8月発売

2022年8月発売 2022年3月発売

最新のテクニックで、新たな
六七質ワールドを描きだす！

他人の作品を正しく利用する方
法や炎上した時の対処法まで！

「走り」の描き方を新規追加！

世界中の問題を自分の目で見て
きたアナウンサーのコラムも！

初 め て で も、
徐々にステッ
プアップして
思い通りの作
品を作れる！

最 新 刊
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創作折り紙  発想と技法
川畑文昭 著

世界で一番美しい蝶図鑑
海野和男 著

スカイブック
アンナ・クレイボーン 著　川村 康文 監修　
子供の科学編集部 編集　ケリー・ハインドマン 絵

ＰＥＰＡＫＯ
わす 著

世界で一番美しいクラゲ図鑑
水口博也・戸篠 祥  編著

あそべる！ 通じ合う！ てづくり
AIロボット   牧野浩二・和田義久 他 著
 子供の科学編集部 編集

定価：本体2,400円＋税
B5判  192頁 ［NDC754.9］　
ISBN978-4-416-52287-5 　小高～一般向　
プロ伝授！作品作りのノウハウやヒン
ト満載！

「沈め折り」や「段折り」「蛇腹折り」といった
折り紙特有の折り方のポイントや、新たな作
品を生み出すための意匠と設計のヒントな
どを紹介します。

定価：本体2,700円＋税
AB判  160頁 ［NDC486］　
ISBN978-4-416-52245-5
　小高～一般向　

蝶のフォルムや自然界で 
の生態が知れる
広角レンズを使った接写写真に見られ
る美しくエキゾチックな蝶の羽の模様
や、蝶の不可思議な生態写真など、驚き
の蝶の姿を楽しめます。

定価：本体1,800円＋税
A4変型判  64頁 ［NDC450］　
ISBN978-4-416-52232-5
　小低～高校向　

「空」に関する森羅万象をまとめた絵本
前から読むと朝から昼の明るい空に関
わるお話が、後ろから読むと夜の暗い空
に関わるお話が読めます。身近な材料
だけでできる実験や観察も多数紹介。

定価：本体2,200円＋税
AB判  144頁 ［NDC754.9］　
ISBN978-4-416-52268-4
　小高～一般向　

なめらかに動く紙人形「PEPAKO」
のつくり方
描きおろしの「PEPAKO」を、組み立て工
程から動かすまでわかりやすく解説。「首
を振る」「目が開く」「歩く」などの基本動
作から、複雑な動きまで。型紙つき。

定価：本体2,700円＋税
AB判  160頁 ［NDC486］　
ISBN978-4-416-52223-3
　小高～一般向　

世界の海中で撮影したクラゲの
写真約300点
夜の海で撮影した、美しく学術的にも意
味のある写真とともに、研究者たちから
の寄稿もあるため、見ても読んでも楽し
い図鑑です。

定価：本体2,000円＋税
B5判  160頁 ［NDC547］　
ISBN978-4-416-52251-6 　小低～高校向　

小学生から作れるAIロボットの入門書
笑いかけるとやってくる、「こんにちは」と話しか
けると反応する、ビジュアルプログラミング環境
でプログラムして作るAIロボットの解説書です。

2022年7月発売

2022年4月発売

2022年7月発売

特
設
サ
イ
ト

Scratch3.0を改造したプロ
グラミング環境で作る！

夜や深海などの暗い海に浮遊
する美しいクラゲ図鑑！

楽しい両サイドカバー！
天気や星座、空に関する世界
の神話まで。

世界各地で撮影した魅
力的な蝶の写真150点
程を掲載！

まるでアニメーション!? 
紙、針金、テープがあれ
ば作れる！

2022年3月発売

2022年8月発売 2022年8月発売

きれいに折りたい人、創作に
チャレンジしたい人など必読！

作
例
は

コ
チ
ラ
！
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わくわく手芸部セット 【全3巻】
はじめて作る
手芸の本！

「布で作ろう」は、家庭科で習う
バッグやエプロンをはじめ小物
作りの工夫などを紹介。「毛糸
で作ろう」は、難しい編み図など
は割愛し、詳しいプロセス写真
のみで紹介。初めてでも、ちゃん
と使えるマフラーなどを編むこ
とができます。授業の延長とし
て、地域のレクリエーションとし
て、そして手芸部などの活動に
も役立つセットです。

セット定価：本体9,000円＋税
A4変型判　28×22cm　各48頁 ［NDC594］
ISBN978-4-416-92201-9　    小高～高校向    

① 布で作ろう ミカ＊ユカ 著

② 毛糸で作ろう・かぎ針 ミカ＊ユカ 著

③ 毛糸で作ろう・棒針 ミカ＊ユカ 著

各巻  定価：本体3,000円＋税   特別堅牢製本  

子供の科学  サイエンスブックス
NEXT 第二期
 【全4巻】

セット定価：本体10,000円＋税    B5変型判　24×19cm　各80頁
 ［NDC440,334他］   ISBN978-4-416-92202-6　　小低～中学向　

地球を飛び出せ！ 宇宙探査 荒舩良孝 著　的川泰宣 監修

見て､知って､つくって！ 錯視で遊ぼう 杉原厚吉 著

空を見るのが楽しくなる！ 雲のしくみ 荒木健太郎・津田紗矢佳 著

見てわかる！ エネルギー革命 一般財団法人エネルギ－総合工学研究所 著

各巻  定価：本体2,500円＋税   特別堅牢製本  

様々なテーマで科学を楽しく！
雲が発生するしくみや最先端の研究、世界的な
目標とされる「カーボンニュートラル」について、
脳がつくりだす「錯視」の世界、宇宙探査の最前
線をわかりやすく紹介。動画コンテンツも収録。

キャラクターの描き方を完全解説！
筋肉や骨格の構造を解説し、より自然でリア
ルな漫画キャラクターが描けるようになる
ノウハウを一挙公開。人気の和装・刀剣キャ
ラクターの描き方では、着物の構造からアク
ションポーズまで、かっこよく描くポイントを
伝授します。

セット定価：本体10,400円＋税
B5判　平均200頁 ［NDC727］
978-4-416-92204-0     小高～一般向    

完全解説 和装キャラクターの描き方
ユニバーサル・パブリシング 著　定価：本体1,900円+税
完全解説 モチーフを見なくても描ける 人物デッサン50のポイント！
ながさわとろ 著　定価：本体2,000円+税
新版 人体解剖図から学ぶキャラクターデッサンの描き方
岩崎こたろう・カネダ工房 著　定価：本体2,300円+税
完全解説 すぐ上達！ 手と足の描き方　アクアスター 著　定価：本体2,000円+税

完全解説 刀剣キャラクターの描き方
ユニバーサル・パブリシング 著　定価：本体2,200円+税

アニメ・漫画すぐ上達！
描きテクセット 【全5巻】

藤井旭の星空教室セット【全4巻】

セット定価：本体10,000円＋税
B5変型判　24×19cm　各80頁 ［NDC440］
ISBN978-4-416-92200-2　　小中～高校向　

星空教室　春の星座 藤井 旭 著

星空教室　夏の星座 藤井 旭 著

星空教室　秋の星座 藤井 旭 著

星空教室　冬の星座 藤井 旭 著

各巻  定価：本体2,500円＋税    特別堅牢製本 

季節ごとに見える星や
星座をやさしく解説
オールカラーで写真と図版を
大きく掲載。理科の教科書に
掲載されている「星の色、星
までの距離、太陽の動き、日
食、日周運動、月の動き、月の
満ち欠け、月食」などを解説し
ているので、理科学習の手助
けとなります。

自然の一生図鑑
国立科学博物館顧問 林 良博 監修
子供の科学編集部 編集

“ライフサイクル”を知って地球環境を学ぼう
植物、動物、星、宇宙、川、火山、さらには人間の一生をたどります。生命の
輪を探索しながら、バランスの取れた地球環境の仕組みがわかる本です。

定価：
本体2,700円＋税
A4変型判　29×24cm
144頁 ［NDC400］
ISBN978-4-416-62119-6
　小低～高校向　

読んでためになる
雑学「語」辞典2022セット【全4巻】

セット定価：本体6,500円＋税
A5判　平均210頁 ［NDC170他］
ISBN978-4-416-92203-3
    中学～一般向    

神社語辞典
本村のり子 著　
小野善一郎 監修　
定価：本体1,600円+税

卓球語辞典
伊藤条太 著
掛丸 翔 絵
定価：本体1,600円+税

きもの語辞典
岡田知子 著
木下着物研究所 監修　
定価：本体1,700円+税

日本の城語辞典
萩原さちこ 著
三浦正幸 監修　
定価：本体1,600円+税

マニアックな用語まで満載の辞典
知っておきたい基礎知識からマニアもうなる豆知識まで。イラストや写真
も満載で、眺めているだけでも楽しい絵辞典シリーズです。

動画解説
あり

動画解説
あり

動画解説あり

動画解説
あり 動

画
解
説

あ
り

2022年 新刊
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藤井旭の星空教室セット【全4巻】

ディスカバリー生き物・再発見
2022セット 【全2巻】

ヤモリ大図鑑
トカゲモドキ編
中井穂瑞領 著　川添宣広 写真

セット定価：本体11,500円＋税
B5判　平均340頁 ［NDC480］　ISBN978-4-416-92216-3　   小高～一般向    

ヘビ大図鑑　ナミヘビ上科、他編
中井穂瑞領 著　定価：本体6,000円+税

カメ大図鑑　潜頸亜目・曲頸亜目
中井穂瑞領 著　定価：本体5,500円+税

数多く存在する種の 
カラー写真が満載
ヘビとカメの、魅力的な造
形の生体写真や各種の解
説を存分に楽しめます。ま
た 野 生 下 で の 生 態 情 報
は、それぞれの生き様がリ
アルにわかります。進化や
特徴・飼育・繁殖といった
関連情報も掲載します。

ビーカーくんがゆく！ 
工場・博物館・実験施設
うえたに夫婦 著

定価：本体1,500円＋税
A5判　160頁 ［NDC432他］　
ISBN978-4-416-52228-8
　小中～一般向　

定価：本体5,000円＋税
B5判　288頁 ［NDC480］　
ISBN978-4-416-52288-2
　小高～一般向　

分類や生態・法律・飼育・ 
繁殖などを解説
爬虫類の中で人気がある「トカゲモド
キ」科にフォーカス。ヒョウモントカゲ
モドキはもちろん、準人気種ニシアフ
リカトカゲモドキ、希少種クロイワト
カゲモドキなど数多の種、品種を網羅
します。

実験器具や科学にまつわる 
施設をレポート
ビーカーやリトマス紙、ろうと、温度
計、上皿天秤等々、実験器具がどのよ
うに生まれたのかをマンガで解説。気
象測器歴史館、科学技術館などの博
物館、スーパーカミオカンデのような
巨大実験施設も紹介します。

超絶折り紙セット 【全3巻】

セット定価：本体6,400円＋税
B5判　各192頁  ［NDC754.9］　978-4-416-92211-8　　小高～一般向　

超造形折り紙 川畑文昭 著　定価：本体2,000円+税

恐竜と古生物の折り紙 川畑文昭 著　定価：本体2,200円+税

絶滅生物の折り紙 川畑文昭 著　定価：本体2,200円+税

生き物たちの雄姿を折り紙で表現しよう
恐竜や動物など生き物の作品に定評がある折り紙作家、川畑文昭のシリーズで
す。全作品展開図と作り方のポイント付き。

華やかなおりがみセット
【全8巻】

セット定価：本体14,400円＋税　　小高～一般向　
B5判　各128頁［NDC754.9］　ISBN978-4-416-92212-5

鶴のおりがみ
布施知子 著

包みと袋のおりがみ
布施知子 著

星と雪の装飾おりがみ
布施知子 著

おりがみで作る箱
布施知子 著

華やかなくす玉おりがみ
布施知子 著

おりがみで作る入れ子の箱
布施知子 著

おりがみで作るオーナメント
布施知子 著

あじさい折りおりがみ
プロジェクトF 編　

各巻  定価：本体1,800円＋税

生活を彩る実用おりがみ
小物入れやポチ袋などの実用的
に使えるおりがみから、季節の飾
りものを集めたおりがみセット。
小さなパーツをたくさん作ってつ
なげるユニットおりがみは、オー
ナメントやくす玉などの大作に挑
戦できます。

図解でよくわかる農業シリーズ2022 【全11巻】

図解でよくわかる 病害虫のきほん
有江 力 監修　定価：本体1,600円+税

図解でよくわかる 農薬のきほん
寺岡 徹 監修　定価：本体1,600円+税

図解でよくわかる 土壌微生物のきほん
横山和成 監修　定価：本体1,600円+税

図解でよくわかる タネ・苗のきほん
一般財団法人 日本種苗協会 監修　定価：本体1,600円+税

図解でよくわかる 発酵のきほん
舘 博 監修　定価：本体1,600円+税

図解でよくわかる 土壌診断のきほん
一般財団法人 日本土壌協会 監修　定価：本体1,800円+税

図解でよくわかる 植物工場のきほん
古在豊樹 監修　定価：本体1,600円+税

図解でよくわかる 施設園芸のきほん
中野明正 著　定価：本体1,800円+税

図解でよくわかる 土・肥料のきほん
一般財団法人 日本土壌協会 監修　定価：本体1,600円+税

図解でよくわかる スマート農業のきほん
野口 伸 監修　定価：本体1,800円+税

図解でよくわかる 農業のきほん
堀江 武 監修　定価：本体1,600円+税

いまの農業、将来の農業が見えてくる！
農業生産から家庭菜園で役立つ知識ま
で、豊富なイラストや写真を用いて解説
します。農業の現場の最新情報はもちろ
ん、TPPや環境問題、世界の食料事情に
ついても紹介しています。

セット定価：本体18,200円＋税
　中学～一般向　
A5判　各160頁［NDC610他］　
ISBN978-4-416-92208-8
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理科がもっとおもしろくなるScratchで科学実験
横川耕二 著　横山 正・阿部和広 監修

定価：本体2,000円+税
B5判  160頁 ［NDC547］
ISBN978-4-416-52030-7
　小中～高校向　

スクラッチを理科の実験や観察に
使っておもしろ科学実験
初心者向けプログラミング言語の定番「Scratch

（スクラッチ）」。本書は科学実験にプログラミン
グを活用する方法を紹介します。実験や観察の
材料の準備から、装置のつくり方、スクラッチで
のプログラミングの方法、実験の手順まで。

ゲームを改造しながら学ぶ
Scratchプログラミングドリル
アソビズム 著

定価：本体2,700円＋税
B5判  288頁 ［NDC547］
ISBN978-4-416-52095-6
　小中～高校向　

ゲームを作りながらプログラミング
を学ぶ！
初心者向けプログラミング言語の定番「Scratch

（スクラッチ）」でのプログラミングを、プロのゲ
ームクリエイターによるゲームのプロトタイプを
改造することで、楽しく、わかりやすく学べます。

日本の爬虫類・両生類 野外観察図鑑
川添宣広 著

定価：本体3,200円＋税
B5判　192頁 ［NDC482］
ISBN978-4-416-62057-1
　小高～一般向　

フィールドワーク・採集・飼育・撮
影に役立つ
日本に生息する爬虫類・両生類のより細かな
観察方法や出現時期、飼育できる種類につ
いては採集の注意点と手段、飼育方法を、生
息地のリアルな写真とともに伝えます。爬虫
類・両生類のフィールド撮影も伝授します。

世界で一番美しい野生ネコ図鑑
水口博也・秋山知伸 編著

定価：本体2,600円＋税
AB判　160頁 ［NDC480］
ISBN978-4-416-52010-9 
　小高～一般向　

野生動物の表情・姿・仕草に
魅了される！
野生ネコのつかの間の癒しの表情や愛情
深い親子の仕草、仲間や外敵に対する時
の独特のポーズ。そんな希少なシーンを、
1 年のほとんどを大自然で過ごすフィール
ドカメラマンが撮影しました。

子ども教養図鑑  世の中のしくみ
小学校社会科授業づくり研究会 著

こども手に職図鑑
子供の科学と手に職図鑑編集委員会 編

定価：本体2,600円＋税
B5変型判　26×19cm　
240頁 ［NDC366］
ISBN978-4-416-62009-0　
    小中～一般向    

定価：本体3,200円＋税
AB判　224頁 ［NDC360］
ISBN978-4-416-51963-9
    小低～中学向    
  特別堅牢製本  

AI時代の「手に職」仕事が 
わかる図鑑
現在の仕事の半分はAIにとって代わられる
未来で働く子供たちのために、どのような仕
事が残るのか解説した職業図鑑。未来予測
を元に選んだ100種の職業を取材し、内容、
適性、待遇などリアルな声をまとめました。

世の中のしくみが 
身につく図鑑
普段から小学校の社会科の授業や研究
を行っている先生たちが、現場ならでは
の視点で、社会のさまざまなテーマにつ
いて、子供たちにわかりやすく解説した
ビジュアル図鑑です。

ディスカバリー 生き物・再発見セット
 【全2巻】

爬虫類の種数の多さに驚かされる！
身近で見るヘビやトカゲの仲間はごく少数ですが、世界
には遥かに多くの種がいます。本書は、人によって作ら
れた色違いの品種も含めて細かく分類。豊富な写真は
見て楽しむだけでなく、種の見分けの助けになります。

セット定価： 
本体9,500円＋税
B5判　平均260頁 

［NDC480, 645.4］
ISBN978-4-416-92106-7
　小高～一般向　

ヘビ大図鑑 
ボア・ニシキヘビ編
中井穂瑞領 著
定価：本体4,500 円＋税

ヤモリ大図鑑
中井穂瑞領 著
定価：本体5,000 円＋税

増補改訂 最新世界の犬種大図鑑 
藤田りか子 著

定価：本体8,000円＋税
A4変型判  28×24cm
448頁 ［NDC645.6］
ISBN978-4-416-52158-8 
　小高～一般向　

犬の世界はこんなに奥深い！
犬種にはそれぞれ狩猟や荷の運搬、羊や
牛を外敵から守る、といった作出の目的
があります。犬種の歴史や特徴、犬種同士
の繋がりなどを、犬種図鑑としては最多の
430種、写真入りで詳細に解説します。

ロングセラー
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定価：本体2,300円＋税
A5判　304頁 ［NDC596］
ISBN978-4-416-62017-5 
　中学～一般向　

料理を通して世界各国の文化や
宗教を理解する
世界各国の食文化に関心が集まっています。
料理で知る、料理がつなぐ 文化や宗教の多
様性。世界各国・300地域を網羅した家庭料
理、伝統料理を、各々の料理の歴史や食文化
などの背景とともに楽しめます。

定価：本体2,300円＋税
A5判　304頁 ［NDC596］
ISBN978-4-416-52191-5
　中学～一般向　

「国旗」のお弁当で楽しく学ぶ！ 
レシピ図鑑
220ヵ国・地域それぞれを代表する食材を使
った「国旗」のお弁当で、世界の食文化と郷土
料理を学べます。言わば世界の国旗の「キャ
ラ弁」レシピ図鑑。一皿メニューとしても使え
るレシピも掲載します。

本当の「頭のよさ」ってなんだろう？
齋藤  孝 著

定価：本体1,300円＋税
B6変型判　224頁 ［NDC370］
ISBN978-4-416-61932-2
　中学～一般向　

頭のよさは、生きていく力、 
現実を変えていく力
学校にはなんのために行くの？受験にはど
う臨んだらいいの？ 周りの人とはどうつきあ
えばいい？ 身近なテーマから、一生使えるも
のの考え方を身につけて、頭のよさを磨い
ていく方法を伝授します。

本当の「心の強さ」ってなんだろう？
齋藤  孝 著

定価：本体1,300円＋税
B6変型判　240頁 ［NDC370］
ISBN978-4-416-52105-2
　小高～一般向　

「折れないメンタル」は 
一生を支える武器になる
メンタルの強さとは、生まれもった資質では
なく、自分で身につけていく「力」です。この
本では、失敗やコンプレックスの対応を紹
介。打たれ強いメンタルを育て、自信をもっ
て生きられるように応援します。

知られざる古墳ライフ
譽田亜紀子 著　松木武彦 監修　スソアキコ 絵

世界の郷土料理事典
青木ゆり子 著

知られざる弥生ライフ
譽田亜紀子 著　大阪府立弥生文化博物館 監修　スソアキコ 絵

食文化・郷土料理がわかる 世界の国旗弁当
青木ゆり子 著

定価：本体1,600円＋税
A5判　160頁 ［NDC201］
ISBN978-4-416-52115-1
　小高～一般向　

魅力満点の古墳時代に 
迫る入門書
知っているようで知らなかった古墳時代とそ
の時代人の生活にスポットをあて、豊富なイ
ラストや写真とともに解説。『知られざる縄文
ライフ』『知られざる弥生ライフ』に続く、先史
シリーズの最終刊です。

定価：本体1,500円＋税
A5判　160頁 ［NDC201］
ISBN978-4-416-51943-1
　小高～一般向　

弥生時代が 
ぐっと身近になる一冊
弥生人たちはどのような日々を暮らしていた
のか。研究から見えてきた弥生時代の姿を、
小難しいことを抜きにしてザックリ知るため
の入門書です。想像も交えながら弥生時代の
暮らしを見に行きましょう。

全文完全対照版　孟子コンプリート
野中根太郎 訳

定価：本体4,000円＋税
四六判　632頁 ［NDC122］
ISBN978-4-416-52012-3
　中学～一般向　

全文網羅の完全版で 
孟子が理解できる
全文の現代語訳、書き下し文、原文に加え、

【一文超訳】を掲載。人名や語句には注釈を
入れ、テーマは何か、主旨は何かが一目で把
握でき、格言のように心に刻まれ、「孟子」の
理解が飛躍的に向上します。

全文完全対照版　菜根譚コンプリート
野中根太郎 訳

定価：本体2,500円＋税
四六判　344頁 ［NDC122］
ISBN978-4-416-71911-4
　中学～一般向　

全文網羅の完全版で 
菜根譚が理解できる
全文の現代語訳、書き下し文、原文に加え、

【一文超訳】を掲載。人名や語句には注釈を
入れ、テーマは何か、主旨は何かが一目で把
握でき、格言のように心に刻まれ、「菜根譚」
の理解が飛躍的に向上します。
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ビーカーくんの
実験教室セット【全3巻】

セット定価：本体4,500円＋税
A5判　平均165頁 ［NDC432］
ISBN978-4-416-92100-5　　小高～一般向　

実験器具がキャラクターになった！
理科室の実験器具の歴史や秘密、そしてどんな実験が
あるのかをイラストで紹介します。かわいいキャラクタ
ーたちとともに、化学の世界をのぞいてみよう。

ビーカーくんと
そのなかまたち
うえたに夫婦 著

ビーカーくんの
ゆかいな化学実験
うえたに夫婦 著

ビーカーくんと
すごい先輩たち
うえたに夫婦 著

各巻定価：
本体1,500 円＋税

子供の科学★ミライクリエイティブ 
第Ⅰ期 【全2巻】

セット定価：本体4,100 円＋税
B5判　各160頁 ［NDC547］
ISBN978-4-416-92017-6　　小中～高校向　

小学生から楽しく学べる 
プログラミング！
Raspberry Pi（ラズベリー・パイ）とmicro:bit（マイ
クロビット）はどちらも教育用コンピューターで、世
界中で活躍しています。これらを用いたScratch プ
ログラミングなどを紹介します。

ジブン専用パソコン
RaspberryPiで
プログラミング
阿部和広・塩野祐樹 著
定価：本体1,900円＋税

アイデアふくらむ探検ウォッチ
micro:bitで
プログラミング
倉本大資 著
定価：本体2,200円＋税

子供の科学★ミライサイエンス　
第Ⅱ期 【全3巻】

セット定価：本体4,200円＋税
A5判　各160頁 ［NDC445,421,440］
ISBN978-4-416-92016-9　　小中～中学向　

将来、宇宙に関わる仕事がしたい人必見！
宇宙の最新情報がわかるシリーズです。宇宙探査の
最前線、タイムマシンの実現の可能性、ビッグバンか
ら始まる宇宙の全歴史について、イラストと写真で
わかりやすく解説します。

宇宙探査ってどこまで
進んでいる？
寺薗淳也 著

タイムマシンって
実現できる？
二間瀬敏史 監修

宇宙の終わりって
どうなるの？
佐藤勝彦 監修

各巻 定価：
本体1,400 円＋税

カラダから出るもの
キャラクター図鑑セット【全2巻】

セット定価：本体3,200円＋税
B5変型判　21×19cm　各96頁［NDC490］
ISBN978-4-416-92024-4　　小低～中学向　

一見ムダなものから体の不思議がわかる！
汗は体温調節のため、鼻水は呼気の保湿と浄化の
ため…。汚かったり臭かったりする分泌物は、実は
体にとってとても重要な役割を持っています。その
機能や特性を、キモかわいいイラストを用いてやさ
しく解説します。

カラダから出る
「カタチのある」もの
“キャラクター図鑑”
藤田紘一郎 監修

カラダから出る
「カタチのない」もの
“キャラクター図鑑”
藤田紘一郎 監修

各巻 定価：
本体1,600 円＋税

授業がもっと好きになる
たのしいお話365セット【全5巻】

セット定価：本体11,500円＋税
B5変型判　25×20cm　平均410頁 ［NDC407,410 他］
ISBN978-4-416-92101-2　　小低～中学向　

朝読にもぴったり！10分で読めるお話が満載
身近な疑問から研究者しか知らないとっておき
のエピソードまで、各教科のわくわくするお話
が満載です。著者は第一線で活躍している先生
や研究者なので、正しい知識が身につきます。

理科好きな子に育つ
ふしぎのお話365
自然史学会連合 監修

算数好きな子に育つ
たのしいお話365
日本数学教育学会研究部 著

英語好きな子に育つ
たのしいお話365
小学生のための英語教育研究グループ 著

国語好きな子に育つ
たのしいお話365
日本国語教育学会 著

スポーツが得意な子に育つ
たのしいお話365
一般社団法人日本体育学会 監修

各巻 定価：本体2,300 円＋税

理科好きな子に育つ
ふしぎのお話365傑作選 【全3巻】

セット定価：本体3,000 円＋税
A5判　各160頁 ［NDC407］
ISBN978-4-416-91946-0　　小低～中学向　

人気書籍がハンディ版に！
調べ学習にも役立つ
既刊『理科好きな子に育つふしぎのお話365』を子
供が興味を持つキーワードで再編集。「なぜ？どう
して？編」では身近な疑問を、「びっくり編」ではお
なじみの動物の驚きの生態を、「へんてこ編」では
面白い生きものの特にユニークな生態をそれぞれ
取り上げます。

生きもののふしぎなお話
～なぜ？どうして？編～
自然史学会連合 監修
子供の科学編集部 編集

生きもののふしぎなお話
～びっくり編～
自然史学会連合 監修
子供の科学編集部 編集

生きもののふしぎなお話
～へんてこ編～
自然史学会連合 監修
子供の科学編集部 編集

各巻 定価：
本体1,000 円＋税

ロングセラー
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子供の科学
サイエンスブックス
NEXT
第一期 【全4巻】

セット定価：本体10,000円＋税
B5変型判　24×19cm　各80頁 ［NDC465,472 他］
ISBN978-4-416-92104-3      小低～中学向    

ひと目でわかる！ ウイルス大解剖
川口寧 監修
びっくり！ 世界の不思議な植物
湯浅浩史 著
真実を発見！ 科学捜査
石澤不二雄 監修
防災にも役立つ！ 川のしくみ
日置光久 監修

各巻 定価：本体2,500円＋税
  特別堅牢製本  

サイエンスブックスが 
新シリーズで復活！
今知りたい科学の話題から、子
供に人気のテーマまで、多数の
ラインナップを揃えた名作ビジ
ュアルブックが生まれ変わりま
した！動画コンテンツも収録し、
科学の世界を豊富な写真やイ
ラストで紹介しています。

マンガで身につく
教養セット 2021 【全4巻】

セット定価：本体6,900円＋税
A5判　平均215頁 ［NDC723 他］
ISBN978-4-416-92103-6
　中学～一般向　 

マンガでわかるロンドン・ナシ
ョナル・ギャラリーの見かた
有地京子 監修
定価：本体1,800円＋税

マンガでわかる「西洋絵画」の
見かた 聖書編
池上英洋 監修
定価：本体1,700円＋税

マンガでわかる「西洋絵画」の
見かた ギリシャ・ローマ神話編
池上英洋 監修
定価：本体1,700円＋税

マンガでわかるギリシャ神話
佐藤俊之 監修
定価：本体1,700円＋税

世界の名画をマンガで楽しく学ぶ！
「この絵画にはどんな意味が込められて

いるの？」そんな疑問にコンパクトかつや
さしく答えます。描かれる主題からサブス
トーリーまで、マンガとわかりやすい文章
で、しっかりと掘り下げます。

マンガで身につく教養セット
2020 世界の芸術 【全3巻】

セット定価：本体5,000円＋税
A5判　各224頁 ［NDC721,723］
ISBN978-4-416-92012-1　　中学～一般向　

世界の芸術をマンガで楽しく学ぼう！
「有名な絵画だけど何が書いてあるかわからない…」とい
った悩みもコレで解決。日本が誇る名画から、世界的巨
匠が描いた有名作まで、作品の見かたや作者が込めたメ
ッセージを、マンガでわかりやすく解説します。

マンガでわかる
「日本絵画」のテーマ

矢島 新 監修
定価：本体1,600 円＋税

マンガでわかる
ルーヴル美術館の
見かた
有地京子 監修
定価：本体1,700 円＋税

マンガでわかる
オルセー美術館の
見かた
有地京子 監修
定価：本体1,700 円＋税

マンガで身につく教養セット
2020 日本の芸能 【全3巻】

セット定価：本体4,700円＋税
A5判　平均180頁 ［NDC773,777,779］　ISBN978-4-416-92013-8　　中学～一般向　

伝統芸能はこんなにおもしろい！
日本には昔から親しまれてきた芸能が
たくさんあります。ちょっと難しそうと思
われがちですが、それぞれの芸能の特
徴や有名な演目のあらすじ、見どころな
どをマンガでわかりやすく解説したセッ
トです。

マンガでわかる文楽
マンガでわかる文楽編集部 編
定価：本体1,600 円＋税
マンガでわかる能・狂言
マンガでわかる能・狂言編集部 編
定価：本体1,600 円＋税
マンガでわかる落語
春風亭昇吉 著　定価：本体1,500 円＋税

お菓子作りにチャレンジ！ 【全6巻】
セット定価：本体8,100円＋税
B5変型判　平均95頁 ［NDC596］
ISBN978-4-416-92023-7　　中学～一般向　

自分で作るおやつは最高！
ポリ袋でかんたんに作れる焼き菓子から、いつもよりち
ょっと綺麗でおいしいケーキ、自由学園の生徒たちが考
案したお菓子など、作りたくなるレシピ本を集めました。

やさしいバナナのお菓子
若山曜子 著
定価：本体1,300円＋税

魔法の絞り出しクッキー
信太康代 著
定価：本体1,400円＋税

あんこのおやつ
森崎繭香 著
定価：本体1,300円＋税

カスタードのおやつ
森崎繭香 著
定価：本体1,300円＋税

ポリ袋でつくる 
たかこさんの焼き菓子
稲田多佳子 著
定価：本体1,300円＋税

自由学園の「お食後」
JIYU5074LABO. 著　
定価：本体1,500円＋税

読んでためになる雑学「語」辞典
2021セット【全6巻】
セット定価：本体9,600円＋税
A5判　平均200頁 ［NDC914,783 他］
ISBN978-4-416-92102-9
    中学～一般向    

江戸川乱歩語辞典 奈落一騎 著

金田一耕助語辞典 木魚庵 著

辞典語辞典 見坊行徳・稲川智樹 著

プロ野球語辞典 
令和の怪物現る！ 編 長谷川晶一 著

焼酎語辞典 金本亨吉・沢田貴幸 著

ギャグ語辞典 高田文夫  他 著

各巻  定価：本体1,600 円＋税

イラスト満載の 
１テーマ深掘り型辞典！
スポーツや食べ物、有名な人・モノな
ど、いろいろなテーマを、その道を極め
た執筆陣が圧倒的な知識とうんちくで
50音順に楽しく紹介！ゆかいなイラス
トもたくさん収録した、新しいかたちの
辞典です。
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誠文堂新光社は
学校図書館・公共図書館に
おすすめの書籍がたくさん！

圧力鍋で作る
印度カリー子の
スパイスカレー教室
印度カリー子 著
定価：本体1,500円+税
B5変型判  96頁 ［NDC596］
ISBN978-4-416-52279-0
素材のうま味がぎゅっと凝
縮、スパイスの香り引き立つ
本格カレーとスパイスおか
ずのレシピ集です。

フランス人は
たくさん仕込んで
３度愉しむ。
上田淳子 著
定価：本体1,600円+税
B5変型判  128頁 ［NDC596］
ISBN978-4-416-52253-0
一度にたくさん作り、２日目、
３日目と形を変えておいしく
食べる、フランス人の合理的
なスタイルを紹介します。

世界のサンドイッチ
図鑑
佐藤政人 著
定価：本体2,000円+税
A5判  304頁 ［NDC596］ 
ISBN978-4-416-61647-5
こんなサンドイッチ見たこと
ない！ 世界77の国と地域で
生まれた355のオリジナルサ
ンドイッチを集めた決定版
です。

ストウブで
パンを焼く
池田愛実 著
定価：本体1,500円+税
B5変型判  96頁 ［NDC596］
ISBN978-4-416-62126-4
発酵は冷蔵庫でゆっくりと。
鍋に生地を入れ、蓋をしてオ
ーブンへ。蒸気が逃げない
からしっとり焼け、クープが
きれいに開きます。

世界のスープ図鑑

佐藤政人 著
定価：本体2,200円+税
A5判  376頁 ［NDC596］
ISBN978-4-416-51953-0
日本人の知らないスープは
まだこんなにあった！ 140の
国と地域で食べられる317
の激うま＆仰天スープを大
紹介します。

いちじくの
お菓子づくり
今井ようこ・藤沢かえで 著
定価：本体1,600円+税
B5変型判  112頁 ［NDC596］
ISBN978-4-416-52264-6
チーズケーキ、スコーン、パ
ウンドケーキ、ザッハトルテ、
アイスクリーム、大福まで。旬
のいちじくを堪能するスイー
ツレシピ集です。

ほぼ10分で
アジアのスープ
エダジュン 著
定価：本体1,400円+税
B5判  96頁［NDC596］
ISBN978-4-416-62147-9
身近 にある食 材で ほ ぼ 1 0
分！ アジア各国の“食べる具
だくさん”スープが、手軽に
おうちで作れます。

９つの調味料
＆スパイスが
あなたの料理を変える
いづいさちこ 著
定価：本体1,600円+税
B5変型判  96頁［NDC596］
ISBN978-4-416-52230-1
ひとさじ調味料＆スパイスだけ
で新たなおいしさに。和食、中
華、イタリアン、エスニック等、レ
パートリーが広がる一冊です。

塩の料理帖

角田真秀 著
定価：本体1,600円+税
B5判  136頁 ［NDC596］
ISBN978-4-416-62146-2
塩の基本的な使い方から、
多彩なアレンジレシピまで。
体に優しく楽しい塩の料理
を紹介します。

エスキスの
料理
リオネル･ベカ 著
定価：本体7,000円+税
B5変型判  298頁［NDC596］
ISBN978-4-416-52111-3
人気フランス料理店ESqUISSE
のエグゼクティブシェフがイ
ンスピレーションをどのよう
に料理で表現するか、その
発想を紹介します。

鮭とごはんの
組み立て方
佐藤友美子 著
定価：本体2,200円+税
B5変型判  192頁 ［NDC596］
ISBN978-4-416-52089-5
鮭の種類や味の違いから、
食材との組み合わせ方、調
理法、レシピアレンジまでを
網羅した決定版です。

温野菜とパン
の組み立て方
ナガタユイ 著
定価：本体2,200円+税
B5変型判  192頁 ［NDC596］
ISBN978-4-416-52157-1
温野菜のほっくりとした味わ
いと美しい写真で、温野菜と
パンの世界を堪能ください。
サンドイッチ、料理、デザー
トを幅広く紹介します。

世界の
サラダ図鑑
佐藤政人 著
定価：本体2,200円+税
A5判  352頁［NDC596］
ISBN978-4-416-52182-3
初めて目にする色とりどりの
野菜、思わずなめてみたくな
るドレッシング、世界にはこ
んなに多くのサラダがあっ
たなんて！

栗のお菓子
づくり
今井ようこ・藤沢かえで 著
定価：本体1,600円+税
B5変型判  112頁［NDC596］
ISBN978-4-416-62070-0
モンブランからグラッセ、渋
皮煮、アイスクリーム、パウン
ドケーキ、タルト、ショートケ
ーキのレシピ集です。

柑橘のお菓子
とデザート
江藤英樹・金井史章 他 著
定価：本体3,000円+税
B5判  192頁［NDC596］
ISBN978-4-416-52186-1
プロのパティシエ・レストラ
ンシェフによる、多種多様な
柑橘の菓子とデザートレシ
ピを70点以上掲載します。

新刊

新刊

新刊 新刊

新刊 新刊

新刊

新刊

新刊
新刊

新刊
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ダーニング刺繍

ミムラトモミ 著
定価：本体1,400円+税
B5変型判  96頁 ［NDC594］
ISBN978-4-416-52185-4
糸を縦横に組み合わせ、布
を織るように面を埋めていく
ダーニングステッチ。かわい
い図案がいっぱいです。

描くように
刺繍する
西須久子 刺繍   綾女陽子 絵
定価：本体1,600円+税
B5変型判  112頁 ［NDC594］
ISBN978-4-416-52152-6
イラストレーターのお茶目
でゆるくてかわいいポップ
な絵に、刺繍家が絵にあうス
テッチを駆使。いろいろな刺
繍テクニックを学べます。

新幹線と
特急の
刺しゅう
ささきみえこ 著

定価：本体1,400円+税
A5判  96頁 ［NDC594］  ISBN978-4-416-62071-7
６ステッチだけでつくれる！子どもたちが大好きな新
幹線、特急を忠実に表現した刺しゅう図案集です。

Frog and Toad 
クロスステッチ
BOOK
宗のりこ 著
定価：本体1,400円+税
B5変型判  80頁 ［NDC594］
ISBN978-4-416-52256-1

「ふたりはともだち」などの絵
本でおなじみの「がまくんと
かえるくん」をモチーフにした
クロスステッチ図案集です。

刺し子糸で
楽しむ刺繍
堀川 波 著
定価：本体1,500円+税
B5変型判  96頁 ［NDC594］
ISBN978-4-416-52260-8
無心にちくちく楽しめると
ころが人気の刺し子。堀川
波さんの感性でもっと自由
に、もっとおしゃれに楽し
みます。

基礎から学ぶ
紅茶のすべて
磯淵 猛 著
定価：本体2,400円+税
A5判  256頁 ［NDC596］
ISBN978-4-416-71638-0
雑学的な知識から、実際に
美味しく飲むための秘訣、フ
ードペアリング、紅茶のブレ
ンド、商品企画など、紅茶の
すべてがわかります。

増補改訂
イギリス菓子図鑑 
お菓子の由来と作り方
羽根則子 著
定価：本体2,700円+税
A5変型判  304頁 ［NDC596］
ISBN978-4-416-61971-1
ビスケットやスコーンなどお
なじみの菓子から郷土菓子
まで、135もの英国菓子につ
いての由来やストーリーを
レシピとともに紹介します。

ショートブレッド
のすべて
吉澤るり子 著
定価：本体1,800円+税
A5判  160頁 ［NDC596］
ISBN978-4-416-52272-1
英国伝統菓子ショートブレッ
ドの基本から応用まで紹介。
普段のお菓子からセイボリ
ーまで網羅。パーティーシー
ンでも役立ちます。

ポリ袋でつくる 
たかこさんの
タルト･パイ･フロランタン
稲田多佳子 著
定価：本体1,400円+税
B5判  96頁 ［NDC596］
ISBN978-4-416-62113-4
ポリ袋でかんたんに作るタル
ト・パイ・フロランタンの基本
と、具材などによる豊富なバ
リエーションを紹介します。

小さな
サクサクタルト
キュームタルト 著
定価：本体1,600円+税
B5判  96頁［NDC596］
ISBN978-4-416-62124-0
おうちで本格的なタルトを
作るためのパティシエのノ
ウハウを公開します。バリ
エーションは焼き込みタル
ト、レアタルトなど全42品。

モンブランの
発想と組み立て
山本次夫・藤生義治 他 著
定価：本体3,400円+税
B5判  208頁 ［NDC596］
ISBN978-4-416-52120-5
名店が作る「モンブラン」の、
ベースとなるマロンクリーム
や、組み立てについてレシピ
を紹介します。

フランス伝統料理
と地方菓子の事典
大森由紀子 著
定価：本体7,000円+税
B5変型判  352頁 ［NDC596］
ISBN978-4-416-52107-6
フランス全地方における伝
統料理と菓子の特徴・作り方、
その背景となる歴史、食材、
ワイン、チーズの知識をまと
めた類をみない決定版です。

ノンアルコール
ドリンクの発想
と組み立て
安藤 裕 著
定価：本体3,200円+税
B5変型判  208頁［NDC596］
ISBN978-4-416-52195-3
世界的な流れとなっているノ
ンアルコールドリンクを、定
義や背景、モクテルのレシピ
についてまとめた一冊です。

英国式
アフタヌーンティー
の世界
藤枝理子 著
定価：本体1,800円+税
A5判  160頁［NDC596］
ISBN978-4-416-62013-7
歴史、紅茶、スコーン、銀器、
英国式マナー、テーブルコー
ディネートのすべてがわかり
ます。

新版 THE 
COFFEE BOOK
アネット･モルドヴァ・ 
丸山健太郎 著
定価：本体2,800円+税
A4変型判  224頁［NDC596］
ISBN978-4-416-62075-5
世界中の生産国情報から焙煎、
抽出、70のアレンジレシピま
で。スペシャルティコーヒーの
本格的な知識が身につきます。

定価：本体1,400円+税
A5判  96頁［NDC594］　ISBN978-4-416-62117-2
7ステッチだけでつくれる！子どもたちが大好きなサイレ
ンカー、街ではたらく車、工事車両の刺しゅう図案集です。

はたらく
車の
刺しゅう
ささきみえこ 著

カンタ刺繍 
そのモチーフと
技法
望月真理 著
定価：本体4,500円+税
B5変型判  192頁  ［NDC594］
ISBN978-4-416-52205-9
9 5 歳 現 役 のカンタ刺 繍 作
家、望月真理の作品＆インド
現地の貴重なヴィンテージ・
コレクション集です。

野の花の
小さなてまり
とアクセサリー
寺島綾子 著
定価：本体1,500円+税
B5変型判  96頁［NDC594］
ISBN978-4-416-62072-4
身近に咲く美しい野の花をテ
ーマに直径2.5センチほどの
小さなてまりを制作。アクセサ
リーの作り方も掲載します。

新刊

新刊 新刊

新刊
新刊

新刊
新刊

新刊 新刊

新刊

新刊 新刊

新刊
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オートクチュールの
ビーズ刺繍
杉浦今日子 著
定価：本体2,200円+税
B5変型判  128頁 ［NDC594］
ISBN978-4-416-52184-7
図案を刺す楽しさだけでな
く、自分でデザインを応用す
るヒントも。ビーズ刺繍の無
限の可能性を感じられる一
冊です。

昆虫の模様
切り紙
吉浦亮子 著
定価：本体1,600円+税
B5変型判  144頁 ［NDC754.9］
ISBN978-4-416-51656-0
世界中の虫たちが繊細
で、華麗なデザインの作
品になって登場。虫達の
姿かたちも作りながら
理解できます。

ドライフラワー
デザイン図鑑２００
フローリスト編集部 編
定価：本体2,200円+税
A5判  256頁 ［NDC793］
ISBN978-4-416-52219-6
お花屋さんやフラワーデザ
イナーが制作したスワッグ
やリースなど、ドライフラワ
ーの作例200点と作り方を
解説した保存版です。

蘭花百姿
東京大学植物画
コレクションより
東京大学総合研究博物館 編
定価：本体3,600円+税
A4変型判  208頁 ［NDC472］
ISBN978-4-416-52261-5
初公開の図版を多数収録。
蘭の多様な博物誌を、東京
大学総合研究博物館が収
集した植物画や植物標本
でたどります。

12か月の
ねこ切り絵
高木 亮 著
定価：本体1,500円+税
B5変型判  144頁 ［NDC754.9］
ISBN978-4-416-61863-9
ねこに特化した切り絵の
本に第2弾が登場。いたず
らをしていてもどこか憎め
ないねこの姿を1年中楽し
むことができる書籍です。

花と器の
素敵な合わせ方
小川典子 著
定価：本体1,600円+税
A5判  144頁 ［NDC793］
ISBN978-4-416-52265-3
おうち時間の充実や「花のあ
る暮らし」をはじめたい方必
見！四季折々の花を、お気に
入りの器や身近な雑貨に素
敵に飾る方法がわかります。

図解でよくわかる 
品種･育種の
きほん
西尾 剛 著
定価：本体1,800円+税
A5判  160頁 ［NDC610］
ISBN978-4-416-52267-7
世界に誇れる日本の品種か
ら、遺伝子組み換え、ゲノム
編集技術まで。育種・品種の
最新情報がわかります。

しめ飾り 
造形とその技法
ことほき 鈴木安一郎・ 
 安藤健浩 著
定価：本体3,200円+税
B5変型判  160頁 ［NDC385］
ISBN978-4-416-51968-4
クリエイター2人の著者に
よる、しめ飾りの美しい造
形と技法を、丁寧な解説と
もに紹介します。

六つ目編みで作る
クラフトバンドの
バッグとかご
松田裕美 著
定価：本体1,300円+税
B5判  128頁 ［NDC754］
ISBN978-4-416-52215-8
六角形の模様が上品な「六つ
目編み」という技法を用いた、
クラフトバンドのバッグとか
ごの作り方をご紹介します。

雪の模様切り紙

吉浦亮子 著
定価：本体1,600円+税
AB判  144頁 ［NDC754.9］
ISBN978-4-416-30926-1
美しい雪の結晶の模様
をテーマにした切り紙
を100作品収録した、実
用本です。それぞれの作
品の型紙付き。

染めの花
フラワーデザイン図鑑
前田有紀 著
定価：本体2,500円+税
B5判  192頁 ［NDC793］
ISBN978-4-416-52207-3
フラワーアーティスト前田有
紀さんによる「染めの花」の
カラーバリエーション、基礎
知識、作例をまとめた美しく
個性的な花図鑑です。

自生地の
多肉植物
小林 浩 著
定価：本体4,800円+税
B5判  256頁 ［NDC471］
ISBN978-4-416-62114-1
ダイナミックかつ美しい多肉
植物の自生地での写真800
点近くを掲載。造形美、自生
地の環境、種の特徴などを
伝えます。

草木染め大全

箕輪直子 著
定価：本体2,800円+税
B5判  240頁 ［NDC753.8］
ISBN978-4-416-81027-9
染料植物270余種の染色の
色見本と、煮染め、藍染めな
どの染色技法をまとめた草
木染の決定版です。

増補改訂 
ハワイアンキルト 
パターンとステッチの魅力
藤原小百合アン 著
定価：本体3,000円+税
B5変型判  224頁 ［NDC594］
ISBN978-4-416-52156-4
ハワイアンキルトの歴史や
伝統の柄、由来を紹介し、初
心者でもわかる基本的な作
り方も紹介した一冊です。

ブルガリア刺繍

山美イレン 著
定価：本体2,000円+税
B5変型判  128頁 ［NDC594］
ISBN978-4-416-52144-1
クロスステッチを中心とし
た、再現性の高いカウント刺
繍で構成された図案をふん
だんに収録しました。

季節の言葉を
表現する
フラワーデザイン
新井光史 著
定価：本体2,200円+税
B5判  144頁［NDC793］
ISBN978-4-416-62149-3
日本を代表するフラワーデザ
イナーが「季節の言葉」をテー
マに花束とアレンジメントを
制作。プロセスも解説します。

美しい
押し花図譜
梶谷奈允子 著
定価：本体2,500円+税
B5判  192頁［NDC793］
ISBN978-4-416-52231-8
季節の花を押し花にして1種
類ずつ紹介する写真集のよ
うな新しい押し花図鑑。作り
方や額装の仕方、活用方法
なども解説します。

らくらくメンテで
長く楽しむ
苔テラリウム
大野好弘 著
定価：本体1,600円+税
B5判  144頁 ［NDC627］
ISBN978-4-416-62100-4
苔テラリウムの作り方、メン
テナンス、そして、暮らしの
なかにとけこむインテリアと
しての作例を紹介します。

新刊 新刊
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新版・原色 
木材大事典200種
村山忠親・村山元春 著
定価：本体4,000円+税
B5判  272頁 ［NDC583］
ISBN978-4-416-62016-8
日本で手に入る200種の木
材の木肌や加工品の写真を
交え、各樹種の特徴や基礎
知識を網羅した決定版です。

日本水引

長浦ちえ 著
定価：本体2,400円+税
A5判  224頁 ［NDC594］
ISBN978-4-416-52051-2
水引は古来より封印や魔除
け、贈答の装飾として日本人
の生活に根差してきた。水引
の文化と歴史、結びの意味
を紐解く一冊です。

OKUDAIRA BASE 
自分を楽しむ衣食住

奥平眞司 著
定価：本体1,400円+税
A5判  128頁 ［NDC597］
ISBN978-4-416-62001-4
大 人 気「 暮 らし 系 」Y o u 
Tuber、「OKUDAIRA BASE」
が提案する、あたらしい暮ら
しのヒント集です。

シャーロック･
ホームズ語辞典
北原尚彦 著   えのころ工房 絵
定価：本体1,600円+税
A5判  192頁 ［NDC934］
ISBN978-4-416-51969-1
ドイルの正典から、ドラマ、
アニメ、マンガまで、ホーム
ズ案件をイラストであまねく
紹介。軽めのファンからシャ
ーロッキアンまで。

イームズを
読み解く
寺原芳彦 著
定価：本体4,000円+税
B5判  248頁 ［NDC754］
ISBN978-4-416-52227-1
世界的デザイナーであるイ
ームズ夫妻の発想やデザイ
ンコンセプトを、掲載した55
枚の図面（椅子、テーブル）
などから読み解く本です。

金継ぎの
技法書
工藤かおる 著
定価：本体2,700円+税
B5変型判  208頁 ［NDC751］
ISBN978-4-416-62108-0
金継ぎの応用的な様々な技
法を網羅した決定版。色漆
や金属粉の活用など器の素
材や破損状況に応じた修復
テクニックが満載です。

包丁と砥石大全
一般社団法人 日本研ぎ文
化振興協会 監修
定価：本体3,200円+税
B5判  160頁 ［NDC581］
ISBN978-4-416-71406-5
包丁と砥石の種類と研ぎ方
を解説した実践的な本。研ぎ
の基礎知識から、修理、保管、
鍛冶の技術や天然砥石の採
掘までを紹介しています。

全国
厄除け郷土玩具
中村浩訳 著
定価：本体1,800円+税
四六判  192頁 ［NDC759］
ISBN978-4-416-62063-2
コロナ禍、水害、地震と厄除
け祈願が高まる現代。古来
から伝わる厄除け郷土玩具
を170以上収録。入手先か
らご利益まで紹介します。

マンガでわかる
楽しい草取り
西尾 剛 著 
坂木浩子 絵
定価：本体1,600円+税
A5判  208頁 ［NDC470］
ISBN978-4-416-52190-8
具体的な雑草のお悩みに対
して、ひとつ ず つ 答えな が
ら、管理方法を紹介します。

デッドスペース
ＤＩＹ
石井麻紀子 著
定価：本体1,700円+税
B5判  144頁［NDC597］
ISBN978-4-416-52243-1
我が家のこの隙間、この幅に
合わせた収納や机を作って
みたい人必見。自分の家に
ぴったり合わせた「ちょい足
し」DIYを解説します。

木版画 
伝統技法とその意匠
竹中健司・米原有二 著
定価：本体4,000円+税
B5変型判  224頁［NDC733］
ISBN978-4-416-62152-3
出版・印刷の歴史である「木
版印刷」。京都の老舗工房に
よる技法と歴史的な図版を
用いて丁寧に解説した「木
版画」の決定書です。

やきものの
科学
樋口わかな 著
定価：本体3,500円+税
B5判  240頁 ［NDC751］
ISBN978-4-416-52161-8
化学的なアプローチで「やき
もの」を説明した、画期的な
一冊。現代の作陶ニーズに
応えます。

実践 
包丁研ぎの
技法
藤原将志 著
定価：本体3,500円+税
B5判  160頁［NDC581］
ISBN978-4-416-52194-6
包丁を鋼材、砥石、食材の違
いなどから様々に研究し“切
れ味”について追求した研ぎ
の技術を紹介した一冊です。

実践 木工機械の
活用と技法
手柴正範 著
定価：本体3,600円+税
B5判  160頁 ［NDC583.8］
ISBN978-4-416-52112-0
設置型の木工機械と手持ち
型の木工用電動工具の使い
方などのノウハウを、木工の
プロが詳細に解説します。

トウシューズ
のすべて
富永明子 著
定価：本体2,200円+税
B5変型判  160頁［NDC769］
ISBN978-4-416-62107-3

『バレエ語辞典』の著者が、
踊る人、作る人、指導する人
などにトウシューズについて
の取材を重ね、その魅力に
迫ります。

キャンプで淹れる
おいしい珈琲
小林キユウ 著
定価：本体1,500円+税
A5判  144頁［NDC786］
ISBN978-4-416-52218-9
アウトドアならではのコーヒ
ーの楽しみ方を美しい写真
とともに紹介。手軽なインス
タントから本格的な自家焙
煎まで解説します。

健康管理する人が
必ず知っておきたい 
栄養学の〇と× 改訂版
古畑 公・木村康一 他 著
定価：本体1,800円+税
A5判  256頁 ［NDC596］
ISBN978-4-416-52198-4
毎日の健康管理はもちろん、時
間栄養学やブレインフード、
SDGsでの食品ロス削減への考
え方など、幅広く紹介します。

韓ドラ語辞典
高山和佳 著 
新家史子 絵
定価：本体1,600円+税
A5判  192頁 ［NDC778.8］
ISBN978-4-416-52187-8
韓ドラを追い続けている著
者が贈る、ディープに楽しむ
韓ドラ副読本。懐かしの名作
から最近の話題作まで網羅
しています。

新刊 新刊
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よむかたち
デジタルとフィジカルをつな
ぐメディアデザインの実践
永原康史 著
定価：本体3,800円+税
B5変判  256頁 ［NDC727］
ISBN978-4-416-52262-2
情報を「よむ」ためのメディ
アとその「かたち」を探究し
続けたデザイナーの実践的
作品集です。

パーフェクトマスター
デッサン 人物ポーズ 編
国政一真 著
定価：本体1,800円+税
AB判  160頁 ［NDC727］
ISBN978-4-416-81017-0
一般的な写実的鉛筆デッサ
ンを軸として様々な人体ポ
ーズの描き方。多岐にわた
る画材や表現方法も紹介し
ます。

シマリス
完全飼育
大野瑞絵 著 
三輪恭嗣 監修
定価：本体2,800円+税
A5判  240頁 ［NDC489］
ISBN978-4-416-52221-9
野性味も魅力のシマリスと
うまくコミュニケーションを
とる方法とよりよい飼育環境
を整える方法を解説します。

大相撲語辞典
福家聡子 著
木村銀治郎 監修
定価：本体1,500円+税
A5判  200頁 ［NDC788］
ISBN978-4-416-51826-7
観戦歴20年以上の著者によ
る絵辞典。決まり手全82手を
はじめ、歴史や雑学、道具な
ど、観戦のコツをたっぷりの
イラストで紹介。

てぶ～くろ

ガタロー☆マン 作
定価：本体1,200円+税
AB変型判  58頁 ［NDC913］
ISBN978-4-416-52252-3
ギャグマンガ家・漫☆画
太郎が「ガタロー☆マン」
として本気で挑む子ども
向け絵本（笑本）シリー
ズ。第3弾。

動物デッサン
テクニック
岡本泰子 著
定価：本体2,000円+税
B5判  192頁 ［NDC727］
ISBN978-4-416-61885-1
博物館の論文や図鑑などの
復元画イラストを手がける筆
者が教える、骨格とプロポーシ
ョンの捉え方を徹底解説した
動物デッサンの決定版です。

最新 くわしい犬の
病気大図典
小方宗次 著
定価：本体4,400円+税
A4変型判  176頁 ［NDC645.6］
ISBN978-4-416-70912-2
犬の体の構造や、各部器官
の病気の症状、診断・治療
法、心の病気、問題行動な
ど、さまざまな犬の病気や怪
我について紹介します。

バレエ語辞典
富永明子 著
森 菜穂美 他 監修
定価：本体1,500円+税
A5判  184頁 ［NDC769］
ISBN978-4-416-61795-3
バレエを観ることも踊ること
も大好きなライターが、改め
てバレエの魅力を掘り下げ
るべく、専門家の協力を得な
がらまとめた一冊です。

究極の
ロゴデザイン
デザインノート編集部 編
定価：本体4,000円+税
B5判  352頁 ［NDC727］
ISBN978-4-416-52226-4
精鋭クリエイティブディレク
ター、アートディレクターの
ロゴデザインを一挙公開。企
業やブランドの価値を高め
る戦略が詰まった一冊です。

イラスト解説 
猫のしぐさ解読手帖
加藤由子 著 
井本史夫 監修
定価：本体1,600円+税
A5判  160頁 ［NDC644］
ISBN978-4-416-52248-6
クールな猫も「しぐさ」に病気や
本音が見え隠れ。飼い主が心
配する「うちの猫、なんか変」を
しぐさに注目して解決します。

最新 くわしい猫の
病気大図典
小方宗次 著
定価：本体4,400円+税
A4変型判  176頁 ［NDC649］
ISBN978-4-416-70913-9
猫の体の構造や、各部器官
の病気の症状、診断・治療
法、心の病気、問題行動な
ど、さまざまな猫の病気や怪
我について紹介します。

ももたろう

ガタロー☆マン 作
定価：本体1,200円+税
AB変型判  40頁 ［NDC913］
ISBN978-4-416-62060-1
マンガ家デビュー30周年を
迎えた漫☆画太郎が本気で
描く、子ども向け絵本（笑本）
シリーズ。第1弾。

おおきなかぶ～

ガタロー☆マン 作
定価：本体1,200円+税
AB変型判  52頁 ［NDC913］
ISBN978-4-416-62115-8

「笑本」シリーズ第2弾！可愛
らしいキャラクターたちが繰
り広げるドタバタをお楽しみ
ください。

デザイン
配色解剖
桜井輝子 監修 
デザインノート編集部 編
定価：本体3,900円+税
B5判  352頁［NDC727］
ISBN978-4-416-62125-7
第一線で活躍するデザイナ
ーの使用色、カラースキー
ム、テクニックや思考を350
点以上の実例とともに一挙
に公開します。

ささる
アイディア。
松永光弘 著
定価：本体1,600円+税
四六判  256頁［NDC674］
ISBN978-4-416-52178-6
時代が変われば、アイディア
の考えかたも変わる。いま注
目のトップクリエイター15人
が語る「アイディアのつくり
かた」を紹介します。

マンガでわかる
「西洋絵画」の見かた

池上英洋 監修 
まつおかたかこ 絵
定価：本体1,600円+税
A5判  224頁 ［NDC723］
ISBN978-4-416-51612-6
中世~近代を中心に、西洋絵
画美術史や作品の見方、美
術展をもっと楽しむ方法を
解説します。

猫がよろこぶ
快適な部屋づくり
加藤由子・Room Clip 監修
定価：本体1,500円+税
A5判  144頁［NDC645.9］
ISBN978-4-416-52229-5
これから猫を迎えたい人や、
いま現在猫と暮らしている
人必見！猫と人とが心地よく
たのしく暮らすための部屋
づくりの教科書です。

はじめての
犬ごはんの
教科書
俵森朋子 著
定価：本体1,500円+税
B5変型判  128頁［NDC645］
ISBN978-4-416-62139-4
手づくり、フード、おやつ…
犬ごはんの基本的な知識
と手づくりレシピを多数紹
介します。

新刊
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年代で見る 
日本の地質と地形
高木秀雄 著
定価：本体2,200円+税
A5判  192頁 ［NDC455］
ISBN978-4-416-51703-1
世界でも有数の地質、地形
が見られる日本列島。その5
億年の生い立ちを地質年代
の順に沿って、興味深い写真
とともに解説します。

藤井旭の星座をさがそう
藤井 旭 著
定価：本体3,600円＋税
A4判  112頁 ［NDC440］　
ISBN978-4-416-52146-5
特別堅牢製本
大判サイズで見やすい星座
観察ガイドブック。星座写真
や図版、美しい星座絵が描か
れた古星図を交え、春夏秋冬
の星空の様子を紹介します。

スピーカー技術
の100年Ⅳ 新素材と
新技術による音質の追求
佐伯多門 著
定価：本体4,400円+税
B5判  368頁 ［NDC547］
ISBN978-4-416-62141-7
内外スピーカーの膨大な資
料を蒐集・整理した研究成果
を書籍化。最先端技術と材料
が投入されたスピーカーの
発展技術史を収録しました。

子育て世代のための
快適移住マニュアル
金丸知弘 著
定価：本体1,600円+税
四六判  224頁 ［NDC591］
ISBN978-4-416-52210-3
働き方を変えたい、田舎暮ら
しをしたい子育て世代へ向
けて、東京から和歌山県へ
移住した著者が、失敗しない
移住方法をお伝えします。

コンパニオンバード
の病気百科
小嶋篤史 著
定価：本体3,200円+税
A5判  256頁 ［NDC488］
ISBN978-4-416-71027-2
インコ・オウムの飼育者、ブン
チョウ、セキセイ、オカメ等の
小型鳥の飼育者も含め、獣医
学生、動物看護師、看護学校
生の方々等にお薦めします。

新版 ウミウシ

加藤昌一・小野篤司 著
定価：本体5,000円+税
A5判  592頁 ［NDC483］
ISBN978-4-416-51931-8
日本で見られる1260種のウ
ミウシを最新の分類で紹介
します。ひと目でわかるイラ
スト解説付き。

増補改訂版 地層の見方が
わかるフィールド図鑑
青木正博・目代邦康 著
定価：本体2,200円+税
A5判  240頁 ［NDC455］
ISBN978-4-416-61782-3
実際にフィールドで見ること
のできる地形や地層などを
紹介し、地球の成り立ちや活
動を読み解きます。最近話題
のジオパークの解説も充実。

星座の起源

近藤二郎 著
定価：本体3,000円+税
A5判  400頁 ［NDC440］
ISBN978-4-416-52159-5

「星座神話」はどのようにして
生まれたのか？－その起源
となる古代エジプト、メソポ
タミアの星座を紹介した星
座と神話の決定版書籍です。

星を楽しむ
天体観測のきほん
大野裕明・榎本 司 著
定価：本体1,800円+税
A5判  144頁 ［NDC440］
ISBN978-4-416-61951-3
天体観測を始める上で知っ
ておきたい天体現象のしく
みや観測に必要な道具、観
測手順、上手に観測するた
めのポイントを解説します。

君にもできる 
刃物犯罪対処マニュアル
ＳＯＵ・二見 龍 著
定価：本体1,700円+税
B6判  208頁 ［NDC391］
ISBN978-4-416-52209-7
刃物犯罪の対処法を徹底紹
介。民間人がこのような刃物
犯罪から身を守る方法を、元
特殊部隊隊員と元陸上自衛
隊幹部が紹介します。

チンチラ完全飼育

鈴木理恵 著
定価：本体2,400円+税
A5判  176頁 ［NDC489］
ISBN978-4-416-71649-6
かわいい姿とふわふわの手
触りで人気のげっ歯目、チン
チラ。基本的な飼育方法から
コミュニケーション、健康管
理まで網羅しています。

天文年鑑 
2022年版
天文年鑑編集委員会 編
定価：本体1,200円+税
B6判  384頁 ［NDC440］
ISBN978-4-416-62140-0
2022年に起こる天文現象の
予 報と解 説 、2 0 2 0 年 夏 ～
2021年夏に起きた現象の観
測結果をまとめた、天文ファ
ン必携のデータ集です。

星を楽しむ 
星座の見つけかた
大野裕明・榎本 司 著
定価：本体1,800円+税
A5判  144頁 ［NDC440］
ISBN978-4-416-61950-6
夜空に輝く星々の中から見
たい星座を見つけるコツを
徹底解説。星の見方や星空
の楽しみ方を、やさしく丁寧
に教えてくれます。

マンガでわかるジャズ
山本加奈子 著 
及川亮子 監修
定価：本体1,600円+税
A5判  224頁 ［NDC762］
ISBN978-4-416-61855-4
ジャズの基本的な知識を、マ
ンガを交えて楽しく解説する
入門書。歴史や特徴、聴き方、
有名ミュージシャン、新しい
潮流などを掲載しています。

日本の
淡水魚図鑑
田口 哲 著・井田 齊 監修
定価：本体2,400円+税
A5変型判  288頁 ［NDC487］
ISBN978-4-416-62116-5
日本で見ることのできる主な
淡水魚220種以上を、淡水魚が
生息する環境で撮影した生態
態写真を元に解説します。

日本の
サンショウウオ
川添宣広 著
定価：本体3,800円+税
B5判  192頁［NDC480］
ISBN978-4-416-62074-8
日本のサンショウウオ全46種

（2021年8月現在）を撮影し
た写真大公開。生息地の観
察情報も貴重です。

日本と世界の
タカラガイ
黒住耐二・武井哲史 著
定価：本体3,800円+税
A5判  272頁［NDC484.6］
ISBN978-4-416-52103-8
日本の近海で見られるタカ
ラガイと世界の海で見られる
タカラガイを合わせて、250
種以上掲載した画期的なタ
カラガイだけの図鑑です。

新版
鉱物分類図鑑
323
青木正博 著
定価：本体3,200円+税
A5判  240頁 ［NDC458］
ISBN978-4-416-52141-0
323の鉱物について、鉱物
学の一般的な分類基準に
沿った形で、すべてをカラ
ー写真で紹介します。
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クリーンブックス・グループ

さらに詳しい情報はは
弊社HPまたはTwitterで！

ほかにもここでは紹介しきれない
新刊、既刊本、話題の本など、お
客様のニーズにお応えする商品
を取り揃えています。詳しくは弊社
ホームページ（「誠文堂」で検索）、
Twitter（＠seibundo_hanbai）をご覧ください。ま
た、その他不明な点がございましたら、弊社営業部
TEL03-5800-5780までお問合せください。

全文完全対照版 
論語コンプリート
野中根太郎 著
定価：本体1,800円+税
四六判  430頁 ［NDC122］
ISBN978-4-416-71654-0

「一文超訳」で理解が飛躍的
に向上する！ まったく新しい
アプローチから論語を習得、
人生に活かすための現代の
完全版です。

人が集まる！
求人票実例集
160職種
五十川将史 著
定価：本体2,700円+税
A5判  376頁 ［NDC335］
ISBN978-4-416-52083-3
これまでになかった、ハロー
ワークでも、どの求人媒体で
もアレンジして使える求人票
実例集です。

泌尿器科医ママが
伝えたい
おちんちんの教科書
岡田百合香 著
定価：本体1,600円+税
四六判  192頁 ［NDC599］
ISBN978-4-416-52257-8
男の子を持つ親のための「おち
んちん」入門書です。毎日の正し
いお手入れから性教育まで、人
に聞きづらいことを総まとめ。

友だちってなんだろう？
齋藤  孝 著
定価：本体1,300円＋税
B6変型判　224頁 ［NDC370］
ISBN978-4-416-52092-5
本当に人付き合いに自信を
つけるために「気の合う友だ
ちをつくる」力、「気の合わな
い相手ともうまくつきあう」
力、「ひとりを楽しめる」力、
を齋藤孝先生が伝授します。

図解 心理学用語大全
田中正人 編著 
齊藤 勇 監修
定価：本体1,800円+税
A5変判  304頁 ［NDC140］
ISBN978-4-416-52037-6

「深い」そして「つながる」！　
人の心理にかかわる小難し
い理論もすっと理解できる、
ビジュアルメインの図解用
語辞典です。

マンガでわかる
介護職のための
アンガーマネジメント
安藤俊介 著
定価：本体1,800円+税
A5判  224頁 ［NDC490］
ISBN978-4-416-61943-8
現場でよくある事例をマン
ガにし、解決策をアンガーマ
ネジメントの理論に基づい
てやさしく解説します。

マンガでわかる
介護職のため
のコーチング
三田村 薫 著   吉田 美紀子 マンガ
定価：本体1,800円+税
A5判  224頁［NDC490］
ISBN978-4-416-52129-8
介護リーダーが抱える新人・
後輩指導にまつわる悩みを事
例マンガで紹介します。コー
チング技術による解決策も。

父子で考えた
「自分の道」の
見つけ方
野口絵子・野口 健 著
定価：本体1,500円+税
B6変型判  296頁［NDC914］
ISBN978-4-416-52197-7　
進学、就職、生き方……。人
生は岐路の連続。進む道を
考えるきっかけになる一冊
です。

落語流 教えない
授業のつくりかた
立川談慶・玉置 崇 著
定価：本体1,800円+税
A5判  192頁［NDC370］
ISBN978-4-416-52217-2
師匠が弟子を一人前に育て
る落語の師弟関係をヒント
に、落語家と教育者2人の視
点から「教えない授業」の重
要性と具体例を紹介します。

10代のための疲れた
心がラクになる本
長沼睦雄 著
定価：本体1,300円+税
B6変型判  232頁 ［NDC140］
ISBN978-4-416-51938-7

「敏感気質（HSP/HSC）」の第
一人者でもある児童精神科
医・長沼睦雄医師が教える、10
代の心のケアを紹介します。

千年の読書

三砂慶明 著
定価：本体1,800円+税
四六判  304頁 ［NDC914］
ISBN978-4-416-52208-0
現役書店員が教える、本を
通じた世界の見方、そして

「人生を変える一冊」に巡り
合うヒントを紹介します。
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