2・3学期

クリーンブックス・グループ

2021
学校図 書 館
公共図書館のための

図書カタログ

最新!
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

話
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最新刊

わくわく手芸部セット【全3巻】
セット定価：本体9,000円＋税
A4変判

28×22cm

各48ページ［NDC594］

ISBN978-4-416-92201-9

「布で作ろう」は、家庭科で習うバッグやエプ

小高～高校向

ロンを はじめ 小 物 作りの 工 夫 などを 紹 介 。

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

1

はじめて作る手芸の本！
「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。

最新刊

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変判

24×19cm

季節ごとに見える星や星座を
やさしく解説

各80ページ［NDC440］

ISBN978-4-416-92200-2

小中～高校向

この本を夜空にかざして星の並びを観察する

星空教室

春の星座

藤井

旭

著

うちに、次第に星座の形がわかるようになる

星空教室

夏の星座

藤井

旭

著

す。オールカラーで写真と図版を大きく掲載。

星空教室

秋の星座

藤井

旭

著

星空教室

冬の星座

藤井

旭

著

ので、星座を見つけるのが楽しみになる本で
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。

各巻 定価：本体2,500円＋税
特別堅牢製本
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最新刊
本当の
「心の強さ」
って
なんだろう？
齋藤 孝 著

がっかり妖怪大図鑑
村上健司 著

定価：本体1,300円＋税

定価：本体1,200円＋税

ISBN978-4-416-52105-2

ISBN978-4-416-52196-0

B6変判 240ページ［NDC370］

B6判 192ページ［NDC388］

小高～一般向

小高～高校向

「折れないメンタル」は
一生を支える武器になる

妖怪たちの情けない
エピソードや特徴を紹介

メンタルの強さとは、生まれもっ

古くから語り継がれてきた妖怪

た資質ではなく、自分で身につ

たちの「弱いところ」
「人間臭い

けていく
「力」です。
この本では、

ところ」
「ダメなところ」を楽しく

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。

日本と世界のタカラガイ
黒住耐二 著

学べる。イラストと解説で1～2
ページで1体を紹介する図鑑形
式。

絶滅生物の折り紙
川畑文昭 著

定価：本体3,800円＋税

定価：本体2,200円＋税

250種以上掲載した
タカラガイだけの専門図鑑

魅力の絶滅生物が、
一枚の紙でよみがえる！

A5判 272ページ［NDC484.6］
ISBN978-4-416-52103-8
中学～一般向

B5判 192ページ［NDC754.9］
ISBN978-4-416-52163-2
小高～一般向

タカラガイならではの光沢、紋
様、造形描写に迫った写真、そし
て識 別 点 や 生 息 域 などの 基 本
情報に加え、和名の由来なども
紹介。

鶴のおりがみ
布施知子 著

定価：本体1,800円＋税

B5判 128ページ［NDC754.9］
ISBN978-4-416-52160-1
小高～一般向

一風変わった鶴の折り紙集

服 を 着 たような 鶴 、リース、蓮
鶴、箸袋、包み、ユニットおりが
みなど折り鶴を使った作品45点
を紹介。
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マンモス、スミロドン（サーベル
タイガー）、オオツノジカ、
ドード
ー、カリコテリウムなど、今は亡
き人気の絶滅生物たちを折り紙
で再現。
『超造形折り紙』
『恐竜と
古生物の折り紙』の姉妹編。

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
B5判 384ページ［NDC480］
ISBN978-4-416-52162-5
中学～高校向

豊富な写真と共に種別ごと
に解説した図鑑

ナミヘビの 種 の 写 真 だ けで な
く、コーンスネークなどの品種が
豊かな種はカラーもふんだんに
掲載。進化や特徴・飼育・繁殖と
いった関連情報に加えて現在確
認されているこの仲間の全種リ
ストも巻末に収録。

最新刊
自然の一生図鑑

国立科学博物館顧問 林 良博 監修

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 画

定価：本体2,700円＋税

定価：本体1,600円＋税

ISBN978-4-416-62119-6

ISBN978-4-416-52115-1

A4変判 144ページ［NDC400］

Ａ５判 160ページ［NDC201］

小中～高校向

小高～一般向

生命のライフサイクルを
知って地球環境を学ぶ

魅力満点の古墳時代に
迫る入門書

美しいイラストで、宇宙や動植

知っているようで知らなかった

物、さらにはヒトの一生をたど

古墳時代とその時代人の生活に

る！始まりと終わり、そしてその

スポットをあて、豊富なイラスト

流れがわかる図鑑です。身の周
りのライフサイクルを読み解け
ば、地球環境がいかにバランス
が取れた仕組みかわかります。

神社語辞典

本村のり子 著、小野善一郎 監修

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!

卓球語辞典

伊藤条太 著、掛丸 翔 画

定価：本体1,600円＋税

定価：本体1,600円＋税

神社、神道にまつわる
ワード600語を収録！

卓球に関するあれこれを
紹介したエンタメ読み物

A5判 208ページ［NDC170］
ISBN978-4-416-52121-2
中学～一般向

A5判 208ページ［NDC783］
ISBN978-4-416-52164-9
中学～一般向

七五三やお正月のおせち料理
など、身近にある神道由来のも
のは実はたくさん存在していま
す。本書は神社や日本の神様な
ど、神道全般にまつわるさまざ
まな知識を、かわいいイラスト
を交えて解説しています。

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
A5判 224ページ［NDC753］
ISBN978-4-416-52116-8
中学～一般向

「着物」にまつわる
知識雑学を解説

着 付 けや マナーなどの 基 本 知
識から、伝統文化としての歴史
や風俗、文化などの雑学をイラ
スト付きで細やかに解説。

誰でも気軽に楽しめる卓球につ
いて、選手はもちろん、今では禁
止になっているワザや、用具の
変遷など、豊富なイラストととも
に50音順で紹介。

全文完全対照版
孟子コンプリート
野中根太郎 著

定価：本体4,000円＋税

四六判 632ページ［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。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
飛躍的に向上する。
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2021年新刊

こども手に職図鑑【全1巻】
セット定価：本体2,600円＋税
B5変判

26×19cm

240 ページ［NDC366］

ISBN978-4-416-62009-0

小中〜一般向

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

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。

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変判 24×19cm 各80ページ［NDC465,472 他］
ISBN978-4-416-92104-3

各巻定価：本体2,500円＋税

小低〜中学向

特別堅牢製本

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

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。
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2021年新刊

読んでためになる雑学「語」辞典2021セット



セット定価：本体9,600円＋税
A5 判

平均200 ページ［NDC914,783 他］

ISBN978-4-416-92102-9

各巻定価：本体1,600 円＋税

【全6巻】

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

見坊行徳・稲川智樹／著
辞典語辞典
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／著

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。

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 ページ［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。
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2021年新刊
図解
心理学用語大全
田中正人 著、齊藤 勇 監修

文豪の死に様
門賀美央子 著

定価：本体1,800円＋税

定価：本体1,500円＋税

ISBN978-4-416-52037-6

ISBN978-4-416-51949-3

A5変判 304頁［NDC140］

四六判 312頁［NDC914］

中学～一般向

中学～一般向

「死」
を起点に、文豪たちの
生き様をプロファイリング。

心理学用語を徹底図解！

人の心理にかかわる小難しい理

文学という手段で人生に取り組

論もすっと理解できる、ビジュア

んだ文豪たちは、どう生き、どん

ルメインの図解用語辞典。約100
人の心理学者と150語以上の用

な最期を迎えたのか。迫りくる死
の影は、作品に何らかの影響を

語を解説。仕事や人間関係など

与えたのか。小説を通して様々な
人生を世に問うてきた文豪たち
の人生を、死という消失点にむか
って遠近法的に見ていく。

で必ず役立つ教養としての心理
学が楽しみながらしっかりと身に
つく1冊。

名画を見上げる

Catherine McCormack 著、池上英洋 監訳

藤井旭の星座をさがそう
藤井 旭 著

定価：本体3,600円＋税

定価：本体3,600円＋税

B5変判 240頁［NDC720］
ISBN978-4-416-52122-9
中学～一般向

A4判 112ページ［NDC440］
特別堅牢製本
ISBN978-4-416-52146-5
小中～一般向

頭上にひろがる壮大な名
画の世界が楽しめる。

大判サイズで見やすい星
座観察ガイドブック

空の神々を崇め、信仰の拠り所
となる宗教施設、地域の文化や
知性を象徴する文化施設、王族
や権力者の財力の象徴として
作られた宮殿などの建築物、市
庁舎など、宗教・文化・権力・政
治の4章立てで約40点収録。

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

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2,700円＋税

定価：本体2,000円＋税

ゲームを作りながらプログ
ラミングを学ぶ！

何も見ずに人物が描ける
ポイントを紹介

B5判 288ページ［NDC547］
ISBN978-4-416-52095-6
小中〜高校向

初 心 者 向 けプログラミング 言
語 の 定 番「S c r a t c h（スクラッ
チ）」でのプログラミングが、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。
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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。

B5判 192ページ［NDC727］
ISBN978-4-416-62037-3
小高～一般向

「何も見ないで人物を描くとき
に、陥りやすい絵が崩壊するポ
イント」の対処法を紹介。制作時
の必携書。

2021年新刊

華やかなくす玉おりがみ
布施知子 著

恐竜と古生物の折り紙
川畑文昭 著

定価：本体1,800円＋税

定価：本体2,200円＋税

ISBN978-4-416-62005-2

ISBN978-4-416-62012-0

B5判 128 ページ［ NDC754.9］

B5判 192 ページ［ NDC754.9］

小高～一般向

小高～一般向

さまざまなパーツや色で組
み上げる美しい球体の数々
を堪能できる！

人気のある恐竜に古生物
を加えた折り図集

アノマロカリスからティラノサウ

本書はユニットおりがみのなか

ルスまで人気の古生物が集結！

でも人気のくす玉作品を34種掲

恐竜15種、古生物13種の折り方
を掲載しています。

載。12枚組、30枚組とパーツの

数やバージョンを変えればさま
ざまな展開が可能。用紙選びで
さらにバリエーションが広がり
ます。

ディスカバリー
生き物・再発見セット【全2巻】

日本の爬虫類・両生類
野外観察図鑑
川添宣広 著

セット定価：
本体9,500円＋税

定価：本体3,200円＋税

B5判 192ページ［NDC482］
ISBN978-4-416-62057-1
小高〜一般向

B5判 平均260ページ
［NDC480 他］
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

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。

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。

世界で一番美しい
野生ネコ図鑑
水口博也、秋山知伸 編著

増補改訂
最新世界の犬種大図鑑
藤田りか子 著

定価：本体2,600円＋税

定価：本体8,000円＋税

野生動物の表情・姿・仕
草に魅了される！

犬の世界はこんなに奥深い！

AB判 160ページ
［NDC480］
ISBN978-4-416-52010-9
小高〜一般向

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。

A4変型判 28×24cm
448 ページ［NDC645.6］
ISBN978-4-416-52158-8
小高〜一般向

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。
そうした犬種の歴史や特徴、犬
種同士の繋がりなどを、犬種図
鑑としては最多の430 種につい
て写 真 入りで 詳 細 に 解 説しま
す。
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ロングセラーセット

授業がもっと好きになる
【全5巻】
たのしいお話365セット

セット定価：本体11,500円＋税
B5変判

25×20cm

平均410ページ［NDC407,410 他］
小低〜中学向

ISBN978-4-416-92101-2

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

セット定価：本体4,500円＋税
A5判

平均165ページ［NDC432］

ISBN978-4-416-92100-5

各巻定価：本体1,500 円＋税

自然史学会連合 監修

うえたに夫婦 著

日本数学教育学会研究部 著

ビーカーくんの
ゆかいな化学実験

うえたに夫婦 著

英語好きな子に育つ
たのしいお話365

ビーカーくんと
すごい先輩たち

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

朝読にもぴったり！10分で読めるお話が満載

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

小高〜一般向

ビーカーくんと
そのなかまたち

算数好きな子に育つ
たのしいお話365

うえたに夫婦 著

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、わかりやす
いだけでなく、正しい知識も身につきます。

理科好きな子に育つ
ふしぎのお話365傑作選【全3巻】

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。

カラダから出るもの
【全2巻】
キャラクター図鑑セット

セット定価：本体3,000 円＋税

セット定価：本体3,200円＋税

生きもののふしぎなお話
～なぜ？どうして？編～

カラダから出る
「カタチのある」
もの
“キャラクター図鑑”

A5判 各160ページ［NDC407］
ISBN978-4-416-91946-0
小低〜中学向
各巻定価：本体1,000 円＋税

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

B5変判 21×19cm 各96 ページ［NDC490］
ISBN978-4-416-92024-4
小低〜中学向
各巻定価：本体1,600 円＋税

藤田紘一郎 監修

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。

子供の科学★ミライクリエイティブ
第Ⅰ期【全2巻】

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

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。

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4,100 円＋税

セット定価：本体4,200円＋税

ジブン専用パソコン

宇宙探査ってどこまで
進んでいる？

B5判 各160ページ［NDC547］
ISBN978-4-416-92017-6
小中〜高校向

RaspberryPiで
プログラミング

タイムマシンって
実現できる？

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、阿部和広 監修
定価：本体2,200円＋税

A5判 各160ページ［NDC445,421,440］
ISBN978-4-416-92016-9
小中〜中学向
各巻定価：本体1,400 円＋税

寺薗淳也 著

阿部和広、塩野祐樹 著
定価：本体1,900円＋税
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ビーカーくんの
【全3巻】
実験教室セット

二間瀬敏史 監修

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。

宇宙の終わりって
どうなるの？
佐藤勝彦 監修

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。

ロングセラーセット

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176ページ［NDC773,777,779］

ISBN978-4-416-92013-8

中学〜一般向

定価：本体1,600 円＋税

A5判

各224ページ［NDC721,723］

ISBN978-4-416-92012-1

中学〜一般向

矢島 新 監修

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
ルーヴル美術館の見かた

マンガでわかる能・狂言編集部 編
定価：本体1,600 円＋税

有地京子 監修

マンガでわかる落語
定価：本体1,500 円＋税

セット定価：本体5,000円＋税

マンガでわかる
「日本絵画」のテーマ

マンガでわかる文楽

マンガでわかる文楽編集部 編

春風亭昇吉 著

マンガで身につく教養セット
2020 世界の芸術【全3巻】

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。

読んでためになる雑学「語」辞典
2020セット【全6巻】

定価：本体1,700 円＋税

世界の芸術をマンガで楽しく学ぼう！

マンガでわかる
オルセー美術館の見かた

「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。

有地京子 監修

定価：本体1,700 円＋税

世界の伝承あやとり 第Ⅱ期
【全2巻】

セット定価：本体9,600円＋税

セット定価：本体3,200円＋税

ラグビー語辞典

斉藤健仁 著

極北圏のあやとり

すし語辞典

新庄綾子 著

談志語辞典

立川談慶 著

アジア・アフリカ・
ヨーロッパのあやとり

シャーロック・
ホームズ語辞典

北原尚彦 著

文房具語辞典

高畑正幸 著

A5判 平均204ページ［NDC596,779 他］
ISBN978-4-416-92014-5
中学〜一般向
各巻定価：本体1,600 円＋税

将棋語辞典

香川愛生 監修

B5変判 21×22cm 各120ページ［NDC798］
ISBN978-4-416-92019-0
小中〜一般向
各巻定価：本体1,600 円＋税
野口とも 著

野口とも 著

イラストと豆知識で子供の「好き」が育つ！

見て・読んで・とって楽しいあやとりの世界。

ラグビーやすし、将棋、落語の名人、推理小
説の名作にまつわる言葉をマニアックに解
説。
どれもクスッと笑えるイラストがちりばめ
られています。一生を豊かにする趣味との
出会いを作ってくれる本です。

世界のお菓子図鑑セット
【全4巻】

伝承あやとりは、世界中で愛される遊びであ
り、地域の身近な自然や文化をかたちに置き換
え、後世に伝える役割も果たしていました。各
地のユニークなあやとりと、それに秘められた
物語を紹介するシリーズの最新刊。

お菓子作りにチャレンジ！
【全6巻】

セット定価：本体10,400円＋税

セット定価：本体8,100円＋税

増補改訂 イギリス菓子図鑑
お菓子の由来と作り方

やさしいバナナのお菓子

A5判 平均256ページ［NDC596］
ISBN978-4-416-92022-0
中学〜一般向

若山曜子 著

羽根則子 著
定価：本体2,700円＋税

信太康代 著

ポルトガル菓子図鑑
お菓子の由来と作り方

ドゥアルテ智子 著
定価：本体2,700円＋税

定価：本体1,400円＋税

あんこのおやつ
森崎繭香 著

森本智子 著
定価：本体2,500円＋税

山本ゆりこ 著
定価：本体2,500円＋税

定価：本体1,300円＋税

魔法の絞り出しクッキー

ドイツ菓子図鑑
お菓子の由来と作り方
フランス伝統菓子図鑑
お菓子の由来と作り方

B5変判 平均93ページ［NDC596］
ISBN978-4-416-92023-7
中学〜一般向

定価：本体1,300円＋税

カスタードのおやつ
森崎繭香 著

世界の伝統的なお菓子とその作り方を紹介。

受け継がれた味わいと、それぞれのお菓子に込
められた物語を知る―。作り方はもちろん、読み
物としても楽しめる、おいしいお菓子を詰め込
んだセットです。

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

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。
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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！
教養として
知っておきたい

新刊

博物館の世界

新刊

おおきな
かぶ～

新刊

ガタロー☆マン 作
定価：本体1,200円+税

ガタロー☆マン 作
定価：本体1,200円+税

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、子ども向け笑本
（えほん）。

「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！

友だちってなんだ
ろう？

10代のための疲れ
た心がラクになる本

OKUDAIRA BASE
自分を楽しむ衣食住

B6変判 224頁［NDC370］
ISBN978-4-416-52092-5

B6変判 232頁［NDC140］
ISBN978-4-416-51938-7

A5判 128頁［NDC597］
ISBN978-4-416-62001-4

栗原祐司 著
定価：本体1,600円+税
四六判 304頁［NDC069］
ISBN978-4-416-62121-9

京都国立博物館の副館長
でもある著者が、教養とし
ての博物館鑑賞術を具体
的にレクチャーする一冊。

齋藤 孝 著
定価：本体1,300円+税

AB変判 40頁［NDC913］
ISBN978-4-416-62060-1

長沼睦雄 著
定価：本体1,300円+税

AB変判 52頁［NDC913］
ISBN978-4-416-62115-8

奥平眞司 著
定価：本体1,400円+税

友だちづきあいに一生困
らない！ 齋藤孝先生が教
える無敵の人間関係術！

友だち関係、勉強、家族、
容姿……ストレスは多い
けれど、大丈夫! 君は変わ
れる!

大 人 気「 暮 ら し 系 」
YouTuberが提案する、あ
たらしい生き方、暮らし方。

ぜんぶわかる
118元素図鑑

海の擬態生物

海の生物の
不思議な生態

B5変判 80頁［NDC430］
ISBN978-4-416-51715-4

B5変判 96頁［NDC480］
ISBN978-4-416-20800-7

子供の科学編集部 編著
定価：本体2,200円+税

海野和夫 監修
伊藤勝敏 著
定価：本体2,200円+税

歴史的大ニュース、日本が
初めて命名権を獲得した
新元素「ニホニウム」まで
詳しく紹介!

コブシメ、ヒラメ、タコ、
ミ
モカサゴなど、海の擬態生
物を豊富な写真で紹介。

統計ってなんの役
に立つの？

なぜか宇宙は
ちょうどいい

涌井良幸 著
子供の科学編集部 編
定価：本体1,200円+税
A5判 160頁［NDC441］
ISBN978-4-416-51817-5

データ社会を賢く生き抜く
ための、データサイエンス
のきほんが身につく1冊。

理科がもっと
おもしろくなる

新刊

Scratchで科学実験
横川耕二 著、横山 正 監修
定価：本体2,000円+税
B5判 160頁［NDC547］
ISBN978-4-416-52030-7

スクラッチを理科の実験
や観察に使うと、もっとわ
くわくおもしろい科学体験
ができます!
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ももたろう

松原隆彦 著
定価：本体1,600円+税
四六判 208頁［NDC440］
ISBN978-4-416-62038-0

宇宙を支配する物理法則
たちに焦点を当て、豊富な
イラストとともに紹介。

新版
新刊
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。

伊藤勝敏 著
定価：本体2,200円+税
B5変判 96頁［NDC430］
ISBN978-4-416-20910-3

共生、寄生、求愛、白化現
象など、海の生物の不思議
な生態を豊富な写真とと
もに紹介。

月のきほん

白尾元理 著
定価：本体1,500円+税
A5判 160頁［NDC440］
ISBN978-4-416-61759-5

月にまつわる疑問につい
て答えながら、基本的な知
識 を や さしくしっかり紹
介。

韓ドラ語辞典 新刊
高山和佳 著
新家史子 画
定価：本体1,600円+税
A5判 192頁［NDC721］
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。

プロ野球語辞典

長谷川 晶一 著
佐野 文二郎 画
定価：本体1,400円+税
A5判 200頁［NDC783］
ISBN978-4-416-51717-8

野球の基礎の基礎から、マ
ニアックなネタまで丁寧に
解説。

マンガでわかる

「西洋絵画」のモチーフ
池上英洋 監修
まつおかたかこ 画
定価：本体1,600円+税
A5判 224頁［NDC723］
ISBN978-4-416-51819-9

テツ語辞典

栗原 景 著、池田邦彦 画
定価：本体1,400円+税
A5判 216頁［NDC686］
ISBN978-4-416-51813-7

車両、線路、施設などの専
門用語ほか、愛好家同士
で通用する造語まで約900
語を収録。

マンガでわかる

「日本絵画」の見かた
矢島 新 監修
唐木みゆ 画
定価：本体1,600円+税
A5判 224頁［NDC721］
ISBN978-4-416-51723-9

西洋絵画に描かれた物語や
名シーン、シンボルやテー
マなどをマンガと作品画像
を交えてわかりやすく紹介。

日本絵画の特徴と魅力を
初心者にもわかりやすく、
マンガで紹介。

長生きする
新刊
鳥の育てかた

デグー、
飼いはじめ
ました！

細川博昭 著
ものゆう 画
定価：本体1,600円+税
A5判 144頁［NDC488］
ISBN978-4-416-52177-9

新刊

大野瑞絵 著
定価：本体1,600円+税
A5判 128頁［NDC645.9］
ISBN978-4-416-52153-3

飼いはじめたときから知っ
ておきたい、体・心のケアと
「バード・ライフ・プランニ
ング」のススメ。

ゆるっとかわいいマンガ
でわかる、デグー初心者に
やさしい飼育書です。

ヒョウモン
新刊
トカゲモドキ
品種図鑑

カメ大図鑑

中川翔太 著、海老沼剛 監修
定価：本体4,500円+税
A5判 400頁［NDC480］
ISBN978-4-416-52142-7

潜頸亜目・曲頸亜目

新刊

中井穂瑞領 著
定価：本体5,500円+税
B5判 288頁［NDC480］
ISBN978-4-416-52201-1

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 画
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、美術展ヲもっと楽しむ
方法を解説。

マンガでわかる

日本の神様

東條 英利 監修
定価：本体1,300円+税
A5判 192頁［NDC170］
ISBN978-4-416-71711-0

祀られている神様に興味
を持っている方だけでな
く、神社めぐりや御朱印め
ぐりを趣味にしている方に
もオススメ。

日本の
淡水魚図鑑

新刊

田口 哲 著、井田 齊 監修
定価：本体2,400円+税
A5変判 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。

新版

名作椅子の
由来図典

新刊

西川栄明 著
定価：本体3,200円+税
B5判 336頁［NDC754］
ISBN978-4-416-52139-7

ヒョウモントカゲモドキの
品種で流通している500〜
600種近くを写真で紹介し
たカラー図鑑。

数多く存在するカメの種
のカラー写真が満載。生態
だけでなく食性や繁殖な
ど飼育に役立つ情報も掲
載。

新版 鉋大全

実践

マンガでわかる

手柴正範 著
定価：本体3,600円+税

西尾 剛 著
坂木浩子 画
定価：本体1,600円+税

大工道具研究会 著
定価：本体3,600円+税
B5判 176頁［NDC583］
ISBN978-4-416-62062-5

この一冊で鉋のことがす
べてわかる決定版の書籍
が、最新の情報も取り入れ
て新版化。

らくらくメンテで 新刊
長く楽しむ

木工機械 新刊
の活用と技法

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。

図解でよくわかる 新刊

苔テラリウム

施設園芸の
きほん

B5判 144頁［NDC627］
ISBN978-4-416-62100-4

A5判 160頁［NDC626.1］
ISBN978-4-416-62112-7

大野好弘 著
定価：本体1,600円+税
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。

中野明正 著
定価：本体1,800円+税
施設園芸において基本と
なる、生産を行う前に身に
つけておくべき知識をわ
かりやすくまとめた1冊。

古代エジプトから現代ま
で、椅子の歴史の流れや
名作椅子の見どころがす
ぐにわかる1冊。

楽しい草取り

新刊

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。

農業用語の
基礎知識

新刊

藤重宣昭 著
定価：本体4,000円+税
A5判 592頁［NDC610］
ISBN978-4-416-52079-6

5つのカテゴリーに分類し
た農業用語を一語ずつ解
説。
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図解でよくわかる

品目・栽培特性を活かす

野口 伸 著
定価：本体1,800円+税

猪股敏郎 著
定価：本体2,700円+税

スマート農業のきほん
A5判 160頁［NDC610］
ISBN978-4-416-52097-0

A5判 320頁［NDC620］
ISBN978-4-416-52091-8

基本的な知識から応用的
な内容までカバーした、農
業分野の岐路に立つ方々
の指標となる1冊。

農業の土作りのバイブル!
品目ごとの施肥管理がわ
かる本。

完全解説
すぐ上達！

新版 人体解剖図

新刊

手と足の描き方

アクアスター 著
定価：本体2,000円+税
B5判 192頁［NDC727］
ISBN978-4-416-52149-6

から学ぶキャラクター
デッサンの描き方

新刊

岩崎こたろう、カネダ工房 著
定価：本体2,300円+税
B5判 240頁［NDC727］
ISBN978-4-416-62109-7

国鉄色車両
ガイドブック

広田尚敬、
坂 正博 著
定価：
本体2,700円+税

B6判 224頁［NDC686］ ISBN978-4-416-62024-3

国鉄時代に活躍した往年の車両を「国鉄色」を切り口
にまとめ直したガイドブック。

描き込み式
新刊
色鉛筆
テクニックブック
河合ひとみ 著
定価：本体1,800円+税
B5変判 160頁［NDC727］
ISBN978-4-416-52193-9

漫画やデジ絵での人体の
手と足の描き方をスピー
ディーな上達をするよう伝
授。

豊富な作例と実践的なテ
クニックで、形がとりづら
い人体ポーズを論理的に
やさしく解説。

素材感をリアルに描き分け
ていくためのコツとテクニ
ックを丁寧に紹介した書。

どうぶつ
新刊
曼荼羅切り絵

ダーニング
刺繍

まんまる織りの 新刊
アクセサリーと
暮らしこもの

ゆまあひmaki 著
定価：本体1,500円+税
ＡＢ判 96頁［NDC754.9］
ISBN978-4-416-52148-9

「丸」をテーマに、かわいい
動物たちをデザインした
切り絵の図案集。

ブルガリア
刺繍

新刊

山美イレン 著
定価：本体2,000円+税
B5変判 128頁［NDC594］
ISBN978-4-416-52144-1

クロスステッチを中心とし
た、カウント刺繍で構成さ
れた図案をふんだんに収
録。

カンタ刺繍
新刊
そのモチーフ
と技法
望月真理 著
定価：本体4,500円+税
B5変判 192頁［NDC594］
ISBN978-4-416-52205-9

95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。

スパイスの
科学大図鑑

新刊

スチュアート・ファリモンド 著
辻静雄料理教育研究所 監修

定価：本体4,500円+税
A4変判 224頁［NDC596］
ISBN978-4-416-52108-3

香りの構成成分から、相性のよ
い他のスパイスや食材、特徴的
なご当地ブレンド、香りを最大
限に引き出す方法などを紹介。
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土壌と施肥

新刊

ミムラトモミ 著
定価：本体1,400円+税
B5変判 96頁［NDC594］
ISBN978-4-416-52185-4

エコで楽しいダーニング
刺繍のテクニックと図案を
紹介。

増補改訂
新刊
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1冊。

のほほん御膳 新刊
こころのたね｡yasuyo 著
定価：本体1,400円+税
A5判 128頁［NDC596］
ISBN978-4-416-52174-8

人気ナチュラルフードコー
ディネーターが華やかで
おいしい御膳の作り方を
紹介。

料理に役立つ

香りと食材の
組み立て方

市村真納 著
定価：本体2,400円+税
B5変判 192頁［NDC596］
ISBN978-4-416-51980-6

香りの専門家が教えてくれ
る、いろいろな食材との組
み合わせ方のヒント集。

蔭山はるみ 著
定価：本体1,500円+税
B5変判 96頁［NDC594］
ISBN978-4-416-52134-2

丸いカタチのアクセサリー
や小物をダンボールやカ
ードなどの手づくり織り機
で作ることができる本。

アヤクーチョ 新刊
刺繍
山森サキ 著
定価：本体1,600円+税
B5変判 96頁［NDC594］
ISBN978-4-416-52102-1

アヤクーチョ刺繍によく使
われる特有のステッチや
モチーフの刺し方を丁寧
に解説。

塩の料理帖

新刊

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。

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変判 96頁［NDC596］
ISBN978-4-416-62032-8

本格派志向な人向けの、
印度カリー子史上最強、
ス
パイスをとことん味わう本
格カレーレシピ。

マンガでわかる

日本料理の
常識

新刊

長島 博 監修、大崎メグミ 画
定価：本体1,600円+税
A5判 192頁［NDC596］
ISBN978-4-416-52086-4

日本の自然・風土や民俗、科学、
歴史の視点で、食文化の原点か
ら日本料理をひもとき、マンガ
やイラストも交えて解説します。

温野菜とパン 新刊
の組み立て方

鮭とごはんの 新刊
組み立て方

パンの
トリセツ

B5変判 192頁［NDC596］
ISBN978-4-416-52089-5

B5判 160頁［NDC596］
ISBN978-4-416-51926-4

佐藤友美子 著
定価：本体2,200円+税

新刊

池田浩明、山本ゆりこ 著
定価：本体1,800円+税

鮭の種類や味の違いから、
食材との組み合わせ方、料
理法までを網羅した決定
版。

種類別に基本情報、製法
の特徴、バリエーション、切
り方、焼き方、おすすめの
食べ方を解説。

生野菜とパンの
組み立て方

果実とパンの
組み立て方

ナガタユイ 著
定価：本体2,200円+税

ナガタユイ 著
定価：本体2,200円+税

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。

軽やかな味わいを主とし
た生野菜を素材に、パン
の楽しみが広がる新しい
パンの本。

「果実」とパンを使ったサ
ンド イッチ、パ ン の 食 べ
方、料理、デザートを幅広
く紹介。

受け継ぎたい
レセピ

栗の
新刊
お菓子づくり

ポリ袋でつくる 新刊
たかこさんの
タルト･パイ･フロランタン

B5変判 192頁［NDC596］
ISBN978-4-416-52157-1

野村絋子 著
定価：本体2,200円+税
A5判 192頁［NDC596］
ISBN978-4-416-71903-9

長年にわたり家族やお客
様に作り続け、喜ばれてき
た定番料理やお菓子のレ
セピを74種掲載。

B5変判 192頁［NDC596］
ISBN978-4-416-52155-7

今井ようこ、
藤沢かえで 著
定価：本体1,600円+税
B5変判 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
ンドケーキ等、旬の栗を堪
能するスイーツレシピ集。

ナガタユイ 著
定価：本体2,200円+税
B5変判 192頁［NDC596］
ISBN978-4-416-52026-0

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。

フランス伝統料理 新刊
と地方菓子の事典

シュークリームの 新刊
発想と組み立て

モンブランの 新刊
発想と組み立て

B5変判 352頁［NDC596］
ISBN978-4-416-52107-6

B5判 208頁［NDC596］
ISBN978-4-416-52119-9

B5判 208頁［NDC596］
ISBN978-4-416-52120-5

大森由紀子 著
定価：本体7,000円+税

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。

イタリア菓子図鑑
お菓子の由来と
作り方
佐藤礼子 著
定価：本体2,500円+税
A5変判 240頁［NDC596］
ISBN978-4-416-52014-7

地方ごとに、107種類のイ
タリアンドルチェのお菓子
の由来とレシピを丁寧に
解説。

藤生義治、山内敦生 他 著
定価：本体3,400円+税

「シュークリーム」の魅力を
徹底解剖。歴史から、作り
方、アレンジまでを徹底解
剖したプロ向けの製菓書。

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。

和素材デザートの
発想と組み立て

ティードリンクの
発想と組み立て

田中真理 著
定価：本体3,000円+税
B5判 240頁［NDC596］
ISBN978-4-416-52009-3

フレンチのレストランデザ
ートに、醤油、ほうじ茶、菊
などの「和素材」を取り入
れた43のレシピを紹介。

食文化・郷土料理 新刊
がわかる

健康管理する人が 新刊
必ず知っておきたい

青木ゆり子 著
定価：本体2,300円+税

古畑 公、木村康一 他 著
定価：本体1,800円+税

世界の国旗弁当
A5判 304頁［NDC596］
ISBN978-4-416-52191-5

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
と郷土料理を学べる一冊。

山本次夫、藤生義治 他 著
定価：本体3,400円+税

栄養学の〇と× 改訂版
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。

片倉康博、
田中美奈子 著
定価：本体2,600円+税
B5変判 208頁［NDC596］
ISBN978-4-416-62019-9

タピオカミルクティーなど
のティードリンクをテーマ
にした発想と組み立てシリ
ーズの1冊。

ガラス
フュージング

新刊

近岡 令 著
定価：本体3,200円+税
B5判 176頁［NDC751.5］
ISBN978-4-416-52005-5

ガラス工芸シリーズの第
一弾。ガラスフュージング
のさまざまな制作過程や
基本技法を学べる1冊。
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パート・ド・
ヴェール

新刊

由水直樹 著
定価：本体3,200円+税
B5判 176頁［NDC751.5］
ISBN978-4-416-52006-2

やきものの
科学

新刊

樋口わかな 著
定価：本体3,500円+税
B5判 240頁［NDC751］
ISBN978-4-416-52161-8

やきもの
文様事典

新刊

陶工房編集部 編
定価：本体2,500円+税
B5変判 168頁［NDC751］
ISBN978-4-416-52138-0

ガラス工芸シリーズの第2
弾。ガラスの粉やかけらを
型に流し込み、電気炉で焼
成して形作る技法を解説。

化学的なアプローチで「や
きもの」を説明した、画期
的な1冊。

粉引の器
その発想と作り方

ビジュアルクリエイターのための

さらに詳しい情報は
弊社HPまたはTwitterで！

川村健一、松岡湧紀 著
定価：本体3,800円+税

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。

陶工房編集部 著
定価：本体2,500円+税
B5変判 168頁［NDC751］
ISBN978-4-416-62007-6

作家ものの器をよく知りた
い人から陶芸趣味の人ま
で必見作り手の思いと技
術に迫る。

映画と演劇

ポスターデザインワーク
の50年
小笠原正勝 著
定価：本体4,000円+税
B5判 320頁［NDC674］
ISBN978-4-416-52031-4

映画ポスターデザインの
第一人者・小笠原正勝氏
の全仕事を網羅。

図解でよくわかる

歯のきほん

柿本和俊、隈部俊二 著
定価：本体1,600円+税
A5判 160頁［NDC497］
ISBN978-4-416-62045-8

歯にまつわる様々な話題
をまとめ、歯の問題の解決
の手掛かりになるようなテ
ーマを解説。

クリーンブックス・グループ

TOUCHDESIGNER
バイブル
B5判 312頁［NDC740］
ISBN978-4-416-61991-9

著者陣の作例を元にふん
だんな制作過程の画像を
元に丁寧に解説。

主に日本のやきものに施
されてきた文様を、その模
様の意味や時代背景など
とあわせて紹介。

着物ヘアメイクの
視点と技法

花街と芸妓・舞妓
の世界

B5変判 160頁［NDC595］
ISBN978-4-416-52061-1

B5判 272頁［NDC770］
ISBN978-4-416-51833-5

鎌田由美子 著
定価：本体2,200円+税

松田有紀子、田中圭子 著
定価：本体6,000円+税

和装ヘアメイクの引き出し
を増やすアイデアとテクニ
ックが詰まった一冊!

全国各地の花街とそこに生
きる芸妓や舞妓、それを支
える職人たちの「いま」を、
さまざまな観点から紹介。

最新版 オーディオ用
オペアンプICデバ
イスのすべて

ブッダが教える
心の仕組み

河合 一 著
定価：本体3,200円+税
A5判 224頁［NDC549］
ISBN978-4-416-62029-8

ハイレゾデジタルオーディ
オ時代の機器設計に必須
の知識を、オペアンプICの
解説を通じて得る1冊。

アルボムッレ・スマナサーラ、
いとうみつる 著
定価：本体1,800円+税
B5変判 144頁［NDC180］
ISBN978-4-416-52043-7

ブッダが説いた「心」の仕
組みをイラスト図解を交え
てわかりやすく紹介。

