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写 真 集

パリの花 パリのフルリスト

フランスの美しい バラの村、スミレの村

撮影：斉藤 亢　テキスト：後藤 絢子 237 × 240mm・上製

定価：3,675 円（税込）　　ISBN：978-4-907737-39-9

パリ究極のエスプリは「世界一美しい花屋」にあった……！岳陽舎『花
の写真集』シリーズ第 1 弾。生活の中の美（＝アール・ドゥ・ヴィーヴル）
の極致を魅せる、旬の 15 店を徹底取材。詳細なマップ付きでパリ・フ
ルリスト最前線のすべてがわかる。

撮影：斉藤 亢　テキスト：後藤 絢子 237 × 240mm・上製

定価：3,675 円（税込）　　ISBN：978-4-907737-60-3

『花の写真集』シリーズ第 2 弾。 バラとスミレを愛し、花とともに過ご
す暮らしを楽しむ村人たちの 1 年を追いかける。前半はバラに埋もれ
た中世の秘境ジェルブロワ、後半はスミレの産地コート・ダ・ジュー
ルの高台にある村トゥーレット・シュール・ルーにスポットをあてる。

東京のこっちがわ
著者：なぎら 健壱 A5 変型判・並製・雁垂れ表紙

定価：1.995 円（税込）　　ISBN：978-4-907737-71-9

東京下町を温かい目で見つめ続けるフォーク界の異才、なぎら健壱初
の写真集。 愛してやまない下町の風景・人の営み・酒場など厳選した
100 点以上の写真、東京を語るエッセイ、70 年代調の写真キャプショ
ンもすべて自らが手がけた渾身の一冊。

FLOWERS WITH FLAIRS IN LOS ANGELS
ーロサンゼルスの華麗な花たちー
撮影：斉藤 亢　テキスト：ナンシー 福崎 237 × 240mm・上製

定価：3,675 円（税込）　　ISBN：978-4-907737-72-6

『花の写真集』シリーズ第 � 弾は、ハリウッドセレブも御用達のゴージャ
スでクリエイティブなロサンゼルスの花屋の数々にスポット。ランジェ
リー、花……独創的な花とのコラボレーションが展開される！

町のうしろ姿
著者：なぎら 健壱 A5 変型判・並製・雁垂れ表紙

定価：1.995 円（税込）　　ISBN：978-4-907737-84-9

なぎら健壱の写真集第二弾。東京に唯一残された都電荒川線に乗って、
失われつつある『町のうしろ姿』を鮮やかな光と影のコントラストで
抒情豊かに写し撮った本格的写真集 ! 百点以上の写真に名調子のキャ
プションも健在。

ー写 真 集ー
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ー写 真 集ー

パリの花 8 人のフルリスト
撮影：斉藤 亢　テキスト：後藤 絢子 237 × 240mm・上製

定価：3,675 円（税込）　　ISBN：978-4-907737-94-8

フルリストブームを巻き起こした『パリの花｜パリのフルリスト』の
第 2 弾。刻々と進化するパリのお花屋さんの中でも、最も旬のフルリ
スト 8 人を美しい写真とテキストで表現する。日仏バイリンガルテキ
スト付き。
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はじめての発見シリーズ

はじめての発見　全 50 巻
編著：ガリマール ジュネス　翻訳：手塚 千史 181 × 160mm・上製・コイル綴じ

各巻定価：1,260 円（税込）

今、子供たちに最も求められている「豊かな創造力」。心の栄養を蓄えること、美しいものを体験すること、
自発的な学習、コミュニケーション能力−−そのすべてを 1 冊で実現するフランス、ガリマール ジュネ
スの『はじめての発見シリーズ』。 中にはさみこまれた透明フィルムをめくると絵が一変し、思いがけ
ない驚きの世界が……！美しい図鑑レベルのイラストは大人も楽しめる。

1. からだの本
からだの基本的な機能、成
り立ちを知りながら、内臓、
骨格、筋肉のある位置、各
部位の呼び方などをわかり
やすく図解する。

ISBN：978-4-907737-03-0

2. りんごの本
赤・緑・黄のリンゴの種類、
種から成長して大きな木に
なり、花を咲かせて稔りの
秋に収穫するまでを美しい
イラストで表現。

ISBN：978-4-907737-04-7

3. きのこの本
どんなところに生え、どう
成長するのか。 変わったきの
こや毒きのこの種類まで解
説する。マッシュルームの
栽培法には新鮮な驚きが！

ISBN：978-4-907737-05-4

4. 魚の本
海・湖・川に棲息する魚の生
態をコンパクトに図解。熱
帯魚や金魚などのペットと
しての魚まで、世界中の魚
の種類と色がわかる。

ISBN：978-4-907737-06-1

6. かえるの本
かえるの飛び方・泳ぎ方・産
卵などの生態をダイナミッ
クに表現する。 イモリやサン
ショウウオも収録した爬虫
類の小さな図鑑。

ISBN：978-4-907737-08-5

5. みつばちの本
みつばちの生態や蜜の作ら
れ方などを鮮やかに図解。は
たらきもののみつばちの世
界とその仲間たちの毎日を
のぞく。

ISBN：978-4-907737-07-8

7. 恐竜の本
かつて地球上を闊歩してい
た色々な種類の恐竜の巨大
な足跡を探しにでかける、冒
険の一冊。恐竜の他、前史
時代の生き物も収録。

ISBN：978-4-907737-09-2

8. 光の本
雷・虹・オーロラなどの自
然界の光、蛍光植物や動物
……。光と影がおりなす美
しさ感じながら、人工的な
光まで、『光』を知る一冊。

ISBN：978-4-907737-10-8 

ーはじめての発見シリーズー
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9. 数の本
動物の数と形をイラスト化
し、その形から数の数え方を
覚えられるようにした一冊。
数字学習の導入本としても
利用出来る。

ISBN：978-4-907737-11-5

10. 音楽の本
ピアノやヴァイオリンの他、
世界中の楽器の名称やオー
ケストラと指揮者の仕事を
学ぶ。身近な道具で出来る
楽器の作り方も紹介。

ISBN：978-4-907737-12-2

11. てんとうむしの本
てんとうむしの種類・生態・
産卵から誕生の様子を網羅。
その他の昆虫も紹介しなが
ら、巻末の昆虫間違い探し
で復習も出来る。

ISBN：978-4-907737-16-0

12. 鳥の本
色とりどりの鳥が登場。大
きな鳥・小さな鳥・珍しい鳥・
街の中や森の中を飛びまわ
る鳥……世界中の鳥の生活
を紹介する。

ISBN：978-4-907737-17-7

14. スポーツの本
世 界 中 で プ レ ー さ れ る ス
ポーツについて紹介。個人
スポーツとチームスポーツ、
シングルスとダブルスの違
いについても学ぶ。

ISBN：978-4-907737-19-1

13. 花の本
受粉の様子・虫と花の関係・
蕾から種になる過程・花か
らできる実の数々……など、
花の成り立ちを学ぶ。押し
花の作り方も紹介。

ISBN：978-4-907737-18-4

15. インターネットの本
インターネットの仕組みを
イラストにより分かりやす
く図解。検索エンジンの使
い方や旅行計画の立て方な
ど様々な利用法も紹介する。

ISBN：978-4-907737-20-7

16. いぬの本
色 々 な 犬 の 体 の 特 徴 や コ
ミュニケーションの方法、得
意技がわかる。盲導犬や狩
猟犬など人間の仕事を手伝
う犬についても紹介する。

ISBN：978-4-907737-28-3

17. ねこの本
様々なねこの種類の解説の
他、目や耳や髭での気分の
見分け方もイラストで表現。
ライオンやチーターがネコ
科であることも学ぶ。

ISBN：978-4-907737-29-0

18. ちょうちょの本
蝶の体についてや交尾・産卵
から誕生までの様子を説明。
擬態する蝶や世界に生息す
る色鮮やかな蝶たちも紹介
する。

ISBN：978-4-907737-30-6

19. 樹の本
自然界での樹の役割を鮮や
かなイラストによって分か
りやすく学べる。大きさ・形・
色による樹の見分け方、葉
と実の比較なども図解。

ISBN：978-4-907737-31-3

20. じどうしゃの本
ボンネットやトランクの内
部を透明フィルムによって
図解する。自家用車の他、バ
スやトラックなど仕事で使
われる様々な車を紹介。

ISBN：978-4-907737-32-0

ーはじめての発見シリーズー
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21. かぐ・五感の本
五感シリーズの第一弾。嗅
覚が危険を知らせ、食欲を
起こし、時に思い出を甦ら
せることを教える。様々な
動物の嗅覚についても説明。

ISBN：978-4-907737-33-7

22. さわる・五感の本
触覚について学ぶ本。実際
に色々な手触りの素材や点
字を配置したページがあり、
触って覚えることの出来る
画期的な一冊！

ISBN：978-4-907737-34-4

23. 聴く・五感の本
聴覚について学ぶ本。色々な
音の聴こえ方の違いや、聴覚
によって言語を習得する過
程などを解説。動物や昆虫
の珍しい音の聞き方も紹介。

ISBN：978-4-907737-35-1

24. 見る・五感の本
視覚のメカニズムを子供に
分かりやすく説明する他、虫
メガネや望遠鏡の見え方、鏡
文字やだまし絵など視覚の
カラクリが満載。

ISBN：978-4-907737-36-8

26. かめと
　　かたつむりの本
亀・カタツムリなどの殻や甲
羅を持った生き物の本。透
明フィルムによって殻や甲
羅の中を覗くことが出来る。

ISBN：978-4-907737-45-0

25. 味わう・五感の本
甘味・塩味・酸味・苦味の説
明などの他、同じ素材の味
の変化や料理人やソムリエ
など味覚を仕事にする人々
の紹介をする。

ISBN：978-4-907737-37-5

27. ぞうの本
象の耳や鼻の役割、群れでの
生活の様子、アジア象とア
フリカ象の違いを解説。人
間の仕事を手伝う象や商業
用の象の紹介もする。

ISBN：978-4-907737-46-7

28. ミルクの本
ほ乳類のミルクのメカニズ
ムやミルクの成分について
図解。工場での製造工程や
世界各地で飲まれる様々な
動物のミルクも紹介する。

ISBN：978-4-907737-47-4

ISBN：978-4-907737-48-1 ISBN：978-4-907737-49-8

31. 地球と宇宙の本
地球の表面を覆う地面・海・
山・川や火山について学ぶ。
地球の太陽や月との関係や
星についてもわかりやすく
図説する。

ISBN：978-4-907737-54-2

32. ひこうきの本
飛行機の仕組みや役割につ
いて図解。コックピットや貨
物室の内部を覗ける他、飛
行機の歴史や他の飛行物体
について学ぶことが出来る。

ISBN：978-4-907737-55-9

土中に生きる動物や昆虫を
学ぶ。巻末の昆虫間違い探
しで復習が出来る。

魚や鳥、爬虫類や昆虫に草木
……川や川辺に暮らす様々
な生き物を紹介する。

29. 川にすむ
　　生き物の本

30. 土にすむ
　　生き物の本

ーはじめての発見シリーズー
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33. お天気の本
春夏秋冬を通して天気を学
ぶ。晴れ・曇り・雨や雪だ
けでなく、霧や虹などにつ
いても解説し、トータル的
に天候を理解出来る。

ISBN：978-4-907737-56-6

34. ジャングルの本
アマゾンのジャングルの様
子や生息する色とりどりの
生き物たちを鮮やかに表現。
ジャングルならではの生き
物の生態を学ぶ。

ISBN：978-4-907737-57-3

35. クジラの本
くじらの生態や出産の様子、
魚との違いなどを図説する。
くじらの他、イルカなど同
じように海で暮らすほ乳類
についても紹介している。

ISBN：978-4-907737-58-0

36. うさぎの本
うさぎの耳や鼻、足の働きや
出産の特徴などを学ぶ。巻
末にはイエウサギや様々な
種類のうさぎの紹介もある。

ISBN：978-4-907737-61-0

38. 風の本
風の研究の歴史や風の強さ
の階級分けなどを図説する。
風車の色々や、風を使った遊
びやスポーツも紹介。巻末
には風向計の作り方を収録。

ISBN：978-4-907737-63-4

37. いろの本
赤＋青＝紫といった混色や、
光と影、色の同化などの現
象を透明フィルムとイラス
トで表現。自分の手で確か
めながら色を理解出来る。

ISBN：978-4-907737-62-7

39. でんしゃの本
昔の蒸気機関車から現代の
超高速鉄道、世界中の電車を
広く紹介する。旅客車・貨
物車など電車が色々な用途
に使われることも解説。

ISBN：978-4-907737-64-1

40. あかちゃんの本
あかちゃんの誕生から授乳、
トイレ学習や一人歩きする
までの流れをイラストで解
説。動物の赤ちゃんや子育
てについても紹介する。

ISBN：978-4-907737-65-8

ISBN：978-4-907737-78-8 ISBN：978-4-907737-79-5

43. 水の本
水の三態（気体・液体・個体）
についての説明や、自然界
での水、家庭内の水、水を
利用するスポーツなど水に
ついてトータル的に学ぶ。

ISBN：978-4-907737-80-1

44. ライオンの本
ライオンの体の特徴や群れ
での生活、狩りの様子を図解
する。ヒョウやジャガーな
ど他のネコ科の猛獣も紹介。

ISBN：978-4-907737-81-8

41. 月の本
地球と月の関係や月の相、月
と潮の満ち干の関係、日食・
月食など月に関する学習を
イラストで分かりやすく解
説。

42. 火山の本
透明フィルムによって火山
の内部や仕組みを覗くこと
が出来る。噴火の種類や噴
火の後の状態や火山岩につ
いても図解する。

ーはじめての発見シリーズー
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ISBN：978-4-907737-82-5

カニやヒトデ・二枚貝や巻貝
など海辺に見られる生き物
の他、砂中のそれらを巧み
に見つけ出す鳥たちの紹介。

45. 海辺にすむ
　　生き物の本

ーはじめての発見シリーズー

46. カモフラージュの本
虫や動物が外敵から身を守
る手段＝「擬態」の数々を
紹介。色を変えるものから
姿形まで変えるものまで鮮
やかに表現する。

ISBN：978-4-907737-89-4

47. とらの本
ネコ科の動物の中でも一番
強く大きいトラの生態を図
解。夜行性ならではの瞳孔
の変化や、子育ての様子な
どが分かる。

ISBN：978-4-907737-90-0

48. ふくろうの本
フクロウをはじめ、夜行性の
鳥やコウモリについて図解。
フクロウ独特の獲物の消化
の仕方やヒナの孵る様子な
どを学ぶ。

ISBN：978-4-907737-91-7

49. さるの本
チンパンジーやゴリラなど
沢山のサルや原猿類たちの
生態を図解。群れでの生活
などサルたちの暮らしがの
ぞける。

ISBN：978-4-907737-92-4

50. たまごの本
雌鳥がたまごを産んでヒヨ
コが孵るまでを詳しく解説。
卵の中でヒヨコが成長する
様子に注目！ワニや蛙など
鳥類以外の卵も紹介する。

ISBN：978-4-907737-93-1
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ーたんけんライトシリーズー

たんけんライトシリーズ　全 10 巻
編著：ガリマール ジュネス　翻訳：石井 玲子 181 × 160mm・上製・コイル綴じ

各巻定価：1,470 円（税込）

「はじめての発見」の姉妹シリーズとして登場した本シリーズ。巻末についている「たんけんライト」（予
備を含め � 本）を使うと、魔法のように隠れている絵が一つずつ明るく照らされて見える仕掛けの絵本。
自ら手を動かして積極的に「本に参加」することで、子どもたちに新しい世界を探検する面白さとモノ
を見つける力を与え、楽しみながら能動的に知識を身につけることが出来る。

ISBN：978-4-903942-05-6

鉱山・ダム・鉄道・ビルなど
で夜間行われる工事の様子
を紹介。ブルドーザーなど
工事車両が沢山登場する！

6. 夜の工事げんば
　 たんけん

1. 恐竜たんけん
恐竜の種類や生態等を地質
時代別に紹介。次々と照ら
し出されるリアルな恐竜た
ちの姿に子どもたちはクギ
づけ！

ISBN：978-4-903942-00-1

2. からだたんけん
骨や消化器官、歯や細胞な
ど、からだ中をくまなくた
んけん！からだの仕組みを
しっかりと学ぶことの出来
る一冊。

ISBN：978-4-903942-01-8

3. 宇宙たんけん
太陽系の惑星や人工衛星、星
座や空を飛ぶ乗り物など、空
にまつわる色々を網羅。空
のかなたをたんけんし、宇
宙飛行士気分を味わえる！

ISBN：978-4-903942-02-5

4. 夜の生き物たんけん
フクロウやネズミなど夜行
性の動物が夜どんな生活を
しているかを紹介。闇夜を
たんけんライトで照らしな
がら夜の散歩を楽しめる。

ISBN：978-4-903942-03-2

5. どうくつたんけん
地下や海中、氷河など様々な
種類のどうくつの成り立ち
や仕組みを学ぶ。フランス
のラスコーなど、世界の有
名などうくつもたんけん！

ISBN：978-4-903942-04-9

ISBN：978-4-903942-06-3

魔法つかいや妖精、おに、オ
バケ……昔話やおとぎ話の
主人公たちが続々登場！不
思議な世界をたんけんする。

7. 魔法つかいと
　 オバケたんけん

8. クリスマスたんけん
サンタクロースがプレゼン
トを準備して届けるまでを
紹介。プレゼントの山をこっ
そりライトで覗けるなど、心
躍るシカケがいっぱい！

ISBN：978-4-903942-07-0

ISBN：978-4-903942-08-7

古代エジプトのお墓をたん
けんし、象形文字や壁画な
ど当時の人々が残した様々
な知恵や芸術を学ぶ。

9. 古代エジプト
　 たんけん

10. パリたんけん
ノートルダム寺院やルーブ
ル美術館、凱旋門やエッフェ
ル塔などパリの名所がライ
トで色鮮やかに照らされ、パ
リ旅行気分を満喫出来る。

ISBN：978-4-903942-09-4
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趣味・アート

八木健のすらすら俳句術
著者：八木 健 四六判・並製

定価：1,575 円（税込）　　ISBN：978-4-907737-25-2

元 NHK 俳句王国司会者である著者が、「句の提出日が迫ると胃が痛む
人」のためにすらすらと俳句を作れる方法を伝授。 八木健の『俳句シャ
ワー』にかかれば、心地よい俳人気分を味わえる！ 

ヴィクトリアンの花詩集
著者：ファニー ロビンソン　 解説：ジル・ソーンダース　 監修／訳：桐原 春子

A4 変型判・上製

定価：2,620 円（税込）　　ISBN：978-4-907737-14-6

1�0 年前に描かれた精密で味わい深い花の絵と詩、手彩飾のカリグラ
フィが鮮烈に甦る。上級学芸員が作品の裏に隠された花言葉の意図を
巧みに解説、正確でニュアンスに富んだ筆致が創作意欲を刺激する。

書作のみちくさ
著者：成瀬 映山　 編集：近代書道研究所 A5 判・フランス装 ( 函入り )

定価：3,150 円（税込）　　ISBN：978-4-907737-24-5

枯淡優美な書風で知られる現代書道界の重鎮である著者が、書籍や雑
誌に寄稿した随想・技法解説などに書下ろしを加えた。豊富な図版資
料と相まって、書を志す者にとって示唆に富み、書作に向かうための
よき活力となる。

シネマの花のひそかな目配せ
著者：阿久津 惠美 A5 判・並製

定価：1,680 円（税込）　　ISBN：978-4-907737-13-9

映画に登場する花にスポットをあてる。�8 本のシネマに描かれた花々
を通し、みずみずしい感覚でつづられる恋、情熱、三角関係、そして愛。
ロマンティックで時に官能的な世界へと誘う案内本。

テルミン
著者：竹内 正実 四六判・上製

定価：2,100 円（税込）　　ISBN：978-4-907737-15-3

接触せずに演奏する楽器テルミンの発明者レフ・テルミン。ほぼ 1 世
紀を生き抜いた彼の人生は、帝政ロシアから革命、二つの大戦、米ソ
冷戦、ソ連崩壊にまで及ぶ。ニューヨークでの成功とシベリア収容所
生活、西側社会での絶賛とソ連での冷遇……数奇な運命の足跡を辿る。

ー趣味・アートー
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ドクター荒井のアジアスロートラベル日記
著者：荒井 義章 四六判・並製

定価：1,365 円（税込）　　ISBN：978-4-907737-50-4

ピースボート船医、国境なき医師団として世界を巡ってきた著者が、
アジアの旅を極める。熟年でも安心な「病気とケガへの対処法」も収
録。エコノミーでエコロジカルな冒険へといざなうトラベルガイドエッ
セイ ! 

青山杉雨色紙二百選
著者：青山杉雨　 編集：近代書道研究所 A4 変型判・上製 ( 函入り )

定価：5,040 円（税込）　　ISBN：978-4-907737-44-3

著者の没後 10 年目を期に未発表の色紙のみを集め、企画・刊行した作
品集。収録の色紙は、篆書を中心に各書体多岐にわたっており、青山
杉雨の書風を鮮やかに浮き上がらせている。鑑賞のみならず、色紙揮
毫や作品制作をする上で参考となる一冊。

テルミンを弾く
著者：竹内 正実 上製・函入り

定価：5,775 円（税込）　　ISBN：978-4-907737-41-2

テルミンを入手してからのチューニング、基本動作、曲を弾くための
応用指導に具体的な曲の弾き方、レッスン後の疲労予防までカバーし
たテルミン教則本。 わかりやすいプロセスイラストが理解を助ける。

「アヴェ・マリア」などの模範演奏や伴奏が収録された CD 付き。

はじめてのヘナタトゥー
著者：ウラヤ ガダラ / マーゴット イブラヒム　訳者：手塚 千史 A5 判・並製

定価：1,575 円（税込）　　ISBN：978-4-907737-42-9

日本で初めてのヘナタトゥーについての翻訳本。写真やイラストによっ
て、ヘナタトゥーのテクニックをわかりやすく図解する他、日本人に
も合う柄やペイント法も収録するヘナタトゥーレシピの決定版 !

三島由紀夫 ロゴスの美神
著者：三島 由紀夫　編集：山内 由紀人 四六判・上製

定価：2,520 円（税込）　　ISBN：978-4-907737-43-6

日本文化の正当な継承者、自然主義文学の潮流に対峙する昭和唯美主
義文学の最高峰、また西洋文学と日本語を見事に融合した希有な才能
としての三島由紀夫のエッセンスを新しい形で再構築した「三島ロゴ
スの世界」決定版。

新版 ペットの福音
著者：野村 潤一郎 四六判・並製

定価：1.680 円（税込）　　ISBN：978-4-907737-40-5

空前のペットブームと表裏一体に、混乱を増すペットを取り巻く環境
……その現状にスーパー獣医として知られる著者がメスを入れた画期
的語り下ろし。飼育と治療のプロが「動物たちへの福音書たらん」と
初めて口を開いた新情報が満載！

ー趣味・アートー
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どうぶつ型
ー隣人をもっと深く知る 40 の方法ー
著者：野村 潤一郎 A5 判・並製

定価：1,365 円（税込）　　ISBN：978-4-907737-51-1

�0 種の動物の生態に基づいて人間のタイプを �0 に分類。実際に 100
種以上の動物と暮らしてきた、真に動物を愛する著者が本音で語り下
ろしたどうぶつ型人間診断エッセイ！

WALK ON : THE SPIRITUAL JOURNEY OF U2
ー魂の歌を求めてー
著者：スティーブ ストックマン　訳者：尾崎 梓 A5 判・並製

定価：1,890 円（税込）　　ISBN：978-4-907737-52-8

U2 の内面世界にスポットをあて、彼らの活動を振り返る究極の U2 ヒ
ストリー。25 年に渡り U2 を追い続けた愛ある姿勢とともに、U2 の
歌詞の世界を奥深く追求する著者の研究心が光る。

家族で見つける　街の虫とりハンドブック
著者：佐々木 洋　イラスト：八戸 さとこ 215 × 215mm・上製

定価：1,890 円（税込）　　ISBN：978-4-907737-67-2

虫を見つけるポイントをモダンなイラストで展開し、「虫本」のイメー
ジを一新。 およそ 80 種の写真図鑑、飼い方解説、ミニコラムなど多彩
な内容。野山ではなく街で見つけられる虫にスポットを当てているた
め、家族で気軽に使えるのが魅力のハンドブック。

青山杉雨文集 第一巻　書道グラフ 中国編・上
著者：青山 杉雨　編集：成瀬 映山　西嶋 慎一　近代書道研究所

A5 判・上製 ( 函入り )

定価：2,940 円（税込）　　ISBN：978-4-907737-73-3

昭和から平成にかけて書壇に一時代を画した著者が、生前制作活動の
傍らに主宰した『書道グラフ』。その中から中国の古代～宋・元の時代
について執筆した文章をピックアップし、時代順・テーマ別に整理。

青山杉雨文集 第二巻　書道グラフ 中国編・下
著者：青山 杉雨　編集：成瀬 映山　西嶋 慎一　近代書道研究所

A5 判・上製 ( 函入り )

定価：2,940 円（税込）　　ISBN：978-4-907737-77-1

第一巻に続き、『書道グラフ』から中国の明・清時代～現代について青
山杉雨が執筆した文章をピックアップし、時代順・テーマ別に整理。
第一巻と併せ、中国書美術の歴史を見渡すことが出来る。

テルミンとピアノのための作品集
著者：飛里 京子 A4 判・並製

定価：2,000 円（税込）　　ISBN：978-4-907737-76-4

電子楽器テルミンをピアノとコラボレーションしながら演奏するため
のスコアブック。収録の作品はすべて著者の作曲によるもの。テルミ
ンの他、フルートやヴァイオリンの演奏ともあわせられる、ピアノ伴
奏集 CD 付き。

ー趣味・アートー
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青山杉雨文集 第三巻　書道グラフ 日本編
著者：青山 杉雨　編集：成瀬 映山　西嶋 慎一　近代書道研究所

A5 判・上製 ( 函入り )

定価：2,940 円（税込）　　ISBN：978-4-907737-83-2

第一・二巻の中国編に代わり、『書道グラフ』から日本の古代金石・碑
碣から現代書道について青山杉雨が執筆した文章をピックアップし、
時代順・テーマ別に整理。日本書美術の歴史を見渡すことが出来る。

青山杉雨文集 第四巻　雑　纂
著者：青山 杉雨　編集：成瀬 映山　西嶋 慎一　近代書道研究所

A5 判・上製 ( 函入り )

定価：3,150 円（税込）　　ISBN：978-4-907737-86-3

著者が、様々な新聞・雑誌・書籍に寄稿した随想や技法解説などを『書
論』『技法論』『人と書』『書と画』の � 章にまとめた。第一～三巻の書
道グラフ編とは違った筆致も垣間見ることの出来る雑纂編。

ー趣味・アートー

青山杉雨文集 第五巻　続 雑 纂
著者：青山 杉雨　編集：成瀬 映山　西嶋 慎一　近代書道研究所

A5 判・上製 ( 函入り )

定価：3,360 円（税込）　　ISBN：978-4-907737-95-5

第四巻に続き、寄稿文や講演録から「名品解説・展観評・文房四宝・
自分史」にまつわる文章や記事を抜粋しまとめた。独自の名品鑑賞観
や様々な展覧会評など、読みごたえたっぷりの一冊。

奈良 寺あそび、仏像ばなし
著者：吉田 さらさ

A5 判・並製

定価：2,310 円（税込）　　ISBN：978-4-907737-96-2

日本で唯一のテラタビストが奈良のお寺と仏像をナビゲーション。読
んだ後にはプチ「悟りの境地」が訪れるかも？！魅惑の奈良写真 150 点・
コラム「奈良の仏像を楽しむ基礎知識」所収。

はじめまして キャシーズタヒチアンキルト
著者：キャシー 中島

大型本・並製

定価：2,100 円（税込）　　ISBN：978-4-907737-97-9

キャシーが南の島タヒチから、新しいキルトの風を運んできた……！
タヒチ政府観光局の協力のもと、タヒチの魅力を存分に語った書き下
ろしエッセイに加え、魅惑の作品 �0 点を掲載。
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生活・教養

2001 年のボケ
著者：清水 允熙 四六判・上製

定価：3,150 円（税込）　　ISBN：978-4-907737-02-3

�7 人の症例集。「介護保険制度」に備え、認知症老人に対する正しい
理解とその処方箋を、数多くの臨床体験で培われた具体的な「症例」
で解説したわが国では初めての医療介護現場最優先のテキスト。認知
症症状テスト表付き。

「他人任せ幻想」の国

この人と結婚していいの ?
著者：石井 希尚 A5 判・並製

定価：1,575 円（税込）　　ISBN：978-4-907737-21-4

多くのカップルをカウンセリングしてきた著者が、大脳生理学やプリ
マタル（婚前）カウンセリングの手法などを援用し、これから結婚し
ようとする人たち、結婚して間もないふたり、そして現在の関係に忍
び寄る離婚の影を感じている既婚者たちへ贈る幸せ探しの福音書。

著者：村山 瞭永 四六判・上製

定価：1.680 円（税込）　　ISBN：978-4-907737-22-1

在欧 10 年の経験を持つ著者が「実体なき国際化」へと流れる日本人に
警鐘を鳴らし、ヨーロッパの生活モデルを検証しつつ「本当の幸せと
は何か」を問いかける。 日本全体を覆う「他人任せ幻想」を鮮やかに浮
き彫りにする渾身の一冊。

痛快「捨てない !」技術
著者：町田 忍 新書判・並製

定価：1,050 円（税込）　　ISBN：978-4-907737-23-8

捨てずに残っているものとは、見方を変えれば想い出・時代・ロマン
なのではないか、という視点から「捨てない技術」を説く。エコロジー
を声高に啓蒙するではなく、「捨てない」ことから生まれる質のよい生
活を見直すことをすすめる。

不況でも伸びる小売店 つぶれる小売店
著者：山本 学 四六判・並製

定価：1,575 円（税込）　　ISBN：978-4-907737-00-9

経営のプロが小売店経営者におくるアドバイス。自分自身の実務体験
を基盤に、「ヒト・モノ・カネ・情報よりも『顧客満足』こそ経営資源」
という論拠をわかりやすく解説する。

ー生活・教養ー
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バーバラ寺岡の遺伝史立国にっぽん
著者：バーバラ 寺岡 四六判・並製

定価：1,575 円（税込）　　ISBN：978-4-907737-26-9

自分の命は自分で守る、 バーバラ流・食と健康とファッションのニッポ
ン遺伝史学 ! 血液製剤や遺伝子組換え食品、狂牛病の肉骨粉……日本人
が薬害・食害問題から自身を守り、21 世紀を生きぬく方法を伝授。

聖書がわかれば世界が読める
著者：石井 希尚 四六判 上製

定価：1.680 円（税込）　　ISBN：978-4-907737-27-6

世界的テロ、イスラム原理主義、イスラエル、ユダヤ人、パレスチナ、
ユーロ流通 、グローバル経済、アメリカ、日本……全てを結ぶキーワー
ドは �500 年の彼方「聖書」にあった ! 聖書学者がスリリングに語り尽
くす鮮烈な世界解読法。

東京青山 1940
著者：田口 道子 A5 判・並製

定価：1,680 円（税込）　　ISBN：978-4-907737-38-2

敗戦までどん底の生活の中でも幼い愛国心に燃え、小さなわだかまり
を感じながらも逞しく『1��0 年体制』を生きぬいた少女時代の著者を
取り巻いた環境を活写する。当時の東京の暮らしと世相風俗を、写真
70 点余を交えながら綴った「子どもたちのもう一つの昭和」の記録。

真っ当な生き方のススメ
著者：菅谷 昭 四六判・上製

定価：1,575 円（税込）　　ISBN：978-4-907737-53-5

現松本市長が、市長選からこれまでの松本市政について自ら自己診断
しつつ、これからの時代をどう生きていけばよいかを悩む人々に向け
て語り下ろした発言集。著者の波瀾万丈な生き様は、混迷の時代を自
分らしくのびやかに生きる知恵に溢れている。

わたしと机とものづくり
編集：岳陽舎編集部 (ruru ♪ book) A5 判・並製

定価：1,680 円（税込）　　ISBN：978-4-907737-66-5

新しいモノが生まれ、形作られるまさにその場所、『クリエイターの机』
にスポットをあてたフォトセッション集。1� 組の女性クリエイター達
の机からは、夢を形にしたい人やものづくりを仕事にする道筋を探し
ている人へのヒントとメッセージが溢れている。

美 男 力
ー美的エイジングへの 99 のレシピー
著者：矢島 タケシ A5 判・並製

定価：1,575 円（税込）　　ISBN：978-4-907737-59-7

ファッションデザイナーの著者自らが実践してきた『オシャレな男性
養成本』。ボディ・ヘアケアからファッション、食事のマナーまで……
ときに愛あふれる叱咤を飛ばしつつ紹介する �� のレシピ。

ー生活・教養ー
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さくらパパ ヨシロー語録
著者：横峯 良郎 四六判・並製

定価：1,470 円（税込）　　ISBN：978-4-907737-75-7

女子プロゴルファーの父としての教育論・子育て論・ゴルフ論。『さく
らパパ』流のノウハウがつまった、型破りの痛快子育て名言録。独自
の生きるヒントが満載の新型生き方バイブル！！

定価：2,100 円（税込）　　ISBN：978-4-907737-68-9

南仏カンヌの食卓
ーミエコさんのおいしいもの便りー
著者：ミエコ ヴィクストロム ( 高島 三枝子 ) A5 判・並製

�� 年間に及ぶ海外生活で、友人たちに手料理をふるまい続けてきた著
者が、食を通して彩りを増すカンヌの日々と北欧の思い出、そして南
仏ならではの暮らしの楽しみを綴る。 77 の料理レシピ付き。

定価：1.365 円（税込）　　ISBN：978-4-907737-85-6

ウロコロリ
ーやくみつる的モノの見方ー
著者：やくみつる A5 判・並製

風刺漫画家・コメンテーターでおなじみの著者による『ヨンデ ヨクキ
ク トンプク本』！コメント力・解読力・記憶力・行動力の視点から説
く『やわらか頭への処方箋』。世間を賑わせた一件についても言及。

大正ベンチャー ラヂウム温灸器立志伝
著者：一東 瑛 四六判・並製

定価：1,680 円（税込）　　ISBN：978-4-907737-70-2

明治の気骨を身にまとい、大正から昭和へと移り行く激動のさなか、
ラヂウム温灸器により大成功をおさめた河野義 ( よしのり )。その生き
様から読み解く日本式起業家精神＝ベンチャースピリットの原点は、
平成の今もなお参考に出来る。

ー生活・教養ー

引分組
著者：さこ ふみお 四六判・並製

定価：1,260 円（税込）　　ISBN：978-4-907737-88-7

世の中の「勝ち組・負け組」といった二元論からはなれ、「引き分け」
という概念を独自の視点から訴え、「分相応」「アナログ」「話し合い」「ユ
ルさ」などをキーワードに、28 のエッセイとイラストで展開する「引
分組のちょいユルな生き方」ブック。

定価：1.050 円（税込）　　ISBN：978-4-907737-87-0

ービジネスマン・旅行者必携ー
中国簡体字ハンドブック
監修：張 敏　編集：近代書道研究所 新書判・並製

「中国簡体字ー日本語漢字」を対応させた字典型ハンドブック。
1 章：簡体字字典 ( 約 �500 字 )　2 章：簡体字熟語 ( 約 1800 語 )
� 章：音訓から引く簡体字　付録：町で見かける固有名詞
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その他

定価：100,000 円（税込）

こんなボケならまだ間に合う！
（ビデオ 3 巻セット）

企画・監修：御殿場高原病院（清水 允熙）

『2001 年のボケ』の著者による、認知症老人への対応・介護・症状の
改善法などをレクチャーしたビデオテキスト。� 巻だてで、段階的に理
解をと認識を深められる。

定価：1,000 円（税込）

暮らしのハンドブック
ー脳血管障害の先輩から後輩へー
著者：グループ・ピアズ（笠井雅雄）

孤独で苦しく、先の見えない過酷な後遺症で悩む脳血管障害の患者に
向けて、同病の先輩が経験を伝えるハンドブック。医者ではなく当事
者のアドバイスだからこそ、将来の可能性が見えてくる。

ーその他ー


