2020TIBE書單-誠文堂新光社
弊社コー
ド

61941

51954

71908

61988

書名

超造形折り紙

蛾売りおじさんのめく
るめく蛾の世界

フラワーラッピング・
マニュアル

ブーケ・アレンジメン
ト・スワッグデザイン
図鑑300

2020/1/14
書名中譯

著者名

川畑文昭

蛾売りおじさん

出崎徹

開本

頁數

概要

B5

生き物たちの雄姿をリアルに表現
し、造形美を極める! 恐竜や動物な
192 ど生き物の作品に定評があるおりが
み作家、川畑文昭の「美しい生き
物」をテーマにした作品集。

A5変形

鱗粉を刺繍糸に置き換え、蛾への愛
を込めて一針一針刺した超絶技巧の
刺繍作品の数々を掲載。生態観察か
144
らはじまる制作秘話をはじめとし
た、蛾への偏愛ぶりをしめすエッセ
イも収録。

B5

花の包み方の基礎ノウハウを、アレ
ンジの形別、花別、スタイル別で紹
224 介。花店で使える実例をベースに、
汎用性の高いラッピング資材を使っ
たテクニック本です。

フローリスト編集
A5
部(編)

概要簡介

流行スタイル完全網羅! プロが作っ
た制作実例300選。グレートーンなナ
チュラルシックスタイルから、マル
384
チカラーのカラフルスタイルまで、
最新のブーケ(花束)、アレンジメン
ト、スワッグのデザインを紹介。
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51892

71904

71829

61966

季節の色合いを楽しむ
ブーケ

野菜と果物のキャンド
ル

キャンドル・カービン
グの教科書

草取りにワザあり！

2020/1/14

藤野幸信

兼島麻里

B5変形

B5変形

花店ではあまり並ばない珍しい花を
使って生まれる作品の数々。そんな
112 魅力的なブーケを作る広島の人気花
店「fleurs tremolo」のオーナー藤野幸
信さんが季節の花を束ねます。
インテリアにもしっくりとなじむ、
野菜と果物そっくりのキャンドルの
レシピ集。主な材料は手に入りやす
96 いパラフィンワックス。それなのに
リアルで本格的な仕上がりのコツを
紹介します。

影山真希子、山田
B5変形
梨絵

人気キャンドル・アーティストとカ
ービング作家の共著による、簡単な
カットでここまで魅力的な作品がで
128 きるという実例を多数掲載。キャン
ドルづくりとカービング基礎技術を
一冊でマスターすることができま
す。

西尾剛

庭や畑、空き地や駐車場など、ほん
の小さなスペースにもすきあらば生
えてくる雑草。雑草を抜く作業は意
208
外と重労働です。そんな「イヤな仕
事」である草取りが「楽しく」なる
スゴワザをご紹介します。

A5
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51921

61776

61893

71801

養蜂大全

2020/1/14

松本文男

ブックデザイナー鈴木 書籍設計師鈴木一誌
鈴木 一誌
一誌の生活と意見
的生活與意見

棒針編みのあみぐるみ

フェルトでつくるアニ
マルトロフィー

伊吹広子

HandeundStitch

B5

道具から、ミツバチの世話はもちろ
ん、女王作りといった養蜂の具体的
なテクニックなど、多くの業界人が
208 習いに来るという技術の数々を、初
心者にもわかりやすく紹介。本物の
はちみつ作りのすべてがわかる一
冊。

四六判

長年にわたりブックデザイナーとし
て活動し、デザイン、写真、映像に
ついての批評でも知られる著者が、
376
2005年から2016年までの12年間にわ
たって日常や社会の諸相に巡らせた
思索の軌跡。

B5変形

かぎ針で作るイメージがある、あみ
ぐるみを棒針で作りました。犬や
猫、ウサギなどの身近な動物から、
112
スカンクやナマケモノ、シロテナガ
ザルなどマニアックな動物まで25体
を収録しました。

B5変形

アニマルトロフィーは、狩猟した獲
物で作る“ハンティングトロフィー
”から着想を得て生み出された、動
96
物の頭部のぬいぐるみ。インテリア
として部屋に飾ることで、日々の生
活を華やかに彩ります。

長年以書籍設計身份活躍，
以對設計、攝影、影像評論
而廣為所知的作者，匯集在
2005年到2016年之間有關日
常、社會各面向的思索軌
跡。
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61654

61809

61977

71932

はじめてのフェズ刺繍

結んでつくるマクラメ
バッグと小物

小瀬千枝の伝統ニット

増補改訂 ラトビアの
手編みミトン

2020/1/14

アタマンチャック
B5変形
中山奈穂美

宅間千津

B5

モロッコの北部に位置する古都フェ
ズに伝わる伝統的な刺繍。特徴は表
裏がリバーシブルに仕上がること。
128
フェズの街を彩る装飾を思い起こさ
せる、美しい青が基調の、生き生き
としたカラーリングの作品です。
ひもを結んでさまざまなアクセサリ
ーや小物、プラントハンガーなどが
つくれるマクラメ。ひもそのものの
96 風合いを生かしやすく、誰でも簡単
にナチュラルでヴィンテージ・テイ
ストの作品をつくることができま
す。

小瀬 千枝、林 こ
B5変形
とみ

長年日本のニット業界を牽引してき
た小瀬千枝さんによるニットウエア
の本。彼女は50年以上に渡って北欧
136
を中心に色々な地域でワークショッ
プを受け、その土地ならではのテク
ニックを学んできました。

中田 早苗

バルト海を臨む森と湖の国・ラトビ
アで伝統工芸として受け継がれてい
る編み込みミトン。極細の毛糸で編
176 まれた模様は地方によって異なり、
それらの模様が持つ意味も様々で
す。現地で入手したミトン26点のパ
ターンを掲載。

B5変形
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61857

61681

51873

51907

2020/1/14

エコアンダリヤのかご
バッグ

誠文堂新光社(編) B5変形

夏糸の定番商品「エコアンダリ
ヤ」。レーヨン100%のさらりとした
手触りと、豊富なカラーバリエーシ
96 ョンが人気の糸です。トートバッグ
やポーチ、バスケットまでエコアン
ダリヤの23番糸だけで編み上げた作
品を紹介。

「ユマニチュード」と
「人性化」革命
いう革命

イヴ・ジネスト、
ロゼット・マレス
四六判
コッティ(著)、本
田 美和子

フランスで生み出された、認知症高
齢者が穏やかな人生を取り戻すケア
256 技法「ユマニチュード」。本書は、
その考え方と技法の実践を開発者自
らが語り下ろした本です。

從法國孕育出針對高齡認知
症患者能夠安穩找回人生的
技法「人性化（法文
Humanitude）」。本書是針對
其想法以及技法實踐，由開
發者自己撰寫的作品。

イヴ・ジネスト、
ロゼット・マレス
A5
コッティ、本田美
和子(著)

「見る」「話す」「触れる」「立
つ」の４つの技術を大きな柱に、ユ
マニチュードの基本的な考え方や、
136 家庭内で誰もが実践できる技術を、
平易な文章とたくさんのイラストに
よる図解でわかりやすく紹介しま
す。

以「眼觀」「說話」「碰
觸」「站立」四個主要技術
，將人性化的基本思考方法
，在家庭內每個人都可以實
踐的技術，搭配平易的文章
與許多插圖，以圖解來介
紹。

白根智彦(著)、吉
B5変形
澤清太(監修)

日本で独自の進化を遂げるハンバー
ガーの世界を、豊富な資料と分析的
なオペレーション紹介、人気店への
208
インタビューまで紹介します。グル
メバーガーの「今」が分かる1冊で
す。

日本獨特進化的漢堡世界，
以豐富的資料與剖析式運作
介紹，也有人氣店家的訪
談。給漢堡美食愛好者瞭解
「目前」的一本書。

家族のためのユマニチ
為了家族的人性化
ュード

ハンバーガーの発想と
漢堡的想法與組成
組み立て
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61647

51953

61962

71816

2020/1/14

世界のサンドイッチ図
世界三明治圖鑑
鑑

世界のスープ図鑑

野菜と果物のおもてな
しレシピ

副菜いらずの満足ガレ
ット

世界的湯品圖鑑

佐藤 政人

佐藤 政人

赤城 美知子

川上文代

A5

サンドイッチは世界でもっとも人気
のある食べ物のひとつ。あまり口に
は合わなそうなもの、予想外のもの
304 をはさんでしまった激うまサンドイ
ッチなど、見ているだけで楽しくな
る唯一無二のサンドイッチ図鑑で
す。

三明治是世界各地最受歡迎
的食物之一。將一般可能不
太喜歡的食物、意外中的食
物夾起來，就能變身為及美
味的三明治！光是看就能讓
人口水直流的獨一無二三明
治圖鑑。

A5

140の国と地域で食べられる317の激
うま＆仰天ご当地スープを、レシピ
付きで大紹介！ その地域の伝統を
376 色濃く反映したスープ、催事にふる
まわれるスープなど、見ているだけ
でも楽しい唯一無二のスープ図鑑で
す。

在140個國家及地區可以吃到
的317道超級美味湯品，附帶
食譜的介紹！能反映該地區
的傳統湯品，適合活動的湯
品等等，光是看就能讓人口
水直流的獨一無二湯品圖
鑑。

B5

素材を生かしたシンプルな味つけ
と、目にもうれしい美しい盛りつけ
が魅力の料理家による、著者初めて
160
のレシピブック。野菜と果物をつか
ったおもてなし料理を、季節ごとの
コースに仕立てて紹介しています。

B5

健康食材として知られるそば粉を使
った生地にさまざまな食材をのせる
ガレットは、それだけで栄養が豊富
128
にとれる便利な一品。簡単に作れる
ため、忙しい現代人におすすめで
す。
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61998

61915

71941

71933

おもてなし&持ち寄り
フィンガーフード200

六甲かもめ食堂の野菜
が美味しいお弁当

リンツのチョコレート
と55のレシピ

アメリカンクッキー

2020/1/14

浜裕子

船橋律子

リンツ

原 亜樹子

A5

近年増えているホームパーティーに
おすすめの料理が、片手でつまめる
小さなポーションの「フィンガーフ
224
ード」。本書では時短・手軽に作れ
るものから手の込んだ目にも楽しい
ものまで200のレシピを紹介。

B5

身体にすっと染み込むような毎日食
べても疲れない味と絶賛される、神
戸六甲「かもめ食堂」 のお弁当とお
112
惣菜。野菜好きの著者が、その経験
をいかして本当に美味しい野菜の使
い方とお弁当を紹介していきます。

A5変形

チョコレート製造の老舗中の老舗企
業として、リンツのチョコレート
は、世界120カ国以上で販売され、愛
144
され続けています。タブレットチョ
コレートなどを使ったチョコレート
菓子のつくり方を紹介。

B5

アメリカンクッキーは、家庭で作ら
れる日常のおやつ。だから、キッチ
128 ンにある材料でそれほど手間をかけ
ずに作れるものが多く、ケーキやパ
イに比べると気軽にできます。
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71906

61820

51940

61908

ポリ袋でつくる たか
こさんのマフィン・ス
コーン・パン

ポリ袋でつくる たか
こさんの焼き菓子

やさしいバナナのお菓
子

魔法の絞り出しクッキ
ー

2020/1/14

稲田 多佳子

稲田多佳子

若山曜子

信太康代

B5

ボウルもミキサーも使わず、ポリ袋
の中に材料を入れて混ぜて焼くだけ
の超かんたん焼き菓子から、おもて
96 なしの日にも自信をもってテーブル
にのせられるデザートまで、簡単に
失敗なく作ることができる画期的な
レシピ本です。

B5

ボウルもミキサーも使わず、ポリ袋
の中に材料を入れて混ぜて焼くだけ
の超かんたんマフィンやスコーンを
96 さらにアレンジ。手作りお菓子のレ
パートリーを広げたい方、お子様と
一緒にお菓子作りをしたい方におす
すめです。

B5変形

定番のマフィンやバナナブレッドか
ら、チョコレートテリーヌ、アーモ
ンドクリームタルト、バナナの春
80
巻、豆乳プリンまで、香り高くて甘
くて美味しいレシピを数多く紹介し
ています。

B5変形

クッキーの詰め合わせに必ず入って
いる、おなじみの絞り出しクッキ
ー。レトロなかわいらしさが魅力で
96
すが、口金を使い分けたり、フレー
バーを加えることでバリエーション
が広がります。
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91634

Sola Flowers
Basics+Practical Use

2020/1/14

ソラフラワーズ協
265*190
会(編集)

天然素材「ソフトソラフラワー」を
つかった新しいフラワーアレンジメ
ントの提案。吸水性が良いソフトソ
128 ラフラワーならではのディフューザ
ーや、テーブルコーディネートにも
取り入れた作例など、作品150点以上
を掲載。
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