
著者 本体価格 発刊年月 ISBN ご注文

辻　仁成 1,500 2014年7月 9784908059001

太田　光代 1,300 2014年10月 9784908059018

著：パトリック・モディアノ
訳：根岸純 1,800 2015年1月 9784908059087

著パトリック・モディアノ
訳：根岸純 1,700 2015年1月 9784908059070

大山　淳子 1,500 2015年4月 9784908059124

著：リサ・ジェノヴァ
訳：古屋美登里 1,500 2015年4月 9784908059131

東　直子 1,600 2015年5月 9784908059100

ゆうきゆう 1,200 2015年6月 9784908059148

安福　望 1,600 2015年7月 9784908059179

アンソロジー 1,600 2015年7月 9784908059117

アンソロジー 1,500 2016年11月 9784908059537

魚柄仁之助 1,400 2015年8月 9784908059216

中村　航 1,300 2015年9月 9784908059230

著：中村航
イラスト：フジモトマサル 1,300 2016年10月 9784908059506

著：ミシェル・ウィルジェン
訳：堀川志野舞＆服部理佳 1,600 2015年9月 9784908059223

田口　ランディ 1,500 2015年10月 9784908059247

田丸　雅智 1,200 2015年12月 9784908059292

田丸　雅智 1,300 2016年3月 9784908059353

田丸　雅智　（編） 1,400 2016年5月 9784908059384

田丸　雅智 1,300 2016年11月 9784908059490

爆笑問題・太田光氏の公私にわたるパートナー、太田光代さんによる大人のための“共感”エッセイ集。仕事に家族に、自分のために、走り続ける全力の日々。あとがきは太田光さ
ん、章の扉絵は日本エレキテル連合の中野さん。

ノーベル文学賞受賞作家、幻の邦訳が待望の復刊。一九三三年四月二十四日、若い夫婦が自殺した。その理由はいまも謎のまま──。著者渾身の自伝的傑作。

冊

サヨナラの代わりに

「１００回泣くこと」「デビクロくんの恋と魔法」作者が贈る大人の“あわキュン”小説誕生！

摩訶不思議で魅惑的なイラストに、謎解きのような、誰かの夢の中に迷い込んだような物語。
 中村航×フジモトマサルがお届けする、回文とイラストが育んだ“奇跡の本"です。

冊

台所のおぢさん

食器と食パンとペン

リクと白の王国
冊

小学校5年生の少年、リクが転校した町には、人影がなかった。道路にも、校庭にも誰もいない。「ここにいると自分じゃなくなってしまう」そんなリクが見つけたのは白の王国だった。
目に見えないものに脅える大人たちのなかで、少年がつかんだ未来とは・・・？3.11以降の福島に生きる子供たちの、勇気と成長の物語。

冊

冊

冊

猫は抱くもの

2015年度アカデミー賞受賞作品（主演女優賞：ジュリアン・ムーア）の原作。“若年性アルツハイマー”という避けられない運命との葛藤と、家族の絆を描く感動の物語。
冊

冊
かけがえのない日々と自然の営みを静かに見つめ、切り取り続けた歌人・東直子の、心を照らす七十二月の言ノ葉。日々に寄りそう短歌エッセイ。

モテロボ

本なんて！本と作家をめぐる52話

冊

書名

ショートショートの缶詰

不屈

冊

家呑みしたくなること間違いなしの、おいしいエッセイ！アボカド塩辛、生ラー油の生みの親、うおつかさんの６年間の料理日記から厳選！
 作って食べられるおいしいエッセイ。このごはん、本にせざるを得ないっ。

冊

冊

冊

著者自身の日記をまとめたエッセイ集。ご自身の創作活動や家族との生活、特に10歳の息子さんとの交流は印象的で､父親として頑張るエピソードには共感必至。単なる身辺雑記に
とどまらないメッセージ性も感じさせる一冊。

七つ空、二つ水
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冊

『猫弁』シリーズの作者が、「猫と人の幸せの形」を真剣に追い求めた渾身の書き下ろし小説。猫の集会では大切なことが話し合われている――猫と人間が織りなす切なくあたたかい
「絆」の物語。

ノーベル文学賞受賞作家、幻の邦訳が待望の復刊!。人生には奇妙な出会いがよくあるものだ――少年時代、風変わりな大人たちと過ごしたパリ郊外の家で起きたこと。

冊

文
芸
・
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ

ョ
ン
・
人
文

アリスのままで

独走

廃墟に咲く花

嫌なことは後まわし

猫なんて！

たった40分で誰でも必ず小説が書ける超ショートショート講座

冊

冊

イラストレーター・安福望さんが、一日一首短歌を選び、ほんわかとした絵で彩る人気ブログ「食器と食パンとペン」。 人気の高かった選りすぐりの作品に加え、描き下ろし作品も収
録！！

累計300万部突破の『マンガで分かる心療内科』原作のゆうきゆうさん、待望の小説デビュー！ 心理学のエッセンスが詰まった、今までにないSFエンタメ小説。 表題作の『モテロボ』
の他、4編を収録。

まさか逆さま

冊

読んだり､嗅いだり､埋もれたり｡本への愛は人さまざま｡新旧52人の作家たちが綴る､珠玉の“本エッセイ”アンソロジー。

冊

全国47都道府県のご当地名物がショートショート小説に！読んでいると、観光地へ出掛けたり駅弁を食べたりして旅気分を味わえるようなイラストをふんだんに使用した、今までのタ
イトルとは異なった仕上がりになっています！

著名人たちによる猫にまるわるエッセイやマンガを集めたアンソロジー。本書は、数ある猫本の中でも類書が少ない現代作家を中心としたエッセイ集です。

若手ショートショート作家の田丸雅智氏が、小学生からシニアまでを対象に、小学校や図書館、カルチャーセンターなどで行なっている「ショートショートの書き方講座」を一冊にまとめ
た「ショートショートの書き方講座本」です。又吉直樹氏との共作ショートショート『歩く望遠鏡』も掲載！

古典的名作から現代の傑作まで、ショートショートの旗手・田丸雅智がこよなく愛する24作を編んだSSのベスト版！

世界中の青空をあつめて

「あなたはいま、あなたじゃないの」 介護するものとされるもの。その現実に向き合った意欲作！
アカデミー賞主演女優賞に2度輝く名女優、ヒラリー・スワンク主演映画の原作。

ショートショート診療所
キノブックスのWEBマガジン「キノノキ」にて大好評連載作品をショートショート作品集として待望の書籍化！
不思議な医者、奇妙な病院、不可解な薬、珍奇な病名…若手ショートショートの旗手である田丸雅智氏が、「医」のテーマパークへ皆様をご案内致します。

冊

ショートショート列車

【番線印】

ご担当

《ご注文ご返信先》 03-5908-2232

1/4



キノブックス刊行書籍注文書（2017年7月版）

　　　　　　　　　　株式会社　キノブックス
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〒163-1309
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東京都新宿区西新宿6-5-1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新宿アイランドタワー私書箱1540号

FAX　03-5908-2232 TEL　03-5908-2279

【番線印】

ご担当

著者 本体価格 発刊年月 ISBN ご注文

奈須　崇 1,600 2015年10月 9784908059254

山田　あかね 1,400 2015年10月 9784908059261

西村　佑子 1,500 2016年1月 9784908059308

「猫を想う」委員会 1,200 2016年1月 9784908059315

酒井　若菜 1,800 2016年2月 9784908059322

与謝野　道子 1,200 2016年2月 9784908059346

大原　省吾 1,600 2016年4月 9784908059360

前田　司郎 1,600 2015年5月 9784908059162

前田　司郎 1,500 2016年6月 9784908059414

吉田　恵里香 1,400 2016年7月 9784908059421

著：メアリー・メイプス
訳：稲垣みどり 2,200 2016年7月 9784908059445

堀　真潮 1,400 2016年12月 9784908059551

菊田　まりこ 1,200 2016年12月 9784908059575

柴門　ふみ 1,400 2017年1月 9784908059605

【キノ猫本】製作委員会 1,200 2017年1月 9784908059612

TSUKURU 1,000 2017年4月 9784908059674

福田　和也 2,000 2017年2月 9784908059636

小路　幸也 1,500 2017年5月 9784908059711

品田　遊 1,500 2017年6月 9784908059704

梶尾　真治 1,700 2017年6月 9784908059742

古井　由吉 2,400 2017年７月 9784908059735

冊

楽天の日々

名称未設定ファイル

デイ・トリッパー

冊

タイムトラベル・ラブストーリー。Webマガジン『キノノキ』好評連載企画を書籍化！最愛の夫・大介を結婚後わずか三年半で亡くした香菜子。叶わないと知りながら「大介に会いたい」と
願う香菜子の前に現れたのは……? 機敷埜風天が発明した遡時誘導機、通称“デイ・トリッパー"に乗って大介に会うため、香菜子は時を跳ぶ！！

へ
い

専業作家を目指す父、仕事に復帰した母、小学生の姉と弟。父が暮らす海辺の町を舞台にした、心温まる家族物語。
親子四人の心情の変化を、それぞれの視点から鮮やかに描く!

書名

冊

女優であり、文章力にも定評のある酒井若菜氏が、敬愛する男性の俳優やお笑い芸人、ミュージシャンの方々と対談し、さらに対談相手ひとりひとりについて書いたエッセイも収録す
る「対談＋エッセイ」！ 冊

冊

冊

さまざまな表情の猫写真×猫への愛情こぼれるひと事。猫好きの猫好きによる、猫好きのための1冊。
豪華な著者陣にも注目！角田光代/小池真理子/松本零士/町田康などなど。

冊

計画感染

オトナのたしなみ

冊

酒井若菜と8人の男たち

その笑顔のためなら、ニャンだってできるよ！

冊

冊

胸キュン猫写真60枚と、あま～い恋愛名言で綴る、究極の恋ニャイ(恋愛)本！

冊

ぶす占い

webマガジン『キノノキ』で多くのページビューを集めている人気エッセイの書籍化。女が年を取るということ / 女の仕事のやりどきはいつ? / 勝ち負けにこだわらない女子たち / 怒りを
にがす方法　などなど、人気著者らしい視点で共感を集める内容が詰まった1冊です！

鏡花、水上、万太郎

第一回ショートショート大賞　大賞受賞者、堀真潮のデビュー作！大賞受賞作品「瓶の博物館」を含む全24篇を収録。

劇作家、映画監督としても活躍する異才、前田司郎による“前田ワールド”真骨頂の意欲作！

ありがとうがしりたくて
「ありがとう」って何でしょう？もしかすると「ありがとう」の意味を知るために、わたしたちは生まれてきたのかもしれません。
累計110万部超えロングセラー絵本『いつでも会える』の著者、菊田まりこ　待望の復刊！

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

泉鏡花、水上瀧太郎、久保田万太郎の三人の関係を軸に明治、大正、昭和の社会、文壇を活写した著者渾身の評伝。
その他、獅子文六、佐多稲子、武田泰淳、壇一雄、小島信夫も登場！

風とにわか雨と花

未知のウイルスを運ぶ巨大な脅威と化した726便！パンデミックを恐れる政府が秘密裡に下した決断とは？鍵を握るのは、記憶を失った乗客の男。
歴史エンタテインメントや企業小説で圧倒的な筆力を見せつける著者が、息もつかせぬ新たなリアリティを描いた快作！

与謝野鉄幹・晶子夫妻の二男の妻として5人の子供を育てながら、エッセイストとしても活躍した著者による「気ばたらきのすすめ」。良好な人間関係や家族関係を築くための、日本人
ならではの心構えを学ぶことができる！！

ドイツ文学、グリム童話の専門家でもある西村氏による"魔女になる"ための入門書。歴史、暦から日常生活まで、魔女から学ぶことでこれまでの自分も変えることができる。

気ばたらきのすすめ

大統領の疑惑

道徳の時間/園児の血

小説デビュー作品『止まりだしたら走らない』が各所で話題となった、今注目の若手作家が鋭い分析力と想像力で紡いだ17篇。SNS、人工知能、フェイク・ニュース、管理・監視社会、
電脳世界など現実のリアルな事象をモチーフにした話から、近未来、超未来を舞台にした物語まで、SF、ブラックジョーク、パスティーシュなど様々なジャンルを横断する短篇集。

舞台・映画・ドラマと各方面で注目作を次々と発表し、世を揺さぶり続ける奇才が放つ、傑作短篇集。書き下ろし、話題作『ウンコに代わる次世代排泄物ファナモ』、幻の未収録作『悪
い双子』など全8篇を収録!。

１２年ぶり”自選”エッセイ集。単著では未収録だった掌編『平成紀行』も掲載。著者の”いま”を体現する充実の400頁超！！

にじゅうよんのひとみ
24歳の誕生日。ひとみの前に突然現れた赤ん坊。それはもう一人の自分、「0歳のひとみ」であった。。。
もう一人の「ひとみ」を通して人生を振り返り自分と向き合い、心の毒素を吐き出していく。まだ大人になりきれない女子の誕生日に起こったデトックスファンタジー。

抱卵

上方スピリッツ
元芸人で気鋭の喜劇作家が描く、関西お笑い小説。
ブラックマヨネーズ小杉竜一さんも推薦！「あの劇場の頃を思い出しながら笑った。元、同期の書く愛あふれる世界に泣いた」

犬に名前をつける日
名前のない犬たちと、彼らを救い出す人々を描いた、感動のドキュメンタリードラマの映画原作本。

あなたを変える魔女の生き方

猫を想うだけで、なぜ、こんなに幸せになれるのだろう

Twitterで話題沸騰!フォロワー約8万人！！次に流行る変な占いはコレ!?「きょうのゲイバー」のママ達が贈る、愛1%と毒99%の入り乱れたメッセージ。
パッと開いたページに、今日の運勢がある!

私たちは塩を減らそう

米大統領選を揺るがせたメディア界一大スキャンダルの真実。このスクープに脅かされた、政権か？それともメディアか？
「ニュースの真相」映画化原作！

《ご注文ご返信先》 03-5908-2232
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著者 本体価格 発刊年月 ISBN ご注文

岩井　俊憲 1,300 2015年7月 9784908059094

矢島　久美子 1,800 2016年7月 9784908059438

岩井　俊憲 925 2016年9月 9784908059476

河野　真杞 1,350 2016年9月 9784908059483

佐和田 久美 1,300 2017年4月 9784908059698

岩井　美弥子 1,200 2016年12月 9784908059568

黒田　剛 1,300 2017年2月 9784908059629

田中　千絵 1,500 2017年3月 9784908059582

松尾　たいこ 1,600 2017年5月 9784908059681

小山　健 1,200 2016年6月 9784908059407

齋藤　孝 1,500 2014月11月 9784908059025

齋藤　孝 1,500 2016月4月 9784908059377

齋藤　孝 1,500 2016月8月 9784908059469

植西　聰 1,200 2016月5月 9784908059391

少林山達磨寺住職
廣瀬　正史 1,300 2016年11月 9784908059520

菅下　清廣 1,000 2016年10月 9784908059513

齋藤孝先生によるヒット作『超訳語録シリーズ』第2弾！熊本にて『五輪書』を書き上げ、熊本の地にて没した、日本史上最強の漢にして哲学者としても顔もあわせ持つ宮本武蔵。その
重みのある人生指南100の言葉を収録。様々な困難な状況の中でも生き抜くための強靭な精神を培える1冊。

時代を超えて肚に響く吉田松陰の言葉を齋藤孝が超訳&解説! 見開き構成で読みやすい。

東京お遍路ゆる散歩
お遍路が東京都内でもできるって知っていましたか?　自分探しや開運・縁結び、健康促進や名所巡り…etc。いろいろな目的で、巡り方は順番どおりじゃなくてもOK!
東京版お遍路、「御府内八十八ヶ所」を、人気イラストレーターで、親しみやすいエッセイにも定評がある著者がゆるゆると巡る、イラストエッセイ。

子供から大人まで楽しめる、紙を使ったアイデアグッヅの作りかたを紹介。また、それを使って人とつながる新鮮なコミュニケーションのかたちを提案。
帯文は著者と親交が深い皆川明s氏（ミナ　ペルホネン）。創作に使える型紙付き！ 冊

3,000万人以上を分析した統計心理学i-colorで、親をわが子を思いやりの【共感】、干渉を嫌う【独立】、気分次第の【直感】に分類してそれぞれのタイプごとに解説。
親の悩みはこれですべて解決できます！

逆境だからこそ常勝軍団！青森山田高校サッカー部の名監督が明かす、指導・教育・育成・改革論！
帯には、岡田武史・元サッカー日本代表監督のコメント入り！

冊

子どもの才能を必ず引き出す！リトピュア式「3つの絶対」教育法
0歳からの基礎力作り！勉強、スポーツで「結果を出す子」に育つ！
子どもの成長をすぐに実感できる、15分×3クラス、レッスンDVD付！

冊

冊
親と子のアドラー心理学

紙と日々、　つながりを手作りする楽しみ

著書多数！カウンセラーとして“アドラー心理学”を長年伝えてきた岩井俊憲氏による、子育てへの応用、実践の書！

勝ち続ける組織の作り方　青森山田高校サッカー部

子どものやる気を引きだす親 うばう親

部屋を片づけるだけで子どもはぐんぐん伸びる！

冊

図でわかる 親と子のアドラー心理学

冊

冊

「勇気づけ」を基本とした考え方を応用し、本書のステップにしたがって家計管理するだけで無理のない貯蓄が実現します！
冊

冊

超訳　吉田松陰語録　運命を動かせ

未来を変えるいい言葉　～最速で一流になる88のひと言～

冊

変革の時代を生き抜いた超人に学ぶ『超訳語録』シリーズの第3弾。数々の名著を残した教育者であるだけでなく、多くのビジネスモデルを指南した経済人の顔も持つ、「新しい時代を
創りだし、体現していく」精神と行動力がいまなお色褪せない福澤諭吉の100の言葉を徹底解説！

超訳　宮本武蔵語録　精神を強くする『五輪書』

冊

母の手術費を稼ぐために、シマウマ国に飛んだツバメの兄妹。 敗戦後の焼け野原から、ライオン国の援助を受けて、少しずつ経済成長していくシマウマ国だったが…。
 最終章は、2016年以後の日本を「経済の千里眼」の異名を持つ著者が大胆予測! !

冊

観光名所としても有名な達磨寺の住職が教える「禅」のエッセンス。「禅語」のなぞり書きで気持ちを整えて過去の自分を捨てていく。
ストレスの多い現代社会、多忙な日々を送るビジネスマンにも親しんでいただきたい1冊です！

冊

超訳　福澤諭吉語録　新しい時代を創れ
冊

冊

おとぎ話でわかる戦後ニッポン経済史

冊

冊

すぐに変わりたい、今の自分に満足できない、先が不安でたまらない、、、そんなあなたに贈る大ベストセラー『平常心のコツ』著者の最新刊！

迷いがすーっと消える かきすて禅語帖

osaka.sora
仕事の合間にデスクや屋上で、時にはランチを食べながら、はたまたオフの日に、三十路、独身、出版社勤務の男女二人を定点観測した新しいお仕事マンガ。

お金の不安が消える アドラー流 家計管理

ロングセラー『親と子のアドラー心理学』の図解版。図がたくさんでわかりやすく、忙しいママものおすすめ！

冊

冊

冊

ハウスクリーニング・家事代行会社を立ち上げ、これまで3000件の家庭を見てきた著者が教える片付け＝子どもの能力アップの法則！
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【番線印】

ご担当

ゆうきゆう 1,300 2017年1月 9784908059599

大杉潤 1,300 2017年2月 9784908059643

潮凪洋介 1,300 2017年3月 9784908059650

相川秀希 1,300 2017年3月 9784908059667

矢島　里佳 1,300 2017年5月 9784908059728

千住　博 1,800 2015年1月 9784908059049

326（ナカムラミツル） 1,800 2015年2月 9784908059056

泉鏡花/作　金子國義/画 2,300 2015年7月 9784908059209

著：ギィ・リブ
訳：鳥取絹子 1,600 2016年8月 9784908059452

にしゃんた 1,600 2015年9月 9784908059186

三枝　成彰 1,700 2014年2月 9784908059032

岩谷　圭介 1,400 2015年8月 9784908059193

竹内　薫 1,500 2016年3月 9784908059339

川崎　悟司 1,500 2015年12月 9784908059285

326（ナカムラミツル） 1,300 2015年2月 9784908059063

著：ジャンヌ・ウィリス
訳：堀江里美 700 2015年11月 9784908059278

800 2015年12月 9784908059155

やりたいことを次々と実現する人の心理術

上司、クライアント、妻、女友達・・・。相手に言い放しにされない、優位に立つ返し方を『もやもや』『イライラ』するシチュエーション別に紹介！
第一章　社内で恐れられるくらいの存在になれ！　第二章　クライアントが離さない人間になる！　第三章　愛され続ける男になる！など直ぐに使える切り返し方を伝授！

世界のエリートが実践している　目のつけどころ　ものの考え方
早稲田塾創業者である著者が、世界のエリートが行う『アクティブ・ラーニング』でこれからのビジネスに必要な臨機応変に対応し、プラスαの解を導き出すための思考法が身につけ
られる方法を紹介！帯推薦文は竹中平蔵氏！

『マンガで分かる心療内科』の原作者が明かす今日から始められる目標達成の簡単メソッド！
冊

34年間、毎年300冊ものビジネス書を読破している著者が、入社3年目までにビジネスマンが直面する悩みや疑問に、10000冊のビジネス書から厳選した言葉を引用し、Ｑ＆Ａ形式で
答える！悩み、疑問別に引きやすい目次構成！
悩み・疑問別に引きやすい目次構成。デキる男の超切り返し術

冊

天守物語

人気イラストレーター326が放つ15年ぶり待望の最新作品集。
冊

冊

やりがいから考える自分らしい働き方

冊

ピカソ、ダリ、シャガール…。どうして贋作は出回るのか？アート業界の大組織、大物たちが、実名で生々しく描かれる衝撃のノンフィクション。
天才贋作作家が暴くアート業界の裏側。

３２６Ⅲ　ナカムラミツル作品集Ⅲ

自分に嘘をつかず、素直に働きたい人のための一冊。経済低迷期、バブル後の世界が育てた世代に、今を力強く、そして豊かに生きるヒントを学ぶ。
著者紹介：「日本の伝統を次世代につなぎたい」という想いから、株式会社和えるを設立。メディアに多数出演し、注目されています！

ブッダと歩く神秘の国スリランカ

驚天動地のクラシック

冊

スリランカ生まれの社会学者だから書ける、聖なる島の魅力、歴史、知られざる物語。

ピカソになりきった男

すごい古代生物　ようこそ、奇跡の「もしも動物園」へ

冊

冊

2015年3月に亡くなられた金子國義氏の《遺作》画文集。 泉鏡花『天守物語』をテーマとした作品をメインに作品を収録。監修は作家の津原泰水氏。未発表の作品もあり！

冊

クラシック音楽は、なぜここまで世界に広まったのか?クラシック音楽は、なぜグローバル・スタンダードになりえたのか?
その驚きの理由を、わかりやすく解説!。本書の内容と連動したオリジナル特別音源を無料配信。

冊

宇宙を撮りたい、風船で。

「生活すること」を通して、「もしその星に住むとしたら」どういった設備の住まいになるのか？どんなものがあったら住めるようになるのか？なぜその設備が必要なのか？などをイラス
トや図版も入れて、宇宙や星の特徴、仕組みを分かりやすく解説します。イラストは『へんないきもの』シリーズでおなじみの寺西晃氏です。

名画は語る

パディントン　シールであそぼう！わくわくクイズブック

冊
マーマレード・サンドイッチの用意はできたかな？
さあ、シールをペタペタはりながら、ゲームやクイズで、パディントンとあそぼう！

冊

冊
美人ママから産まれた不細工なネコ“フユ"。きょうだいたちとの違いに疑問を持ちながらも仲良く暮らしていたある日、ひょんなことから家族を追い出され、行き着いた先はなんとライ
オンの群れ。326が描く現代版「みにくいアヒルの子」。

冊

冊

住んでみたい宇宙の話

冊

冊

冊

見たこともない古代生物たちの“生きた”姿の数々―。この仮想の動物園は太古の地球に生きたさまざまな動物たちが、「もし現代に生き残っていたら」どのように人と共存し、生きた
かを展示飼育する夢のようなテーマパークです。会うことの叶わなかった古代動物たちの生き生きとした姿をぜひお楽しみ下さい。

みにくいこねこ

パディントン　ムービーストーリーブック

冊
大都会ロンドン。ジャングルからやってきた“小さな紳士”の大冒険が今始まる！！
2016年1月15日（金）全国公開の映画「パディントン」の完全ノベライズ本！

メディアで大反響！１００円ショップやホームセンターで手に入るもので作る撮影装置を打ち上げ、やがて宇宙に手が届くまでの記録。
2015年10月TBS「情熱大陸」に出演。

入社3年目までの仕事の悩みに、ビジネス書10000冊から答えを見つけました

なぜ「この絵」は歴史に残ったのか? 多くの絵画が存在するなかで、「いい絵」は何が違うのか?画家たちの情熱の正体を世界的に活躍する日本画家・千住博氏が同じ画家の目線で
迫ります。美術の常識を覆す渾身の一冊。
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