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本体価
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本体価

書名 ISBN

菊池真以 KP00041978 山と溪谷社 202008 EPUB(固定） ¥4,224 ¥8,448

ときめく雲図鑑 9784635202466

譽田亜紀子【著】 新津健【監修】 KP00042232 山と溪谷社 201612 EPUB(固定） ¥4,224 ¥8,448

ときめく縄文図鑑 9784635202367

山﨑真由子 今野光 KP00042248 山と溪谷社 201702 EPUB(固定） ¥3,960 ¥7,920

ときめく文房具図鑑 9784635202381

高橋マキ 内藤貞保 KP00042253 山と溪谷社 201612 EPUB(固定） ¥3,696 ¥7,392

ときめく和菓子図鑑 9784635202374

中村文【文】 水野克比古【写真】

多田多恵子【監修】
KP00042264 山と溪谷社 201702 EPUB(固定） ¥4,224 ¥8,448

ときめく花図鑑 9784635202343

尾園暁【写真・文】

岡本信明【監修】
KP00042306 山と溪谷社 201708 EPUB(固定） ¥4,224 ¥8,448

ときめく金魚図鑑 9784635202404

永田美絵 廣瀬匠【解説】

山と渓谷社【編】
KP00042323 山と溪谷社 201208 EPUB(固定） ¥4,224 ¥8,448

ときめく星空図鑑 9784635202220

NO

内容紹介
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最近、雲の名前が知りたくなりました。  すべての雲には名前がある？　 もっとも身近

な自然である雲を、気象予報士の菊池真以さんが解説します。  基本となる10種

類の雲「きほんの10種」、 ほか空に現れるときめく雲たち「かわいい雲」「きれいな

雲」「ふしぎな雲」「すごい雲」「めずらしい雲」、 雲と光が作るコラボレーション「光×

雲」など、 充実した種類の雲を美しい写真とともに紹介。  また「雲の正体の解説」

「雲を発見した人々」「季節でときめく雲風景」「空の色の辞典」「雲撮影のコツ」

など、 雲と毎日を楽しむための情報が満載です。

  土偶、土器、縄文鍋に縄文人等々、縄文時代にどこか心を魅かれているあなたに

ピッタリの一冊をお届けします。  さまざまな土偶や暮らしの道具、装飾品の数々。 知っ

ているつもりで知らなかった、心ときめく縄文人の感性に触れることができます。  縄文

人が生きてきた証。縄文時代の品々を眺めながら、それらを使って日々を紡いだ人た

ちを少しでも近くに感じ、あなただけの縄文時代の逸品を探してみてください。

◆ story1:縄文へのラブレター ◆  story2:ようこそ、ときめく縄文ワールド  ◆

story3:縄文人に近づいてみる ◆story4:縄文時代を知る

トラディショナルな文房具の魅力を丹念にご紹介。   「書く」「書かれる」「消す」「切

る」「測る」「貼る」「留める」の7つの観点から、定番アイテム＆懐かしい文房具の

魅力に迫ります。   東西キニナル文房具ショップ探訪や、さまざまな職業の方の愛

用文房具も覗き見します。

◆ Story1:文房具の豆知識 ◆ Story2:文房具コレクション ◆ Story3:メカニ

ズムを識る ◆ Story4:文房具なヒト  ◆Story5:懐かし文房具博覧会 ◆

 Story6:ときめく文房具店

おいしいだけでない、見た目にも美しくかわいい和菓子。 本書は美しい和菓子写

真とともに、和菓子の歴史、季節、種類、素材、デザインなどを紹介した、とことん

「和菓子にときめく」ことにこだわった書籍です。  和菓子に興味のあるすべての方に

おすすめしたい１冊。  

◆ story1:和菓子の記憶 ◆  story2:季節の和菓子12カ月 ◆  Story3:和菓

子のお品書き ◆story4:和菓子を訪ねて ◆story5:和菓子の基礎知識

 春夏秋冬の移り変わりとともに、色とりどりの美しさを見せる日本の花。 本書では、

野生・園芸にかかわらず人の文化とともに、人のそばで咲いてきた花に登場しても

らっています。その舞台となるのは古都、京都です。身近な花と人が紡ぎ続けてき

たストーリーをお楽しみください。

◆story1: 花の記憶  ◆story2: 花の物語 ◆story3:花の生態系 ◆

story4:華麗なるバラの世界 ◆story5:そして人は花を

いままで知らなかった金魚たちに出会える新感覚の金魚図鑑。  かわいい金魚たち

のプロフィールはもちろん、金魚の歴史や文化、金魚と出会えるスポットまで。 カル

チャー的存在としてアートでも大人気の金魚、そんな金魚と幸せに暮らす方法が

わかる一冊。

  ◆ Story1:金魚の履歴書 ◆  Story2:ときめく金魚達 ◆  Story3:もっと知りた

い金魚のこと ◆story4:金魚を愛する人々 ◆story5:金魚の飼い方

ふだん見上げている夜空に、こんなに美しい星たちが瞬いていることを知っています

か？  本書では、折々によく見られる星たちを厳選して、四季別に掲載。 プラネタリ

ウム解説員の永田美絵さんによるやさしい解説で、星の位置や見つけかた、まつ

わるエピソードなど、はじめてでも星のことがよくわかります。  太古から愛される星座

たちの誕生のお話から、それぞれの星にまつわる神話、宇宙のしくみ、天体観察と

撮影のポイントまでナビゲート。  ロマンチックで不思議な星空の世界をたっぷりと満

喫してください。



著者 Product　ID 出版社名
底本刊行

年月
フォーマット

同時

アクセス1

本体価

同時

アクセス3

本体価

書名 ISBN

NO

内容紹介

清水柾孝【文】

当山礼子【写真】
KP00042367 山と溪谷社 201803 EPUB(固定） ¥4,224 ¥8,448

ときめくラン図鑑 9784635202411

TOKIIRO【文】

本浪隆弘【写真】
KP00042368 山と溪谷社 201803 EPUB(固定） ¥4,224 ¥8,448

ときめく多肉植物図鑑 9784635202442

峯水亮 KP00042414 山と溪谷社 201808 EPUB(固定） ¥4,224 ¥8,448

ときめくクラゲ図鑑 9784635202459

元木はるみ KP00042421 山と溪谷社 201809 EPUB(固定） ¥4,224 ¥8,448

ときめく薔薇図鑑 9784635202428

池田菜津美　西田省三 KP00042518 山と溪谷社 201608 EPUB(固定） ¥3,432 ¥6,864

ときめくヤマノボリ図鑑 9784635202350

おぴ～とうもと【写真・監修】

石綿美香【監修】
KP00042519 山と溪谷社 201611 EPUB(固定） ¥4,224 ¥8,448

ときめくインコ図鑑 9784635202336

池田等【監修】　寺本沙也加【文】

大作晃一【写真】
KP00042520 山と溪谷社 201608 EPUB(固定） ¥4,224 ¥8,448

ときめく貝殻図鑑 9784635202329
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体の90%が水でできているクラゲは、海面や海中をゆらゆらと浮遊する「プランクトン」と呼

ばれる生き物。そんなクラゲを眺めているだけで、知らぬ間に癒されてしまいます。  クラゲと

はどういう生き物なのでしょう？どのような種類がいるのでしょう？なぜ透明なのでしょう？ク

ラゲの毒は？クラゲに魅せられた人々の文化史は？ 等々、謎多きクラゲを、水中フォトグ

ラファー峯水亮氏の最高に魅力的な写真とともに理解し”ときめく”を体感するための図鑑

です。  

◆ Story1:クラゲの記憶 ◆story2:ゆらめくクラゲの世界へ（図鑑) ◆story3:クラゲ

の秘密 ◆story4:クラゲのときめく ◆story5:クラゲに出会いに

薔薇を愛でる楽しみから、育てる、食べる、香る、飾る楽しみまで、バラの魅力を余すこと

なく網羅。  ときめく図鑑シリーズに薔薇が登場！ 園芸花の中でも最も人気を誇る薔薇。

切花を飾って愛でるだけでなく、庭で育てる、香りを楽しむ、食べて楽しむ･･････など、

我々の暮らしを彩り、生活に溶け込んでいます。  著者の元木はるみ氏は、日本ばら会認

定上級指導員であり、カルチャースクールで講演をしたり、シーズンには自宅で薔薇パー

ティーを開催し、その様子が2018年6月にテレビにも紹介。元木邸の庭に咲く薔薇写真

も見どころです。

8

近年の登山ブームで、街角でもポスターなどで山の美しい風景や山登りの様子をよく見か

けるようになりました。 山の世界に興味をもつ人が増えてきている今日このごろ、この本は

その入口となります。  山登りに関心はあるけれど、いったい山にはどんな魅力があるのかもっ

と知りたい、という方に最適です。かつてない「山登り」トキメキブック！

◆  story1:山のひみつ ◆  story2:山のすてきカタログ ◆  story3:日本の山をもっと知り

たい ◆story4:山に近づくギアタクティクス ◆story5:人から山へのアプローチ

 かわいく愛らしいいんこを文学的テイストを加え、カルチャーとしてご紹介。 

◆ story1:インコの記憶～インコが人間と一緒に暮らすようになっら歴史や野生のインコ

たちの生き方など、インコをめぐるストーリー ◆story2:カラフルなインコたち～インコ・オウ

ム・フィンチの仲間99種をはじめ、色変わりなどを合わせると140種類以上を紹介 ◆

  story3:インコの身体のしくみ ◆story4:インコと暮らす～インコを飼うにあたって知ってい

きたい、インコと幸せに暮らすキホン ◆story5:インコと出会える場所～外でインコたちと

出会えるスポットを紹介

浜辺で貝殻を探すのが楽しくなる！気軽に貝の世界を知るならこの1冊！ 貝の世界を知

りたい人や美しい貝殻を眺めて楽しみたい人から浜辺を歩くのが好きな人など、貝に興味

がある人、必見。  わずか数センチの殻に神秘的な色彩と造形を宿す貝に、私たち人類は

古代から魅了され、貨幣や装飾品などさまざまな形で用いてきました。現在でも浜辺など

で見つかる 美しい貝殻には誰もが心ときめくもの。 本書では数ある貝殻のうち、本当に美

しい貝殻にしぼって、貝殻の世界を紹介した貝殻入門書です。 貝殻に詳しくないけれど、

貝殻の世界を知りたい人、美しい貝殻を眺めて楽しみたい人におすすめの一冊です。

植物の知恵から生まれた不思議な容姿や習性。奇妙でいて、美しいランの新しい世界を

楽しむための新しい図鑑!  植物界の進化系の位置付けであるランの魅力をご紹介。  地球

上の被子植物の中で一番最近になって出現した植物である「蘭orchid 」は、この世界

に存在する植物の「進化系」と言ってよく、未来的な植物。現存する蘭は約1000属、2

万5000種。地球上の顕花植物の約1割にあたります。彼らは、繁殖のために進化し形

を変えてきた結果、見たこともない形の花や形態へと変化、虫だけならず、私たち人間も

魅了してきました。本書は、そんな不思議な蘭の魅力と面白さ美しさを身近に感じて頂く

ための一冊。

 多肉植物アレンジメントのスペシャリストが「ときめく」約80種の美しく奇妙な多肉植物た

ちを紹介!! 多種多様な多肉植物の中から、とくに面白く美しい「ときめく」多肉植物が一

冊に。  定番ともいえるベンケイソウ科もサボテンやチランジア（エアプランツ）、コーデックス

も掲載。20,000種以上ある多肉植物の中から、圧倒的なビジュアルの強さと魅力ある

ものを厳選。写真が満載です。

◆ story1:多肉植物の記憶  ◆  story2:まるで宝石！多肉植物の森 ◆story3:多肉

植物と時間の旅 ◆story4:多肉植物と暮らす ◆story5:多肉植物とお散歩
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今泉忠明【監修】　福田豊文【写真】

なかのひろみ【文】
KP00042521 山と溪谷社 201603 EPUB(固定） ¥4,224 ¥8,448

ときめく猫図鑑 9784635202312

門賀美央子【文】　アマヤギ堂【画】

東雅夫【監修】
KP00042522 山と溪谷社 201607 EPUB(固定） ¥3,960 ¥7,920

ときめく妖怪図鑑 9784635202305

土屋香【文】　土屋健【監修】 KP00042523 山と溪谷社 201605 EPUB(固定） ¥4,224 ¥8,448

ときめく化石図鑑 9784635202299

塩野正道　塩野暁子【著】

鏡味麻衣子【監修】
KP00042524 山と溪谷社 201608 EPUB(固定） ¥4,224 ¥8,448

ときめく微生物図鑑 9784635202282

田中美穂【文】　伊沢正名【写真】 KP00042680 山と溪谷社 201402 EPUB(固定） ¥4,224 ¥8,448

ときめくコケ図鑑 9784635202251

今森光彦 KP00042681 山と溪谷社 201407 EPUB(固定） ¥4,224 ¥8,448

ときめくチョウ図鑑 9784635202275

19

15

16

20

17

18

世界でいちばんかわいい猫図鑑！ 大人気動物写真家、福田豊文氏によるかわ

いい猫写真が満載です。  私達にとって最も身近な動物である猫。 本書は、猫好

き、猫に興味をもちはじめた方々に向けて、ふつうの図鑑写真とはちがった、よりき

れいで、より可愛い、そして何よりも“ときめき”を大切にした猫の写真を選りすぐっ

て掲載した新感覚の猫図鑑です。  登場する描種は約40種類。とんだり跳ねたり

寝転んだり・・・描種ごとに愛らしい猫の姿を見ることができます。また、それぞれの

猫について、性格や歴史、魅力などを読みやすい短い文章でまとめています。図

鑑ページ以外にも猫にときめく写真と情報が満載。

まるでファッションの世界から飛び出したようなカラフルなチョウや、地味ながらも愛く

るしいチョウたちを、通常の図鑑のように学術的な分類でなく、文系・アート系テイ

ストで編集しています。  写真集を眺めるように楽しめ、かつ、必要な図鑑的情報

もしっかり盛り込まれて、チョウの生態や不思議、チョウをとりまく文化にまで迫りま

す。  チョウの標本写真に加え、生態や幼虫・さなぎの写真などをふんだんに盛り込

み、見やすく楽しく、手に取りやすいカジュアルな図鑑に仕上げました。生物学的

な基礎知識はもちろんカルチャーとしてチョウを楽しむ提案もある斬新なビジュア

ル・チョウ・ブックです。

『苔とあるく』の待望の第2弾です。   前著からさらにコケワールドに踏み込んだ、 「も

う少しコケの種類がわかるようになりたい人のための本があれば」 という願いから誕

生しました。   本書の大部分を占める図鑑ページは、田中美穂が執筆を担当して

います。  またコケの写真を撮り続けてきた自然写真家・伊沢正名氏による、これ

まで未公開だったコケの写真を贅沢に掲載しています。   これに合わせて、区別し

づらいコケの特徴を、田中氏と伊沢氏による補足写真やイラストで説明。  さらにコ

ケのライフサイクルやコケのありかを推測する方法、コケの観察中に見つけた動植

物など、コケについて全く知らない初心者から上級者まで役立つ内容です。

ミクロな世界のときめきワールドをご案内。 プランクトンを中心にときめきの微生物

ワールドを紹介いたします。肉眼で見ることが難しいので気づくことはほとんどありま

せんが、水のなか、土のなか、空気中、微生物は世界のどこにでもいます。なかに

は、私たちの体のなかや、皮膚の表面でくらしているものもいます。この世の中は微

生物が活動することで、お互いにつながり、機能しています。微生物を知ることは、

この世のパラレルワールドを知ることです。  

◆Story1: 微生物の記憶 ◆  Story2:プランクトン図鑑 ◆story3:もっと！微

生物 ◆story4:世界をつなぐ微生物 ◆story5:ワンダフル微生物ライフ

カジュアルで手に取りやすい、今までにない化石入門の一冊です。化石は実に多

様な生命がいたことを私たちに教えてくれます。また化石を調べることで、過去の

世界を創造することができます。化石は過去と私たちとの懸け橋なのです。化石

は見るだけでドキドキワクワクするもの。変な形、キモカワイイ、化石をみたとき印象

はひとさまざま。そんな中の面白さ、楽しさをお伝えします。

◆story1:化石の記憶 ◆story2:化石標本室 ◆story3:化石を求めて ◆

story4:化石の世界

 

 これまでに企画・刊行された妖怪図鑑は、研究者やマニアを対象とする専門的な

ものか、ジュニア向けの入門的なものか、そのどちらかであるケースがほとんどでし

た。 本書はそのどちらでもない、「妖怪」についてニュートラルな立ち位置の皆さんを

メイン読者に想定しています。  小説や漫画、映画やアニメ、ゲームや玩具……い

まや、ありとあらゆるエンターテイメントの世界に跳梁跋扈している、世にも奇妙な

容姿と名前と特性を有するキャラクターたち--「妖怪」「お化け」「化け物」「モノノ

ケ」など不思議な存在/現象について、これだけは押さえておきたい基本知識を、

豊富な図版とイラストをまじえて、分かりやすく詰め込みました。
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