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3月30日(火)発売

Fantastic Origami Sea Creatures 
��������������������������
著者　Hisao Fukui 
ISBN 978-4-8053-1578-1  2,200円（本体価格）  
Hardcover   225×286 mm  112ページ   

おすすめ
タイトル

Sushi Party 
�������
�	������������
著者　Ken Kawasumi 
ISBN 978-4-8053-1590-3  1,800円（本体価格）  
Paperback   195×255 mm  96ページ   冊

注文数

和食

タトル出版2021年3月新刊のご案内
川澄健のいちばんおいしい ! 飾り巻きずし & 飾りちらしの
作り方（主婦の友社刊）英訳版

Learn to Draw Manga Women 
��������������
���
著者　kyachi 
ISBN 978-4-8053-1608-5  1,800円（本体価格）  
Paperback   220×278 mm  144ページ   冊

注文数

漫画技法書

冊

注文数

おりがみ

動きのあるポーズの描き方 女性キャラクター編 ( 玄光社刊 ) 英訳版

リアル折り紙 水の中を泳ぐ生きもの編（河出書房新社刊）英訳版

躍動感のある女性キャラクター
の描き方が身につく漫画技法書。
女性の身体の特徴と、美しくて動
きのある女性キャラクターの描
き方を解説します。正中線などの
軸や重心のとり方、背骨の動きの
基礎、またシワの描き方など、豊
富なポーズバリエーションが収
録されています。

立体折り紙作家の福井久男が、リ
アリティのある水中の生き物 20
種類の作り方を伝授。ダイオウイ
カ、しろながす鯨、シロクマ、金
魚、先史時代の生物など、幅広く
細かい設定のモデルを収録。芸術
性が際立った作品たちは、創作だ
けでなく、鑑賞としても楽しむこ
とができるでしょう。

川澄 健 ( かわすみ けん )   1956 年神奈川県鎌倉市生まれ。東京築地の「日本
すし学院」主席インストラクターを務める。テレビ東京の「TVチャンピオン」
で 3 度優勝の実績を持つ。日本はもとより世界中に飾り巻きずしを広めた飾
り巻きずし界の第一人者。主な著作に『川澄健のいちばんわかりやすい飾り
巻きずし』 ( 主婦の友社 ) などがある。

著者紹介

食卓も華やぐ 55 種類の飾り巻きずし、飾りちら
しすしの作り方を、豊富な写真とともに紹介しま
す。酢飯の作り方や、食材の準備や取り扱いの注
意点、海苔の切り方や巻き方、盛り付けのテク
ニックまで丁寧に解説。カメ、サル、柴犬、イルカ、
桜、ハイビスカス、菊、パフェ、人形、富士山など、
かわいくて美味しいお寿司を誰でも簡単に作る
ことができます。

ご注文 Fax 03-5437-0755
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ご担当者 様

フリー入帳・パターン配本なし

和食

冊

注文数

タトル出版2021年3月新刊関連書
【既刊】のご案内

寿司と刺身のレシピ集
コンパクトサイズの英語による和食レシピ集
「ミニ・クックブック・シリーズ」の寿司、刺身編。
酢飯の作り方や魚の切り方など調理の基本か
ら、握り寿司、巻き寿司、おいなりさん、刺身など
定番のレシピを掲載しています。

Manga & Anime Masters: 
Drawing Fantastic Female Fighters 
����������������������������������������������
著者　Hisashi Kagawa, Yoshihiko Umakoshi  
ISBN 978-4-8053-1584-2  2,100円（本体価格）  
Paperback   186ｘ254 mm   176ページ 冊

注文数

漫画技法書

香川 久 x 馬越嘉彦著『 バトルヒロイン作画&デザインテクニック』
(玄光社刊）英訳版

リアル折り紙　空を飛ぶ生きもの編（河出書房新社刊） 英訳版

『美少女戦士セーラームーン』や『フレッシュプリキュア ! 』などの作画・キャラクター
デザイン監督である香川久と、『ハートキャッチプリキュア ! 』で東京アニメアワーズ
個人部門受賞歴のある馬越嘉彦が、闘う女性ヒロインの表情やポーズの描き方テク
ニックを解説します。実践的なプロのアドバイスは必見 !

Fantastic Origami Flying Creatures 
�
�	���������������������
著者　Hisao Fukui
ISBN 978-4-8053-1579-8  2,100円（本体価格）  
Hardcover   225×286 mm  112ページ

冊

注文数

おりがみ

「リアル折り紙の会」代表、福井久雄が、24 種類の精巧な鳥、空飛ぶ昆虫、翼のある
恐竜などを、おりがみで作成する方法を紹介します。初級から上級レベルまで、詳
しい図解入りの手順解説が充実しています。また複雑な工程部分は写真とともに
上手に折るコツを解説します。

Quick & Easy Sushi and Sashimi 
(Mini Cookbooks) 
著者　Susie Donald
ISBN 978-4-8053-1162-2  480円（本体価格）  
Paperback   135×200 mm  64ページ

ご注文 Fax 03-5437-0755
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ご担当者 様

フリー入帳・パターン配本なし

冊

注文数

日本文化紹介

タトル出版2021年3月【重版】のご案内

現代日本の文化風習を
理解できる１冊

ロジャー・デイヴィスによる
日本文化論。
今や日本文化を理解するうえでも重要な一冊として、
全国で大学の教科書として多数採用されています。

日本人とその社会を動かしているものは何なのか―――。
そうした本質的な問いを「曖昧」「甘え」「天下り」「沈黙」
「頑張り」「義理」「腹芸」「謙虚」「先輩と後輩」「わびさび」
「贈答」など全部で 28 のキーワードから紐解いていき、日
本人の価値観や行動パターン、コミュニケーション方法を
探求していきます。
また日本における子育てや公私分別の仕方、社会における
女性の役割といったテーマについても論じています。
各章の後にはディスカッションのトピックを設け、多文化
への理解を促す設問も収録しています。

本書は日本社会における特異性をわかりやすく紹介してお
り、ビジネスマン、旅行者、学生など日本と関わりをもつ
人々にとって貴重なリソースとなり、学校の教材としてだ
けでなく、日本文化に興味を持つ全ての人にとっても有益
な一冊となるでしょう。

The Japanese Mind
�������������������������������������������
著者　Roger J. Davies, Osamu Ikeno
ISBN 978-4-8053-1021-2   1,700円（本体価格）
Paperback   140×216 mm  280ページ  

ロジャー・デイビスの著書

The Japanese Culture
����
������������	�����������������������
著者　Roger J. Davies
ISBN 978-4-8053-1163-9   1,900円（本体価格）
Paperback   140×216 mm  160ページ  冊

注文数

★ロングセラータイトル★

ご注文 Fax 03-5437-0755


