2019年9月1日〜30日発売の刊行物をご紹介いたします。

2019

9

September

ＮＨＫドラマ・ガイド

Part 1

主演 戸田恵梨香
︵川原喜美子役︶

9月25日
発売

定価・価格改定のお知らせ

本案内に記載の定価・価格は、
２０１9年9月３0日までの金額
です。10月１日以降は、消費税率の変更に伴い定価・価格が
変わりますので、ご注意いただきますようお願い申し上げます。

2019年
書籍

書

9月の新刊

名

定価・価格

発売日

1,620円

25日

1,026円

10日

864円

10日

1,188円

10日

918円

10日

1,620円

10日

1,512円

12日

1,728円

5日

1,404円

5日

1,026円

20日

1,026円

20日

1,620円

12日

1,620円

20日

定価・価格

発売日

1,296円

25日

1,188円

30日

（本体）

ＮＨＫブックス「幕府」
とは何か 〜武家政権の正当性

（1，
500円）

ＮＨＫ出版新書

日本語と論理 〜哲学者、その謎に挑む

（950円）

ＮＨＫ出版新書

世襲の日本史 〜「階級社会」はいかに生まれたか

（800円）

ＮＨＫ出版新書

誰も知らないレオナルド・ダ・ヴィンチ

ＮＨＫ出版新書

革命と戦争のクラシック音楽史

（1，
100円）

（850円）

しま

いのちの終いかた 〜「在宅看取り」一年の記録

（1，
500円）

ＮＨＫダーウィンが来た！ 恐竜スゴすぎ クイズ図鑑

（1，
400円）

きょうのぼくはどこまでだってはしれるよ

（1，
600円）

賢い冷蔵庫 〜ラクするためのおいしい下ごしらえ

（1，
300円）

ＮＨＫまる得マガジンプチ

みそ玉

（950円）

ＮＨＫまる得マガジンプチ

麹 〜手づくりみそ、甘酒、塩麹

（950円）

写楽とお喜瀬

（1，
500円）

俳句を愛するならば

（1，
500円）

雑誌

誌
ＮＨＫドラマ・ガイド 連続テレビ小説
ＮＨＫ大河ドラマ・ガイド

名

（本体）

スカーレット Ｐａｒ
ｔ１

（1，
200円）

いだてん 完結編

（1，
100円）

ＮＨＫ ＣＤ ＢＯＯＫ Ｅｎｊｏｙ Ｓｉｍｐｌｅ Ｅｎｇｌ
ｉ
ｓｈ Ｒｅａｄｅｒｓ
1,620円
“Ｒｕｎ，Ｍｅｌｏｓ！” ａｎｄ ＯｔｈｅｒＳｔｏｒ
ｉｅｓ〜Ｊａｐａｎｅｓｅ Ｃｌａｓｓｉｃｓｂｙ Ｓｉｘ Ａｕｔｈｏｒｓ （1，500円）

724円

ＮＨＫ出版 学びのきほん からだとこころの健康学

（670円）

＊ご案内する内容は変更になる場合があります。ご了承ください。
＊表示の定価・価格は消費税率８%の金額です。消費税率が変更された場合は定価・価格が変更になります。

新刊案内

14日
25日

ＮＨＫドラマ・ガイ ド

スカーレット

み ず はし・ふみ え
脚本家

連続テレビ小説

水橋文美江

作

NHKドラマ制作班

監修
編

戸田恵梨香主演の朝ドラを徹底紹介！

ムック

主演 戸田恵梨香
︵川原喜美子役︶

新刊案内

滋賀県・信楽を舞台に女性陶芸家の波乱万丈の生涯を描
く ︑戸 田 恵 梨 香 主 演 ・ 朝 ド ラ﹃ ス カ ー レ ッ ト ﹄の 情 報 が 詰

西 川 貴 教×さ か な こ う

戸田恵梨香×大島優子×林遣都︑豪華出演者紹介︑舞

ま っ た一冊 ︒巻 頭 ヒ ロ イ ン イ ン タ ビ ュ ー ︑幼 な じ み 座 談
会

台地・信楽紹介︑滋賀県応援対談

じ︑あらすじなど︑ファン必携の番組ガイドブック︒

雑誌

連続テレビ小説『スカーレット』
９月３０日（月）放送スタート！
（予）総合テレビ（月〜土）午前８：００〜 ほか

関連放送番組

ISBN978-4-14-923589-9 C9474

■ 112ページ（内カラー80ページ）

1,296円（本体1,200円）

定価

■ＡＢ判並製

9月25日発売

Ｐａｒ
ｔ1

書籍

ＮＨＫ大河ドラマ・ガイド

いだてん 完結編
作

宮藤官九郎

くどう・かんくろう
脚本家

監修 ＮＨＫドラマ制作班
編

9月30日発売

定価

1,188円（本体1,100円）

■ B5判並製

■ 144ページ
（内カラー96ページ）

ムック

話題の大河ドラマ、
最終回までを完全ガイド!
巻頭は、脚本を書き終えた宮藤官九郎ロング
インタビュー。そして、阿部サダヲ×星野源
×松坂桃李×松重豊の座談も必読！ “東洋の
魔女”の密着企画、ドラマをつなぐ落語演目
の解説など、情報満載の一冊。ついにドラマ
はクライマックス、アスリートたちの晴れ舞
台がやって来る！
ISBN978-4-14-923382-6 C9421
ばなし

関連放送番組 ＮＨＫ大河ドラマ
『いだてん 〜東京オリムピック噺〜』総合テレビ（日）午後８：００〜 ほか

関連既刊

NHK大河ドラマ・ガイド いだてん 前編／後編

前編：ISBN978-4-14-923380-2
後編：ISBN978-4-14-923381-9

「幕府」とは何か〜武家政権の正当性
支配の根拠は、
武力より民意にあった

東島 誠

ひがしじま・まこと
立命館大学教授

9月25日発売

定価

1,620円（本体1,500円）

■ B6判並製 ■ 288ページ

関連既刊

NHK さかのぼり日本史

源頼朝が「天下をとった」のは、武士間の覇
権争いに勝ったからではなく、飢えに苦しむ
京都へ食糧を運ぶルートを確保したからだ─。
日本史680年間に対する視点の大きな転換を
迫る、気鋭の歴史家８年ぶりの書き下ろし！
実証と理論の垣根を取り払い、歴史学の〈生
きた言説〉を紡ぎ出す記念碑的著作、登場！
ISBN978-4-14-091259-1 C1321

外交篇 ［８］鎌倉 「武家外交」の誕生

なぜ、モンゴル帝国に強硬姿勢を貫いたのか ISBN978-4-14-081568-7

新刊案内

通巻

■ 304ページ

ＮＨＫ出版新書

新・敬語論 なぜ「乱れる」のか

ISBN978-4-14-088508-6

ＮＨＫ出版新書

大人のための言い換え力

ISBN978-4-14-088538-3

日本語と論理
いいだ・た かし
慶應義塾大学名誉教授

〜哲学者︑その謎に挑む

飯田 隆

日 本 語 は 本 当 に 非 論 理 的 な 言 語 なのか？
なぜ﹁多くのこども﹂と﹁こどもの多く﹂は違う意味になるのか？
なぜケーキを三個﹁食べてよい﹂は﹁以上﹂で︑﹁食べなくてはならな
オスは卵を産めないのに﹁ペンギンは卵を

い﹂は﹁以下﹂を意味するのか？ ﹁三人の男﹂ではなく﹁三冊の男﹂
で意味が通じる理由は？

産む ﹂ と 言 え る の は な ぜ か ？
ありふれた日常の表現に潜む奥深い﹁謎﹂に︑言語哲学の大家が満を
持して挑む︒通巻600号にふさわしい前代未聞の一冊！

日本語と英語 その違いを楽しむ

突破！

書籍

新刊案内

ISBN978-4-14-407242-0

つまずきやすい日本語

学びのきほん

ＮＨＫ出版

ISBN978-4-14-088391-4

ＮＨＫ出版新書

関連既刊

ISBN978-4-14-088600-7 C0210

1,026円（本体950円）

定価

■ 新書判並製

9月10日発売

600号

世襲の日本史

600号
突破！

〜「階級社会」はいかに生まれたか
撮影 田中雅也

日本社会は「地位」より
「家」!

本郷和人

源頼朝はなぜ征夷大将軍を返上したのか？
足利尊氏が北朝を擁立した真の理由は？ 徳
川慶喜が明治維新で殺されなかったのはな
ぜ？ 日本社会を動かしてきたのは「世襲」
であり、「地位より家」という大原則だった。
人気歴史研究者が摂関政治から明治維新まで
をやさしく解説し、歴史の大きな流れと、その
過程でつくられた社会の構造を明らかにする！

ほんごう・かずと
東京大学史料編纂所教授

9月10日発売
定価

864円（本体800円）

■ 新書判並製 ■ 208ページ

関連既刊

ISBN978-4-14-088601-4 C0221

ＮＨＫ出版新書 シリーズ・企業トップが学ぶリベラルアーツ「五箇条の誓文」
で解く日本史 ISBN978-4-14-088543-7
NHK さかのぼり日本史

⑧

室町・鎌倉 “武士の世”の幕開け ISBN978-4-14-081492-5

誰も知らないレオナルド・ダ・ヴィンチ
︵1512年頃︶

レオナルド・ダ・ヴィンチ自画像

斎藤泰弘

さいとう・やすひろ
京都大学名誉教授

9月10日発売

定価

1,188円（本体1,100円）

■ 新書判並製

■ 256ページ
（内カラー112ページ）

関連既刊

自筆ノートから見えてくる
「天才画家」の正体──
芸術家であり、軍事技師であり、科学者でも
あった「世紀の偉人」が本当になりたかった
のは、「水」の研究者であり、アルキメデス
だった！ ダ・ヴィンチの鏡文字（左右反転
させた文字）研究の第一人者が、遺された
「手稿」を読み解き、天才の知られざる素顔
を描き出す！
ISBN978-4-14-088598-7 C0271

ＮＨＫ出版新書「絶筆」
で人間を読む 画家は最後に何を描いたか ISBN978-4-14-088469-0
ＮＨＫ出版新書

藤田嗣治がわかれば絵画がわかる

ISBN978-4-14-088559-8

新刊案内

書籍

通巻

書籍

通巻

革命と戦争のクラシック音楽史

600号
突破！

クラシック音楽は
第一級の歴史史料だ !

片山杜秀

かたやま・もりひで
慶應義塾大学教授

9月10日発売
定価

918円（本体850円）

■ 新書判並製 ■ 240ページ

関連既刊

ＮＨＫ出版新書
ＮＨＫ出版新書

お上品な芸術も、ときには戦争によって進化
を遂げた。そんな「不都合な真実」からクラ
シック音楽の歴史をながめてみれば、驚きの
事実が次々と立ち上がってくる！ 『第九』を
作ったのはナポレオン？ 私たちが『四季』
を聴けるのはムッソリーニのおかげ？ 博覧
強記の著者が大胆に料理する、「世界史×音
楽史」の新教養。
ISBN978-4-14-088597-0 C0222

冷戦とクラシック 音楽家たちの知られざる闘い
怖いクラシック ISBN978-4-14-088481-2

新刊案内

ISBN978-4-14-088521-5

書籍

しま

いのちの終いかた

〜「在宅看取り」一年の記録

延命より、充実した最期の日々を。
国民の半数以上が「住み慣れた家で逝きたい」
と望んでいる。それを実践した人びとは、ど
のように最期を迎えたのか──。２人の訪問
診療医が向き合った患者たちの最期の日々。
大反響を呼んだNHK BS1スペシャル『在宅死

下村幸子

しもむら・さちこ
NHKエンタープライズ
エグゼクティブ・プロデューサー

9月10日発売

定価

1,620円（本体1,500円）

■ 四六判並製 ■ 272ページ

“死に際の医療”200日の記録』
（2018年6月放送）
のディレクターが綴る、「葛藤」と「納得」の死
を見つめた渾身のノンフィクション。
■番組映画化！『人生をしまう時間（とき）』9月21日（土）〜
東京・渋谷より全国順次公開。

ISBN978-4-14-081795-7 C0095

“Run, Melos!” and Other Stories

〜Japanese Classics by Six Authors

監修

Daniel Stewart

ダニエル・スチュワート
開成学園常勤講師

編

NHK

9月14日発売

価格

1,620円（本体1,500円）

● 語学シリーズ ■ A5変型判並製
■ 176ページ ■ CD2枚付き
関連既刊

ムック

日本の名作を、
高校前半レベルの英語で !
多読・多聴の講座NHKラジオ『エンジョイ・
シンプル・イングリッシュ』（2018年度放送分）
より、太宰治「走れメロス」
、芥川龍之介「鼻」
、
宮沢賢治「雨ニモマケズ」「注文の多い料理
店」、有島武郎「一房の葡萄」、小川未明「赤い
蠟燭と人魚」、夏目漱石「吾輩は猫である」を
収載。CD付き、音声はダウンロードでも提供。
ISBN978-4-14-213257-7 C9482

NHK CD BOOK Ｅｎ
ｊ
ｏｙＳｉｍｐ
ｌ
ｅＥｎｇ
ｌ
ｉ
ｓｈＲｅａｄｅｒｓ

Japan Without a Map

Yokohama, Hiroshima and Other Places

ISBN978-4-14-213254-6

新刊案内

雑誌

ＮＨＫ ＣＤ ＢＯＯＫ Ｅｎｊｏｙ Ｓｉｍｐｌｅ Ｅｎｇｌｉｓｈ Ｒｅａｄｅｒｓ

書籍

ＮＨＫダーウィンが来た!
恐竜スゴすぎ クイズ図鑑

最新研究が明らかにした、
驚きのダイナソー !

©ＮＨＫ
「肉食恐竜タルボサウルスが謎の恐竜
デイノケイルスに襲いかかる」

編

ＮＨＫ「ダーウィンが来た！」
番組スタッフ

9月12日発売

定価

1,512円（本体1,400円）

■ Ａ5判並製 ■ 128ページ
（オールカラー）

謎の恐竜、デイノケイルスはもふもふの羽毛
をまとっていた！？ 海の王者、海竜モササウ
ルスは人間のようにお腹をいためて赤ちゃん
を産んでいた！？──NHKスペシャル『恐竜
超世界』（2019年7月放送） でも使われたリア
ルCG画像で、大迫力の恐竜たちを紹介！
■特別展『恐竜博2019』国立科学博物館にて開催中
〜１０月１４日（月・祝）
まで。
■映画『劇場版ダーウィンが来た！ 恐竜超伝説』
2020年1月より全国公開（予）

ISBN978-4-14-081797-1 C8045

関連放送番組 『ダーウィンが来た！』総合テレビ
（日） 午後７：３０〜 ほか

きょうのぼくはどこまでだって
はしれるよ 荒井良二３年ぶりのオリジナル絵本

荒井良二

あらい・りょうじ
絵本作家

9月5日発売

定価

1,728円（本体1,600円）

■ A4変型判上製 ■ 32ページ
（オールカラー）

関連既刊

「きょうもあしたも特別な日。毎日はかがや
いている」。愛馬 あさやけ とともにお祝い
の旅に出た ぼく が出合う、たくさんのうれ
しくて、しあわせな瞬間。毎日はよろこびと
感謝の連続で、世界はどこまでもつながって
いる。日常にちりばめられたまばゆいひとコ
マを、豊かな色彩とやさしいまなざしで描い
た、子どもから大人まで心温まる物語。
■荒井良二氏個展『きょうのぼくはどこまでだってはしれるよ』
９月２日（月）〜１4日（土）渋谷・Pinpoint Galleryにて開催（予）。

ISBN978-4-14-036135-1 C0793

ぼくらのエコー ISBN978-4-14-036126-9
チロルくんのりんごの木 ISBN978-4-14-036124-5
新刊案内

書籍

賢い冷蔵庫

〜ラクするためのおいしい下ごしらえ
これさえやっておけば、
ごはんがすぐできる！
瀬尾幸子

せお・ゆきこ
料理研究家

9月5日発売

定価

1,404円（本体1,300円）

■Ａ5判並製

■ 128ページ
（オールカラー）

レンチンするだけ、ゆでるだけ、塩をふるだけ
…。残った食材も、これだけで長もちしておい
しくなる、瀬尾流・ラクうま下ごしらえ術。ゆ
でた野菜は絞らない、塩をふった野菜は出た
汁ごと保存するなど、下ごしらえの今までの
常識が覆る！「まずはこの一品」からメイン
おかずまで、おいしい展開料理も約80点紹介。
ISBN978-4-14-033303-7 C2077

関連放送番組 『きょうの料理』内にて『瀬尾幸子の「賢い台所」』を２日間特集。
Ｅテレ ９月９日（月）
・10日（火）午後9：00〜 ほか

ＮＨＫ「きょうの料理ビギナーズ」ＡＢＣブック

関連既刊

レンチン、塩ゆで、塩オイル…野菜ストックで秒速ごはん

ムック

ISBN978-4-14-199276-9

雑誌

ＮＨＫ出版 学びのきほん

からだとこころの健康学

ムック

健康 を再定義せよ！
稲葉俊郎

いなば・としろう
医師、東京大学医学部付属病院助教

9月25日発売
定価

724円（本体670円）

● 教養・文化シリーズ
■ 112ページ
関連既刊

■ A5判並製

私たちが思い描く 健康 は、間違ってい
る？ 古今東西の医療に精通する東大病院の
医師が、
「あたま」「からだ」「こころ」の３つ
のつながりから、健康に生きる心構えを伝授。
普段は意識しない 自分の仕組み を改めて
知れば、健康の概念が一変する。医学知識ゼ
ロで読める、目からウロコのレッスン。
ISBN978-4-14-407250-5 C9447

NHK出版 学びのきほん ブッダが教える愉快な生き方
NHK出版 学びのきほん 役に立つ古典

ISBN978-4-14-407244-4

ISBN978-4-14-407245-1

新刊案内

書籍

NHKまる得マガジンから生まれた
新書サイズのお手軽レシピ本！

まる得マガジンプチ

定価 各 1,026 円（本体 各950円）

9月20日 2冊同時発売！

新書判並製 128ページ
（オールカラー）

ポンと１個! あっという間に本格みそ汁＆おいしいおかず

みそ玉

杉本節子（すぎもと・せつこ／料理家）
お湯を注ぐだけで本格みそ汁がすぐにつくれる みそ玉 。
じつは、料理に使えば簡単に味が決まってコクが出る万
能調味料に！ 基本のみそ玉のほか、ねぎ・しょうが入
り、卵入り、肉入りなど、料理にも大活躍するいろいろ
なみそ玉と、その活用レシピを多数紹介。
ISBN978-4-14-033301-3 C2077
関連既刊

ＮＨＫきょうの料理 京町家・杉本家の味

京のおばんざいレシピ

発酵パワーでおいしくヘルシー!

麹 〜手づくりみそ、甘酒、塩麹

ISBN978-4-14-033271-9

麹 徹底活用レシピ

真藤舞衣子（しんどう・まいこ／料理家）

素材のうまみをぐんと引き出す、魔法の 麹 。みそ・
甘麹・塩麹・しょうゆ麹など、さまざまな発酵調味料の
つくり方から、和・洋・中どんなジャンルの料理にも対
応できる、麹の使いこなしレシピまで。ジッパー付き保
存袋で仕込める、手軽なみそのつくり方も紹介！
ISBN978-4-14-033302-0 C2077
■まる得マガジンテキスト
『みそ玉で簡単！ 毎日のおかず』
（2016年2・3月号）および『徹底活用！ 麹の力で
おいしくヘルシー』
（2018年２・３月号）
をもとに、それぞれ再構成しコラム等を加筆。

新刊案内

書籍

写楽とお喜瀬
世界を驚愕させた、写楽絵誕生の
秘密に迫る歴史エンターテイメント

吉川永青

よしかわ・ながはる
作家

9月12日発売

定価

1,620円（本体1,500円）

■ 四六判並製 ■ 240ページ

関連既刊

江戸の街に忽然と現れ、わずか10か月で消え
去った謎の絵師・写楽。その正体の解明には
様々な試みがなされてきた。しかし後の世に
世界を瞠目させる大首絵を、いかに生み出し
たかについては触れられてこなかった。非番
の能役者が役者絵を描くようになった過程を
LGBTの少女との出会いに絡め、リアルな江
戸の世界を舞台に描き切る。第４回野村胡堂
文学賞受賞作家による、書き下ろし小説。
ISBN978-4-14-005707-0 C0093

闘鬼 斎藤一 ISBN978-4-14-005662-2
画狂其一 ISBN978-4-14-005693-6

俳句を愛するならば
てい こ

汀子、88歳。
「ホトトギス」の母が綴る
「選句」と「句会」の心がけ
稲畑汀子

いなはた・ていこ
俳人、
「ホトトギス」名誉主宰、
日本伝統俳句協会会長

9月20日発売

定価

1,620円（本体1,500円）

■ 四六判並製 ■ 256ページ

関連既刊

ＮＨＫ俳句

毎月３万句の選句を続け、全国を巡り、日々
精力的に句会をこなす著者が俳句を愛する人
へ贈る、エッセイ風俳論集。『ＮＨＫ俳句』連
載の「選句という大事」「句会の力」に加え、
『ホトトギス』誌連載「俳句随想」の俳論や、
特別インタビューも収載。
ISBN978-4-14-016270-5 C0092

花鳥諷詠、そして未来

ISBN978-4-14-016221-7

新刊案内

テキスト

NHKシリーズ
NHKカルチャーラジオ

漢詩をよむ

ラジオ第２ （土）午後8：30〜9：00

再 翌週（土）午前10：00〜10：30

9月25日発売
定価

823円（本体762円）

愛 そのさまざまな形 自然への愛

（１０月〜３月）

講師

小さきいのちを愛でるこころ

佐藤正光

さとう・まさみつ
東京学芸大学教授

■ A5判並製

■ 240ページ

ISBN978-4-14-911007-3 C9498

こころをよむ

ラジオ第２ （日）午前6：45〜7：25

蟬やホタル、犬や猫といった昆虫や動物、牡丹
や菊、杏や蓮といった花々を「隣人」として愛
し、詩に詠んだいにしえの文人たち。その心象
に触れる作品を、初心者にもわかりやすく解説
し、漢詩が持つのびやかなリズムと言葉の広が
りを味わう。

9月25日発売
定価

再（土）午後6：00〜6：40

823円（本体762円）

縁をいきる 〜執着から自由になるために

（１０月〜12月）

講師

川村妙慶

怒りや空しさにとらわれない生き方

「親しい人の死に際して」「嫌いな人とつき合
うには」
「行き詰まったとき」「本当の優しさと
は何か」
「幸せになるには」
「生きがいとは何か」
など、実際に法話の会で相談される13のテーマ
■ A5判並製
について、親鸞聖人の言葉を頼りに考える。心
■ 192ページ
ISBN978-4-14-911010-3 C9415 を軽くするための秘訣とは。
かわむら・みょうけい
真宗大谷派僧侶、
アナウンサー

ガイドブック

NHK宗教の時間

ラジオ第２ （第2日曜）午前8：30〜9：00

再（第3日曜）午後6：30〜7：00

9月25日発売
定価

994円（本体920円）

新約聖書のイエス 福音書を読む（下）

（１０月〜３月）

廣石 望

たと

ばんさん

「譬え」
「晩餐」、
「死」そして「復活」……
歴史と物語の間を読み解く

「史的イエス研究」の観点から、新約聖書、特
に「福音書」の諸書の記述を追う。古代ユダヤ
教徒の一人であった「イエス」という存在が、
どう民衆に受容され、その教えや説くものが広
■ A5判並製
■ 196ページ
（内カラー4ページ） がっていったのかについて迫る。原始キリスト
ISBN978-4-14-911005-9 C9416 教への知的興奮や、再発見に満ちた講座の下巻。
講師

ひろいし・のぞむ
立教大学教授

新刊案内

Eテレ （月）午後10：25〜10：50
再（水）午前5：30〜5：55╱午後0：00〜0：25

西田幾多郎『善の研究』
（10月号）

その文章を３行読めたら、
あなたの人生が変わる──

講師

若松英輔

わかまつ・えいすけ
批評家、随筆家

9月25日発売
定価

566円（本体524円）

■ A5判並製 ■ 116ページ

ＮＨＫまる得マガジン

日本一難解な書として呼び声高い『善の研
究』。しかし、読む順番を変えれば、意外なほ
どに腑に落ちる。戦後に人々の渇いた心を潤
した哲学には、どんな人生への示唆が詰まっ
ているのか。「知と愛」「善」「純粋経験」……
西田幾多郎がその過酷な生涯でつむいだ言葉
の数々から、「生きる」ことの本質を見出し
ていく。
ISBN978-4-14-223104-1 C9410
Eテレ （月〜木）午後9：55〜10：00
再 翌週（月〜木）午前11：55〜午後0：00

魚焼きグリルで万能調理！
（10月 11月）

魚を焼くだけじゃもったいない !
魚焼きグリルで絶品料理

講師

武蔵裕子

むさし・ゆうこ
料理研究家

9月27日発売
定価

617円（本体571円）

■ B5判並製

■ 72ページ
（オールカラー）

魚焼きグリルに肉や野菜を入れて焼くだけ！
300℃以上の高温調理で、野菜はぐんと甘く、
肉はカリッとジューシーに！ いつもの料理
が驚くほどおいしくなる、魚焼きグリル活用
術。本格ピザやローストビーフ、揚げない豚
カツなど、マルチに使えるグリルレシピのほ
か、グリルの掃除方法＆お手入れのコツも紹
介する。
ISBN978-4-14-827284-0 C9477
新刊案内

テキスト

NHK100分 de 名著

テキスト

Eテレ （月）午後9：30〜9：55 再 総合テレビ （水）午前10：15〜10：40╱Eテレ 翌週（月）午前11：30〜11：55
Eテレ （火）午後9：30〜9：55 再 Eテレ 翌週（火）午前11：30〜11：55

趣味どきっ！

月

Eテレ （水）午後9：30〜9：55 再 総合テレビ （木）午前10：15〜10：40／Eテレ 翌週（水）午前11：30〜11：55

暮らしにいかす にっぽんの布

（10月7日〜11月25日）

講師

石村由起子

いしむら・ゆきこ
生活文化コーディネーター

小池梨江

こいけ・りえ
暮らしの道具店店主

藤井繭子

ふじい・まゆこ
染織家

／ 土井善晴

／ 村田裕樹・小野圭耶夫妻

9月25日発売

定価
■

1,188円（本体1,100円）

AB判

火

■

どい・よしはる
料理研究家

112ページ（オールカラー）

／ 結城アンナ

ゆうき・あんな
タレント

むらた・ゆうき（デザイナー）
おの・かや（テキスタイルデザイナー）

／

日本の布の魅力を再発見 !
達人が教える布の使い方
奈良の麻布、古布、藍染、手拭い、久留米絣、
ホームスパン、播州織、草木染の平織。布づ
かいの達人が紹介する、日本産の布の使い方。
古くて新しい日本の布の魅力を再発見する。
ISBN978-4-14-228783-3 C9477

そろそろスマホ

（10月1日〜11月２６日）

※２０１９年４月〜５月のアンコール放送です。
放送時のテキストがそのままご利用いただけます。

講師

池澤あやか

いけざわ・あやか
タレント、ITエンジニア

9月25日発売

定価
■
■

1,404円（本体1,300円）

AB判 ■ 128ページ（オールカラー）
とじ込み付録「スマホのトラブル解決ブック」

水

大好評を博した2019年4〜5月放送のアンコー
ル版。電話やメッセージなど基本中の基本か
ら、インターネットやSNSの利用法まで、ス
マホをスムーズに使う方法を紹介。
ISBN978-4-14-228784-0 C9404

大使夫人のおもてなし

（10月2日〜11月20日）

講師

片野順子

かたの・じゅんこ
大使館コーディネーター

9月25日発売

定価
■

スマホの基礎を
徹底的に丁寧に解説 !

1,188円（本体1,100円）

AB判

■

112ページ（オールカラー）
新刊案内

大使夫人直伝 !
とっておきのおもてなし術
おもてなしのプロである大使夫人。お国柄あ
ふれる料理や美しいテーブルコーディネート、
パーティーファッションまで、日本の家庭で
も生かせるおもてなしのヒントを紹介。
ISBN978-4-14-228785-7 C9439

「旅するゴガク」新シリーズ
１０月より新作スタート！

毎月18日発売／定価 各648円
（本体 各600円）
／A5判

旅するドイツ語（１０月〜３月）

●コード09527

● 舞台はドイツ南西部・黒い森。おとぎ話のような町で森の恵みを味わいます！
旅人：佐藤めぐみ （俳優）

監修：草本

晶（麗澤大学准教授）

Ｅテレ 月曜日 午後11：30〜11：55 ほか

旅するイタリア語（１０月〜３月）

●コード09531

● 文明の交差点シチリアを巡り、自然や歴史などエキゾチックな魅力を満喫！
旅人：小関裕太 （俳優）

監修：原田亜希子 （慶應義塾大学講師）

Ｅテレ 火曜日 午前０：００〜０：２５
（月曜深夜）ほか

旅するスペイン語（１０月〜３月）

●コード09533

● シリーズ初の南米・アルゼンチンを舞台に音楽やアートを堪能します！

（神戸市外国語）

旅人：シシド・カフカ（ミュージシャン） 監修：福嶌教隆 大学名誉教授

Ｅテレ 水曜日 午前０：00〜０：25（火曜深夜）ほか

旅するフランス語（１０月〜３月）

●コード09529

● “バラ色の街”トゥールーズと、個性豊かな伝統が残るバスク地方を巡る旅！
旅人：柄本

弾（バレエダンサー）

（慶應義塾大学
）
専任講師

監修：西川葉澄

Ｅテレ 木曜日 午後１１：３０〜１１：５５ ほか

１０月１日放送スタートの新番組

魅惑の国・モロッコを訪ね、楽しくおしゃべりしながら旅に役立つアラビア語を学びます。

アラビーヤ・シャベリーヤ！
（10月〜3月）

出演

金子貴俊（俳優） 監修 依田純和（大阪大学准教授）

9月18日発売

定価 864円（本体800円）

●コード62132 ■Ａ５判
Ｅテレ

放送（火）午前 ０：２５〜０：５０
（月曜深夜）ほか

新刊案内

テキスト

テレビで楽しむ “大人の旅”、“大人のゴガク”

10月号

そ う 、そ れ が あ な た の テ キ ス ト

新時代の

標値が
降圧目 た!
変わっ
やっぱり
減塩!

高血圧対策
放送連動テキスト企画

高血圧 ここが知りたい! Q＆A

目の病気

緑内障／ドライアイ／結膜炎／コンタクトレンズ

食感さまざま 味わいさまざま

れんこん七変化
● れんこんのつくねのっけ
●ダブルれんこんのねぎ油あえ
● れんこんと鶏肉の甘辛みそ煮 ほか

野菜をたっぷり
食べるワザ！

秋の根菜 ！
ぼう
里芋＆ご

● 里芋と鶏手羽の甘辛煮 ● ごぼうとさけの煮つけ ほか

発達障害の疑問に答える 土井善晴
大人の注意欠如・多動症（ＡＤＨＤ）／大人の自閉スペク

トラム症（ＡＳＤ）／子どもから大人まで 発達障害Ｑ＆Ａ
【アンコール放送】

ゆで豚・ゆで豚のおから

父さんのきょうからキッチン

命を守れ！脳の血管〝ＳＯＳ〟 大原千鶴のお助けレシピ
いつものチーズで世界の味
〝こころの不調〟の処方箋
テキスト
企画

冬の皮膚のかゆみ ほか

今から対策！

テキスト
連載

栗原はるみ

塩豚と小豆のサッと煮 ほか

9月21日発売

9月21日発売

■ 定価545円

大特集 今、注目の球根＆宿根草

チューリップ・

アリウム・ヒヤシンス・
スイセン バラのメッセージカード
とじ込み付録

第2特集

秋バラはもっと楽しめる！

■ 定価545円

主菜も副菜も。流行も王道も。

全力で！じゃがいも
主食にもなります！

絶対食べたいじゃがいもレシピ ほか
今月の 秋の食材を楽しむ
TV 和洋中レシピ
9月21日発売

9月21日発売

■ 定価514円

■ 定価545円

プロに
きく！

畑編

冬越し野菜
大成功の極意

太陽のベジ・ガーデン

ニンニク／ヒヨコマメ＆グリーンピース ほか
プランター編 もえのプランター菜園

小カブを小さなスペースで ほか
〈10月・11月〉
9月21日発売（隔月刊・奇数月）
■ 定価896円

新刊案内

秋色でおしゃれを磨く
着こなしが楽しい♪

フード付き ロングカーディガン
かぎ針の編み地で遊ぶ！

バイカラーのニット帽 ほか
テキスト
企画

手縫いで本格仕立て ジャケット ほか

付録 作品の型紙・図案

9月21日発売

■ 定価617円

今月はこの商品に注目！

ムック

創刊以来、大好評の「NHK出版 学びのきほん」シリーズ。
このたび最新刊が発売になりますので、
ぜひシリーズ既刊書とあわせての、
ご展開・品揃えを、どうぞよろしくお願いいたします！

新刊

9月25日 発売

※詳細は10ページをご覧下さい。

『 NHK出版 学びのきほん からだとこころの健康学』
稲葉俊郎

定価

売行き良好!

724円（本体670円） ISBN978-4-14-407250-5 C9447

関連既刊書

『NHK出版 学びのきほん』
シリーズ
『考える教室
『
大人のための
哲学入門』

定価 各724円（本体 各670円）

『
『つまずきやすい
日本語』
飯間浩明
飯

若松英輔

ISBN978-4-14-407241-3
C9490

ISBN978-4-14-407242-0
C9481

『ブッダが教える
『
愉快な生き方』

『役に立つ古典』
『

藤田一照
藤

安田 登
安

ISBN978-4-14-407244-4
C9415

ISBN978-4-14-407245-1
C9495

お知らせ

『新刊案内８月号』でご案内致しました書籍の、定価・ページ数に変更がありました。

『ＮＨＫ出版新書 ８０５０問題の深層
■ 定価（本体） ９１８円
（８５０円）
■ ページ数 ２５６ページ

〜「限界家族」をどう救うか 』ISBN978-4-14-088596-3

８６４円（８００円）

２１６ページ

〒150 - 8081 東京都渋谷区宇田川町41 -1
〔ホームページ〕https://www.nhk-book.co.jp

●書店様・販売会社様●

ご注文、お問い合わせは

T E L：0 4 4 - 8 2 9 - 3 6 0 0
FAX：0 4 4 - 8 1 1 - 9 4 3 6

●お客様注文センター●

T E L：0 5 7 0 - 0 0 0 - 3 2 1
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