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VIE PRATIQUE ET BEAUX-LIVRES

２０２０年６月にフランス出版社代表団と東京に行く予定でしたが、今年はパンデミックの為ビ
ジネスイベントが全面的に中止となりました。 この旅行の目的は日本の出版社の方達、書店
の方達とお会いし、
日本の現状を知り、
日本の 実用書とコーヒーテーブル ブックの傾向を知
ると同時にフランスのその分野の新しい本を紹介する事でした。
そんな事情で、
日本の出版社関係の方達とお会いする事は出来ませんでしたので、今回日本に
行った時に紹介する筈だった本のカタログをデジタル化しました。
現在は少しずつ仕事が正常化しつつあり、世界の新しい出版物を見出す時間も取れ、新たな出
版の予定 企画をすることも可能であります。又２０２１年の６月に日本に行き、
出版関係の方
々とお会いする事も考えております。
このカタログにはフランスの２０の出版社から最近出版された本（又過去の出版本）
８０冊の紹介が載せられています。分かりやすいように１４のテーマ別になっています。紹介され
ている本の出版社名と連絡先も書かれています。
お目通し下さり、素晴らしい本が見つけられる事を願っています。

Bureau International de l’Édition Française
115, bd Saint-Germain - 75006 Paris, France
t. +33 (0)1 44 41 13 13 - f. +33 (0)1 46 34 63 83
info@bief.org - www.bief.org

２０２０年６月
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VIE PRATIQUE ET BEAUX-LIVRES

親 子供
パリ

フランス

Paris, France 頁 4 - 5
アラン ドロン 映画毎に
フランス共和国の料理人達
生きる喜び /フランス式の幸せ
お菓子職人達のパリ

Parents, enfants 頁 15 - 17
親のバーンアウト
パパになる最初の一歩
幼児 音楽は何より!! 音楽保育園の脳科学
科学への目覚め
冒険好きな子供達の自然の中での
探検発見ハンドブック
初めての家庭園芸

環境

Ecologie 頁 26 - 27

持続性のある家の仕立て
エコ洗剤 家庭の洗剤を自分で作る
最後の飛行機
プラスチック 無意識では駄目

科学

Sciences 頁 28 - 29

今までになかった天文学
数学の秘密のうちに
日常の素晴らしい隠れ場 優美な物理

モードと美

レジャー 創作

Mode et beauté 頁 6 - 8

Loisirs créatifs 頁 18 - 22

自然と動物

All you need is 紙
ベビープラント 小さな植物
自然を刺繍
切る 貼る 絵を描く
DIYドライフラワー
創作の落書き
花を水彩画で描く手引き
私の最初のポップアップ
自然を折り紙で
地球のための優しい３６５のアイディア

Nature et animaux 頁 30 - 33

縫いやすい ２０のワンピース
スローコスメティック
ビューティー ブック 季節ごとの肌のお手入れ
家で作る美容品
自分で作るハンドバックと小袋
個性的な着こなし術

料理と飲み物
Cuisine et boissons 頁 9 - 14
アラン パッサール コラージュと料理法
ブイヨン : 拓
チョコレートの百科事典
束の間 Yann Couvreur のデザートプレート
穀類の概論
食用の花の概論
チョコレートのラルース
M ミシュランガイドの本
ワインコース １２週間
単にチョコレート
ウィスキー グラフィー ウィスキーを知る

スポーツ 実践
Pratique du sport 頁 23 - 25
危なくない腹筋運動
姿勢をより良くする日常からスポーツまで
スポーツマンの筋肉トレーニングのガイドブック
ランナーのヨガ
一日１０分のヨガ

猫 彼らが言おうとしている全て
庭の昆虫の目録
６番目の絶滅
３００の地図でGEOの世界
火星へのミッション
鳥達
熊
瞑想の場所８０ヶ所 世界巡り

自然療法
Naturopathie 頁 34 - 37
調子が良いお腹
どこが痛いか言ってください何故痛いか言います
エッセンシャルオイルのバイブル
心臓 あなたの別の頭脳
自然な抗生物質のガイド
瞑想の時
自然療法 季節に添ったガイドブック

記憶と生活の哲学
Mémoires, philosophie de vie
頁 38 - 39
スピノザと幸せになる
一人でいるのは私だけでない
幸せな旅行者の私的な日記
小さな邪婬

心理学
Psychologie 頁 40 - 42
私達を生きさせてくれる絆 相互依存の賞賛
老いるのを楽しむ
愛 なぜ複雑なの?
なぜ分かり合えないの？４色方法で意思の疎通をする
幸せになるにはインテリ過ぎ、
知能が高い大人
苦悩の中の旅

幸福感
Bien-être 頁 43 - 44

小さな習慣 大きな成功
スローショッピングのテラピー
眠り その全て より良く眠る
あなたの時間は無限

女らしさ
Féminité 頁 45 - 46

野心と生き生き
私の体
月々の料理
インポスター症候群

実用書とコーヒーテーブル
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フランス

Paris,
France

モードと美 料理と飲み物 親
スポーツ

子供 レジャー
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創作

実践 環境 科学 自然と動物 自然療法

記憶と生活の哲学 心理学 幸福感 女らしさ

AGallimard Loisirs

AGlénat
AAlain Delon, film par film

ALes Cuisiniers de la République Francaise

アラン ドロン
映画毎に

フランス共和国の
料理人達

ある時代の主だった思い出と伝説的な俳優の幾度もの復活

Isabelle Giordano

ブック

エリゼ宮、
首相官邸、
大使館などで出された料理はフランス料理
の多様性、
美食性を代表している。
そのレシピを美食家のメニュ
ーに加えられる

アランドロンは８０以上の映画でその個性を人々に刻みつけた。
時
にはボクサー、
ギャング、
配達人、
議員、
ジプシー、
ポリ公、
死刑囚、
銀
行強盗、
カサノバ、
だったり、
彼はその役になり切った。
この本は彼の
３０年に渡る映画作品目録の全てを紹介している。又 ” Film par
Film”シリーズに他の映画界の著名人 カトリーヌ ドヌーブ、
ロミー
シュナイダー、
フランソワ トリュフォーと加えられている。

Guillaume Gomez

9782742459735 / 2019 / 240 頁 / 39,90 €

Hélèns Clastres helene.clastres@gallimard-loisisrs.fr

彼らは首都でも地方でも外国でもフランスの代表者としてお客様
をお迎えし、他の職業と同様にフランス料理の遺産を永続させ、
美食の評判を守るのに気を配っている。
この本はエリゼ宮シェフ
ギヨーム ゴメーズが選んだメニュー集。

9782344038406 / 2019 / 216 頁 / 49,00 €

Katharina Wurst katharina.wurst@glenat.com
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創作

実践 環境 科学 自然と動物 自然療法

記憶と生活の哲学 心理学 幸福感 女らしさ

AWebedia Books

AEyrolles
AJoie de Vivre/Le Bonheur à la française

ALe Paris des Pâtisseries

LE

生きる喜び
フランス式の幸せ

PARIS
DES

FRANÇOIS BLANC

50 PÂTISSIERS
INCONTOURNABLES
100 RECETTES
IRRÉSISTIBLES

我々は幸福になる全てを持っているだろうか？

Dominique Barreau, Luc Fivet
著作権譲渡国言語
チェコ語、ハンガリー語、ロシア語、台湾語、
ブルガリア語

VIE PRATIQUE ET BEAUX-LIVRES

お菓子職人達の
パリ
甘いパリの発見に出かけよう

PÂTI-SSERIES

我々の手の届く範囲内に、
フランスの文化に幸福になる要素が全
部あるだろうか？
フランスは何と言っても 存在、
感覚の喜び、
分かち合う愛、
お祭り
の趣味、
考えを討論する情熱、
一緒にいる喜び、
自分と折り合う切
望、
などが混ざりあった生きるコツを理解する方法を提供してくれ
る。存在する喜びを享受するには、
生命を信じ、
自分自身を信じる
ということになります。

François Blanc

9782212571462 / 2019 / 192 頁 / 16,90 €

この本は現在のパリの中のベスト５０の菓子店を選び、
そのアドレス
と１００のレシピが載せられている。
地区別に紹介して、
その菓子店のレシピを２つずつ載せている。
菓
子職人の代表作のレシピともう一つは 簡単でも目を見張る出来栄
えになるレシピを丁寧に写真付きで説明している。
さあエリート菓
子職人、
セドリック グロレ 、
ピエール エルメ、
フィリップ コンティ
チニ 等に会いに行こう

9782379450594 / 2020 / 368 頁 / 39,00 €

備考
> １０００部発行

Viviane Alloing valloing@eyrolles.com

Stéphanie Bardon stephanie.bardon@webedia-group.com
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創作

記憶と生活の哲学 心理学 幸福感 女らしさ

ALeduc. S
A20 robes faciles à coudre

20
à coudre

Annabel BENILAN

AAdoptez la Slow Cosmétique

スローコスメティック

縫いやすい
２０のワンピース

手元に置いておきたい スローコスメティックの手ほどき
このスローコスメティックの手ほどきで、
効力のあるデイクリーム ナ
イトクリーム 皺防止、
効果的なシャンプー、
癒しのシャワージェルな
ど を自分に合った本質的な物を選び自分で作る方法を学べる。今
までに紹介されていないビーガンコスメティック作りの全要素、
赤ち
ゃんへの特別な助言 内分泌のトラブルメーカーについて、
どのよう
にラベルを解読するか、
マーケッティングの乱用からどのように逃
れるとかを示している。

手軽に洋服ダンスの中を超女らしい服でいっぱいにしよう

Photographe : Annabelle Tiaffay

夏服、
冬服簡単に作れる。
この本は作り易い２０の型を紹介する。
ス
カートの部分は長方形 上の部分はちょっとした工夫が入れられ、
オリジナリティがある。
段階に添っての詳細な説明で、
初心者でも
夢の服が作れる。

Annabel Benilan

VIE PRATIQUE ET BEAUX-LIVRES

実践 環境 科学 自然と動物 自然療法

AMarie-Claire

ROBES
faciles

ブック

9791032304808 / 2019 / 96 頁 / 17,90 €

Julien KAIBECK

979 10 285 0313 0 / 2017 / 256 頁 / 16,00 €

著作権譲渡国言語
スペイン語 (EDAF)、
イタリア語 (Il Punto d’Incontro)

備考
> ４万４千部販売

Thibaud Le Paih tlepaih@gmc.tm.fr

Laurence Badot laurence@editionsleduc.com
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創作

実践 環境 科学 自然と動物 自然療法

記憶と生活の哲学 心理学 幸福感 女らしさ

AWebedia Books

AHachette Pratique
ABeauty Book Bien dans ma peau saison après saison

AMes produits de beauté faits maison

家で作る美容品

ビューティー ブック
季節ごとの
肌のお手入れ

自宅で作れる５０以上の美容品の作り方
地球や健康を守りながら 自然の物を使って貴女のお肌の手入れが
出来るのを発見しましょう。
その５０以上の美容品の作り方、
コツが
紹介されています。
例えば 植物性のオイルやバター、
花の液、
粘土、
ドライフラワー、
生花、
果物を使う。石鹸、
シャンプー、
歯磨き粉、
マ
スカラ、
口紅、
乳液、
芳香性樹皮等 貴女にとって美容品はもう秘密
ではなくなるでしょう。

お肌の手入れを望んでいる女性達の本

Sarina Lavagne,
Charlotte Daubet

ブック

季節ごとに元気で、
健康的な肌を保ち、
自然で生き生きした美しさ
を求める方達の手助けになる本。
読者は最初の部分で自分の肌のタイプをより良く知り、
次に、
便利
な覚書を見ながらその肌のタイプに添って季節毎に肌の手入れを
するコツが分かる。
(その季節にあった美しさ、季節によるトラブル、
そのトラブルを解決する方法など)

Aurélie Lequeux,
Sara Quémener

9782019453282 / 2020 / 96 頁 / 9,95 €

978-2381840000 / 2020 (出版予定)
264 頁 / 24,90 €

Stéphanie Bardon stephanie.bardon@webedia-group.com

Mathilde Barrois mbarrois@hachette-livre.fr
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創作

記憶と生活の哲学 心理学 幸福感 女らしさ

AFlammarion
ASacs et pochettes à faire soi-meme

AQue le style soit avec vous

自分で作る
ハンドバックと小袋

個性的な着こなし術
QUE
LE STYLE
SOIT AVEC
VOUS !

それぞれの趣味にあったハンドバック ポシェット カゴバック
トートバック 書類バックの作り方 簡単なものから込み入った
ものま
で

SOPHIE GACHET

Flammarion

著作権譲渡国言語
中国語

VIE PRATIQUE ET BEAUX-LIVRES

実践 環境 科学 自然と動物 自然療法

AGlénat

Jane Emilie Richard

ブック

洋服を着こなすのに必要な１５の袋物の作り方を詳しく説明して
いる。
皮、
木綿、
ジャガード生地、
モチーフ付きの裏、
リバティ、
スパ
ンコールを散らしたもの、
革製のポンポン、
取手、
ショルダーの部分
など、
選ぶのに困る程のチョイスがある。
全ての段階は写真で説明
され、
実物大の型紙付き。
技術の難度によって分けられ、
テクニック
の注意書きがついたファッションを手掛ける人にとって理想的な本。

9782344028292 / 2018 / 176 頁 / 24,95 €

Katharina Wurst katharina.wurst@glenat.com

Sophie Gachet

国際的にベストセラーになった « パリジャン シック»の共著
者 モード記者 ソフィ ガシェによる新しいモードのバイブル
スターのコツを活かして貴女の洋服ダンスの中、
個性を生かし、
納
得できる方法で 変えるお手伝いをします。
ケート モスのロックンロールシック。
ジジ ハディッド のトータルル
ック ケート ミドルトンのプリンセススタイルなど、
名だたる有名人
達の写真を見てインスピレーションを沸かせながら、
ご自分のスタ
イルを作るのを助けます。

9782081520202 / 2020 / 240 頁 / 24,90 €

著作権譲渡国言語
英語

Hélène Clastres helene.clastres@flammarion.fr
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フランス モードと美 親
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創作

記憶と生活の哲学 心理学 幸福感 女らしさ

AWebedia Books
AAlain Passard, collages et recettes

ABouillons - TAKU

アラン パッサール
コラージュと料理法

ブイヨン : 拓
ブイヨンを作るのに欠かせない本

有名な料理人アラン パッサールの野菜へのさらなる情熱

著作権譲渡国言語
オランダ語、英語、ポルトガル語(ブラジル)、
ロシア語

VIE PRATIQUE ET BEAUX-LIVRES

実践 環境 科学 自然と動物 自然療法

AGallimard

Alain Passard

ブック

このグラフィックな本は３つ星レストランシェフ、
料理の達人の新た
な色合いの才能を紹介する。
多分将来の料理人の目を開いて、
舌を
肥えさせてくれるだろ。
メニュー: バナナマドラスカレー セージ 紫玉ねぎ入り、シナモ
ンと緋色バジリコ味付けの人参 ハイビスカス入りリンゴ焼き
レモン味のきのこ タイムの花添え Saint-Amour煮紫かぶと黒
トマト、
、
、

Taku Sekine

978-2-862275970 / 2010 / 128 頁 / 29,50 €

この美しい本には パリのレストランLe Cheval d’or の才能ある日
本人シェフ関根 拓が１００のブイヨンを紹介している。
簡単で、
とっ
つきやすいレシピは季節の産物を利用出来る様に季節ごとに分類
されている。
白アスパラガスのブイヨン、
朝鮮アザミ、
生ハム、
黒オリーブのブイ
ヨン、
又 毛足かにのスープ 、
みそ、
大根、
白玉ねぎ、
、
、
グルメで創作
的なレシピ。
それと同時に基礎のレシピも見逃せられません。

9782379450587 / 2020 / 352 頁 / 24,90 €

備考
> ２０２１年出版予定 第２巻

Hélène Clastres helene.clastres@gallimard-loisisrs.fr

Stéphanie Bardon stephanie.bardon@webedia-group.com
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ブック

創作

実践 環境 科学 自然と動物 自然療法

記憶と生活の哲学 心理学 幸福感 女らしさ

AFlammarion

ASolar
AEncyclopédie du chocolat

AEphémère,
les desserts à l'assiette de Yann Couvreur

チョコレート
百科事典

束の間
Yann Couvreur
デザートプレート

教育的でグルメなこの本はチョコレートで有名なヴァローナ学
校のノウハウの全て

Frédéric Bau
序文 : Pierre Hermé
写真 : Clay McLachlan

VIE PRATIQUE ET BEAUX-LIVRES

100ほどのテクニックは丁寧に一歩一歩説明されている。
タンぺラ
ージュ、
ガナーシュ、ムース、飾りつけ、
１５０以上のレシピー フォ
レノワール エクレア タルト チョコレートソース マカロン
菓子職人を象徴するシェフ達の秘蔵のレシピ。

若い卓越した菓子職人の２冊目の本

Yann Couvreur

9782081370456 / 2015 / 415 頁 / 24,90 €
備考

発売以来 ３ヶ月で５千部部販売

9782263157622 / 2019 / 232 頁 / 35,00 €

著作権譲渡国言語
ドイツ語、
英語、
中国語、
スペイン語、
イタリア語、
オランダ語、
ポルトガル語

備考
> 世界で１０万部 販売
> ８ヶ国語に翻訳されている。
> チョコレートの分野で２０１０年世界美食ク
ックブック賞を獲得

Hélène Clastres helene.clastres@flammarion.fr

Yann Couvreur は２冊目の本に 注目された彼の代表デザートプレ
ートを集中して入れている。
又１３人の菓子職人を招待して、
彼らの
独自のデサートを紹介している。
モダンでエレガントなこの２冊目の本には４８のレシピが３部に分
かれて紹介されている : 新鮮で酸味のある物、
丸味の美味しい物、
招待菓子職人のレシピ。

Elodie Gachot elodie.gachot@edi8.fr
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ALe Sureau éditions

ALe Sureau éditions
AGrand Traité des Céréales

AGrand Traité des fleurs comestibles

穀類の概論

食用の花の概論

国立料理アカデミーから賞を授与した傑出した完全本

ガストロノミーのオリジナルで素晴らしい面を展開させる料理
用の花のアート

穀類とは広い主題である。作者はそれを、歴史、宗教、政治、植物
学、
農学、
美食などの見地から取り扱っている。
穀類は野生で育っ
ていた後、
人類が耕作すると言う長い歴史を持っている。
文明のバ
ネとなり、
人類の災害、
革命とも繋がっている。
今日 我々の食品カ
ロリーの４５%と大部分の家畜の飼料は穀類から供給されている。

978-2364021358 / 2016 / 344 頁 / 34,50 €

Mireille Gayet

Mireille Gayet

花を食べるというのは、
昔からあったことだが、
最近は驚くほど取り
入れられ、
目を見張らされる。
美食には味と共に視覚も大切で、
色と
りどりの花は目を楽しませてくれると同時に味覚にも刺激になる。
香
りのするバター、
花入りの氷、
鮮やかな色のサラダ、
調味料、
素晴ら
しい香りのクリーム、
風味が効いたソースやスープ、
などと共に沢山
の料理法が紹介されている。

978-2364021471 / 2018 / 304 頁 / 34,50 €

備考

著作権譲渡国言語

> 料理国立アカデミーの論文 調査 研究、
資料
の分野でグランプリを取得
> ２０１６年美食世界クックブックの
１課題ブックの一等賞を取っている。

ポーランド語

Milena Landeche foreignrights@adverbum.fr

Milena Landeche foreignrights@adverbum.fr
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ALa Martinière

ALarousse
ALarousse du Chocolat

AM Le grand livre du guide Michelin

チョコレート
ラルース

M
ミシュラン
ガイドの本

アマチュアにも職人にも使えるチョコレートのバイブル

Pierre Hermé
著作権譲渡国言語

菓子職人のトップシェフの一人 ピエール エルメの監修によるチ
ョコレートの参考書 ３５０のチョコレートを使ったレシピの使う道
具 技術 助言が書かれている。
それぞれのレシピを一歩一歩 上手
に仕上げられる様に要領を説明している。
この百科事典の一部は
チョコレートの歴史、
チョコレートのグラン クリュ、
一番薄いチョコ
レート、
チョコレートの鑑定にあてている。

9782035978363 / 2019 / 368 頁 / 29,95 €

ポ ルトガル 語 、スペイン 語 、メキシコ 語 、
ドイツ語、
ベルギー語、
ロシア語、
台湾語、

世界のあちこちを有名なミシュランガイドの調査官の旅につい
て行こう

Guide Michelin
著作権譲渡国言語
ドイツ語、中国語、チェコ語、ハンガリア語、
ポーランド語, 日本語

ユニークなプロジェクトの美しい本 ミシュランの調査官と世界をめ
ぐり、
世界の料理の豊富さを発見する。
Mは１３の国 そしてヨーロッパの大都会や地方の料理の遺産を
見出す。
シェフの紹介 その象徴的な料理法、
特別な産物、
お菓子、
チーズ、
知られていないワインとその葡萄畑 神話的な又は新規な
食卓や場所 星付きレストラン、
地方のフェスティバル。
それこそスト
リートフードから最上級のガストロのミー、
見逃せないな催しを網
羅している

9782067242913 / 2019 / 384 頁 / 39,00 €

Evelyne Le Bourse elebourse@larousse.fr

Séverine Zorzetto szorzetto@lamartiniere.fr
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AAlbin Michel Pratique

ADunod
AMon cours d'oenologie -

ASimplement chocolat

En 12 semaines chrono

単にチョコレート

ワインコース
１２週間

世界的なチョコレートのエキスパートによる、
誰にでもできる分
かりやすいチョコレートのレシピ

１２週間でワインのエキスパートに成れる

Marie-Dominique BRADFORD
著作権譲渡国言語

VIE PRATIQUE ET BEAUX-LIVRES

ブック

ワインを理解し、
ワインを試飲し、
選びたくなります。
１０週間でサ
イトTrois Fois Vinの創設者、
ワイン専門家 Marie-Dominique
Bradfordが驚くべき遊び心のあるワインコースのコーチをする。
５章 ワインの世界の発見、４０レッスン 基礎知識を備える。
試飲を
する知識を深めるための１００の質問 と正解。

9782100801848 / 2020 (第2版) / 19,90 €

中国語、
ロシア語

Frédéric BAU

初心者でも 手の込んだ高価な道具無しに 複雑な準備もなく 簡単
に出来るレシピ。
パティシエ フレデリック ボウ は クレアション
ヴァローナの菓子部門の部長で 世界的に知られている。
ピエール
エルメの元でも研修している。
なおこの本の著作権はヴァローナ連
帯基金に譲渡している。
この基金はカカオの倫理的 持続的な販売
ルートに力を入れている。
彼の最近の本( Envies chocolat)は日本
語で発売している。
彼の奥様は日本人。

9782226448880 / 2020 / 96 頁 / 12,00 €

著作権譲渡国言語
英語版はAlbin Michel 出版でVALRHONA
会社直売

備考
> ６千部以上販売

Gail Markham gmarkham@dunod.com

Laure Paoli laure.paoli@albin-michel.fr
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AHachette Pratique
AWhiskygraphie
Comprendre le whisky en 100 dessins et schémas

ウィスキー
グラフィー
ウィスキーを知る
一見してウィスキーの全てを知る

Dominique Foufelle ,
Mélody Dentruck
備考
> このシリーズの４つ ワイン、
ビール、
ラム、
と合わせて、
８万部 販売 ９カ国語に翻訳

真か偽か？ウィスキーは食事の時は飲まない。
米国はウィスキーの世界１の輸出国。
ウィスキーの中にはキャラメ
ルが入っている。
この本に答えが見つけられる。
１００のデッサンと
グラフィックな図表で遊ぶ様にしてウィスキーの世界を発見できる。
ウィスキーとは whiskey と書くか whisky と書くか。日本のウィス
キーの特長。
どう作るのか？ この本に目を通したらどんな質問にも
答えられるようになる。

9782017046998 / 2018 / 128 頁 / 14,95 €

Mathilde Barrois mbarrois@hachette-livre.fr
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AOdile Jacob

ASolar
ALe Burn out parental

AMes premiers pas de papa

親のバーンアウト

パパになる
最初の一歩

CNNによると約１３パーセンの親に現れている現象

自分の子供 パートナーに対する役割を自覚していますか？ どこ
から始めましょうか？

Moïra MikolajczakとIsabelle Roskamは ルーヴァン大学の心理
学教授と研究所所長である。
自分たちののバーンアウトを理解する
のに疲れて、
その出口を探っている親達に向けた実用的な本です。
色々な観点 証言はその現象を理解し、
貴方達がいる状況を判断す
るテストをし、
実際的にどうすれば良いかを教えてくれます。

9782738135193 / 2017 / 192 頁 / 19,90 €

Moïra Mikolajczak,
Isabelle Roskam
著作権譲渡国言語
トルコ語 (Iletisim Yayincilik)

Gilles Vaquier de Labaume
著作権譲渡国言語
イタリア語

備考
> この著者と彼の作った
« 将来のパパのアトリエ »
については日本で記事になっている
https://genndai.ismedia.jp/articles/+

Marie Morvan morvan.rights@odilejacob.fr

Elodie Gachot elodie.gachot@edi8.fr

15 16 17

自分の子供、
パートナーに対しての新しい役割を自覚しながらも 将
来のパパは新しい時代にあった父性を作り出さなければなりませ
ん。
ママは妊娠中の続きで乳児の最初の年には赤ちゃんと密接な
繋がりがありますが、
パパも同じような繋がりが持てます。
赤ちゃん
の日常の世話をしながら特別な繋がりを作りましょう。
赤ちゃんは
生まれてすぐに 色々なことに目覚めます。

9782263160363 / 2019 / 240 頁 / 15,90 €
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ADunod

AMango
APetite enfance :
de la musique avant toute chose !

AEveil aux sciences

科学への目覚め

Des neurosciences aux crèches musicales

幼児 音楽は何より!!
音楽保育園の脳科学

遊びや教えを通して、
子供達の科学への興味をそそる方法
０歳から６歳までの子供達の発達に添った実際の活動の育児法の
本。
光の遊び、
科学的な感覚的な実験、
小さなものを一緒に作ること
などによって子供達は経験し、
幾何学的、
光学的な導きを得られ、
そ
の運動神経 判断力を培う。全てイラストレーション付きの実際の先
生によって育まれた本。

科学によって証拠づけられた音楽効果

Claude Kespy- Yahi
備考
> Cap Enfantsは日本で音楽保育園の創設を
申請中。

VIE PRATIQUE ET BEAUX-LIVRES

この本は音楽保育園 Cap Enfantsの日常を例に科学的 教育的、
実践的な取り組み方を紹介する。どんな背景を持とうと、
このユニー
クな音楽教育方法は基本的なこと(言語 社会性、
論理的理性)を身
につけるのを強め、
子供達の心を広げ、
外国語の上達に役立て、
子
供達の将来に向けての準備に役立つ。

9782100778409 / 2019 / 288 頁 / 20.90 €

Gail Markham gmarkham@dunod.com

9782317022036 / 2020 / 112 頁 / 11.95 €

Elsa Thiriot
著作権譲渡国言語
中国語、
ルーマニア語、
チェコ語、
スロバキア語

Marion Girona m.girona@fleuruseditions.com
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AHachette Pratique

AVigot
CHILDREN’S BOOKS

AManuel du jeune aventurier,
NEW TITLE
exploration et découverte de la nature

AMon premier livre de jardinage

初めての家庭園芸

THE YOUNG ADVENTURER’S MANUEL:
EXPLORATION AND DISCOVERIES IN NATURE
nu
Le ma el du

冒険好きな子供達の
自然の中での探検発見
ハンドブック

Claude Lux

JEUNE AVENTURIER
Explorati
Explorations
E
et découvertes
dans
dan
ns la nature
Claude lux
Cla

14,90 €
VIGOT

Claude Lux

８歳からの子供達のために家庭園芸の一歩一歩を手ほどきする

21 x 27 cm
192 pages
More than 600 color illustrations
Paperback
Publication : April 2016
978-2-7114-2199-2

この本は８歳からの子供達が家庭園芸を始める入門書。
イラスト付きで自分の庭 、
テラス、
室内のプロジェクトを実現させ
る。
庭についての情報、
植えられている木について、
庭にいる動物達
について色々なことをしながら楽しんで学べる。

大自然の中で安全に子供達に冒険させよう

9782019453237 / 2020 / 144 頁 / 17,95 €

大自然の中で安全に冒険する活動のガイドブック
小屋、
弓と矢、
凧作り、
動物を知ったり、
その叫びや足跡を学んだ
り、植物を知ったり、
火をおこししたり、
魚釣りするキャンプ生活の
IN A FEW WORDS
指導書。

Magali Ancenay

9782711421992 / 2016 / 187 頁 / 14,90 €

$SUDFWLFDODQGFRPSUHKHQVLYHQDWXUHJXLGHERRNIRUFKLOGUHQIXOORI
YDOXDEOHWLSVIRUIXQDQGVDIHDGYHQWXUHVRXWGRRUV

KEY FEATURES
♦ $FRPSOHWHDQGGHWDLOHGJXLGHDFFRPSDQLHGE\PDQ\FRORXUIXOLOOXVWUDWLRQVDQGGLDJUDPVZKLFKKHOSPDNH

WKHSURSRVHGDFWLYLWLHVHQMR\DEOHDQGDFFHVVLEOH
♦ 0RUHWKDQHQWHUWDLQLQJDQGRULJLQDOSOD\IXODFWLYLWLHVIRU WKHRXWGRRUVZKLFKZLOOGHOLJKWERWKFKLOGUHQ

DQGSDUHQWVZLWKDSDUWLFXODUIRFXVRQHFRORJLFDOLVVXHV
♦ $ FRPSOHWH UH GLVFRYHU\ RI QDWXUH ZKLFK ZLOO SURPRWH FXULRVLW\ DXWRQRP\ DQG D IODUH IRU DGYHQWXUH DQG

H[SORUDWLRQ

CONTENTS
,QWKLVERRNWKH\RXQJUHDGHUZLOOOHDUQ
♦ +RZWRVXFFHVVIXOO\EXLOGQXPHURXVREMHFWVHVVHQWLDOWRDOODVSLULQJDGYHQWXUHUVVXFKDVDFRPSDVVDERZDQG

DUURZVRUHYHQDNLWHRUDKXWw
♦ 7RUHFRJQL]HGLIIHUHQWDQLPDOVDQGSODQWVDVZHOODVDQLPDOSDZSULQWVDQGELUGFDOOVWKH\RXQJDGYHQWXUHUZLOO

DOVRGHYHORSKLVRUKHUREVHUYDWLRQDODQGDQDO\WLFDOVNLOOV
Sarah
Larsen slarsen@vigot.fr

Mathilde Barrois mbarrois@hachette-livre.fr

♦ +RZFDPSHUVKLNHUVDQGVFRXWVJHWE\LQWKHZLOG
♦ :LWKWKHWLSVDQGDGYLFHLQWKLVJXLGHWKH\RXQJDGYHQWXUHUzXQGHUWKHVXSHUYLVLRQRIDQDGXOWzZLOOEHDEOH

WRPDVWHUWKHSULQFLSDOVNLOOVRIVXUYLYDOVXFKDVOLJKWLQJDILUHILVKLQJRUHYHQRULHQWDWLRQ

7KLVERRNLVDQLQGLVSHQVDEOHJXLGHIRUDOODSSUHQWLFH5RELQVRQ&UXVRHVDQGWKHLUSDUHQWVZKRZLVKWR
H[SORUHDQGGLVFRYHUQDWXUHLQDIXQDQGDGYHQWXURXVIDVKLRQ

15 16 17

実用書とコーヒーテーブル

レジャー
創作

Loisirs
créatifs

パリ

ブック

フランス モードと美 料理と飲み物 親 子供

スポーツ

実践 環境 科学 自然と動物 自然療法

記憶と生活の哲学 心理学 幸福感 女らしさ

AFirst

ARustica
AAll you need is papier

ABaby plantes

All you need is
紙

ベビープラント
小さな植物

Fifi Mandiracが作った２５０の紙、
模様紙、
ハガキ スティッカ
ー ビックリする物

Fifi Mandirac
著作権譲渡国言語
英語

Elodie Gachot elodie.gachot@edi8.fr

VIE PRATIQUE ET BEAUX-LIVRES

小さな植物で今流行っている飾りを作る

綺麗な紙 、
貼り絵、
オリジナルな封筒など大好きになるでしょう。切
り取りができる手紙用紙 模様入りの紙、
折り紙用の紙、
折りたたん
で作れる封筒、
花飾り、
箱用の紙が１９２頁 切り取りのできるカー
ド、
切り取りのできる絵葉書、
キャンディの包み紙、
ギフト用のステ
ィッカー が３２頁 、
ラベル用テープ、マスキングテープ。そして、
表
紙のフラップには整理箱の特別プロジェクト

9782412033227 / 2019 / 224 頁 / 21,95 €

Stéphanie Clémarès

書斎の片隅に 冷蔵庫のマグネットと、
テーブルの上にベビープラン
トはいつでも小さな場所を見つけられる。
日常の小物、
使わなくな
ったもの (貝殻 裁縫の指ぬき、
栓、
玉子の殻)などで、
サボテンや観
葉植物を入れる器を作れる。
この本は今流行りの飾りを作るテクニックやコツ教えてくれる。

9782815312943 / 2019 / 80 頁 / 9.95 €

著作権譲渡国言語
韓国語

Marion Girona m.girona@fleuruseditions.com
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AMarie-Claire

AVigot
ARTS & CRAFTS
ACouper, coller, dessiner

ABroderie nature

NEW TITLE

自然を刺繍

切る 貼る
100 CREATIVE PROJECTS FOR
絵を描く
EXPERIMENTING,
DREAMING, AND CREATING
CUT, PASTE, & DRAW:

小枝、
花、
黄金虫、
人参、
、
、
３０の簡単に素早く出来る刺繍のモ
チーフ

Marie Rauzy

絵、
コラージュ、
フェルトを同じカンバスの上に混ぜ合わせた事

25 x 25 cm
160 がありますか？
pages
More than 500 color illustrations
Paperback
この本は１人、
２人それ以上の人たちと協力してオリジナルな芸術
Publication: October 2019
作品を作るのを提案する。
６歳以上の子供も大人達と一緒になっ
978-2-7114-2559-4

小枝、
花、
黄金虫、
人参、
、簡単で素早く出来る刺繍のモチーフが沢
山載っている。
これらのモチーフをあなたの好きなものに刺繍したら
楽しくなるでしょう。
太鼓に羊歯？ ワイシャツに花？ 松に蝶々？ 刺
繍がご自分で出来るように沢山の写真入り、
でもあなたはそれから
幾らででも想像出来ます。
刺繍するっていろんな良い事があります。
寛ぎになるし、
個性的な物を作るのもあなたの針の先にあります。

て、
又はどんな大人でも難しさに合わせて計画して作る。
これを作
る時には沢山の道具は使わない、
例えばクレヨン、
糊、
絵の具等。
目
的は他の材料 日常の物などを適応させて使う事を勧める。
それに
よって無限に創作できるのだ。

19,90 €

Marie Rauzy

9791032305249 / 2020 / 96 頁 / 17,90 €

IN A FEW WORDS

著作権譲渡国言語
9782711425594 / 2019 / 160 頁 / 19,90 €
Encourage your child’s creative imagination with projects designed to
韓国語

combine and explore different artistic techniques.

KEY FEATURES
♦ 100 project inspirations organized into levels of progressive difficulty for children ages 6 to 10 that encourage

and cultivate creative imagination and initiative.

♦ Engages the use of a large variety of mediums for maximum creative expression.
♦ Teaches the fundamentals of art to help develop a solid technique for future endeavors.

CONTENTS
Help your child discover the nascent artist within with this book full of ideas and project inspiration to guide you!
Explore all kinds of artistic mediums such as painting, drawing, sculpting, or cutting & pasting combined or
separately while learning basic techniques such as color coordination, depth, perspective, or symmetry.

Thibaud Le Paih tlepaih@gmc.tm.fr

Sarah
Larsen
slarsen@vigot.fr
Perfect
for parents
looking to spark their kids’ imaginations and artistic expression, this book also includes:
♦ Guidance for parents looking to encourage their children past feelings of timidity or inhibition as well as how
to determine intent and meaning at the outset of their creations.

18 19 20 21 22

♦ A mention of the tools and materials necessary at the beginning of each project. These vary depending on the

chosen activity, but are commonplace and small in number such as pencils, glue, tubes of paint, pastels,
or scissors.

♦ Examples of creations for each activity to use as inspiration or just to appreciate!

実用書とコーヒーテーブル
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創作

Loisirs
créatifs

パリ

VIE PRATIQUE ET BEAUX-LIVRES

ブック

フランス モードと美 料理と飲み物 親 子供

スポーツ

実践 環境 科学 自然と動物 自然療法

記憶と生活の哲学 心理学 幸福感 女らしさ

ARustica

AEyrolles
ADIY Fleurs séchées

ADoodling créatif

DIYドライフラワー

創作の落書き

ドライフラワーの大いなるカムバック

簡単に花の絵を描く手引き

優雅で色合い良いドライフラワーは室内に田園の詩的な雰囲気を
もたらしてくれる。
押し花 釣花 石鹸 花冠り 装飾アクセサリーなど
作者は色々な１４の作品を一歩一歩写真付きで自分の選んだ花で
作るドライフラワーの作り方の技術を見せてくれている。

Julie Adoreの簡単な方法のお陰で誰もが手軽に出来て、
みんなが
描きたくなる。
あなたも落書きを始めて、
お花で日常を飾りましょう。
彼女のの創作からインスピレーションをもらって花束や花の冠をお
花屋さんのように作ろう。
そして、
あなた自身の書いた小さな絵で自
分の世界を作ろう。

9782815313353 / 2019 / 80 頁 / 12.95 €

Laëtitia Lazerges
著作権譲渡国言語
ドイツ語

9782212676372 / 2018 / 128 頁 / 16,90 €

Ioulia Chapochnikova
(Julie Adore)
著作権譲渡国言語
英語、
中国語、
オランダ語、
ドイツ語、韓国語、
スペイン語

備考
> ８千部 フランスでの発行

Marion Girona m.girona@fleuruseditions.com

Viviane Alloing valloing@eyrolles.com
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実用書とコーヒーテーブル

レジャー
創作

Loisirs
créatifs

パリ

ブック

フランス モードと美 料理と飲み物 親 子供

スポーツ

実践 環境 科学 自然と動物 自然療法

記憶と生活の哲学 心理学 幸福感 女らしさ

AMarie Claire éditions

AMango
Afleurs en aquarelle - une initiation

AMes premiers pop-up

花
花を水彩画で描く
手引き

最初の
ポップアップ
ポップアップを作るための全てのテクニックとモデル

Marieの作品はを筆を取るよう誘いかけて、
水彩画の魅力に導
いてくれる

Marie Boudon
著作権譲渡国言語
ドイツ語 、台 湾 語 、韓 国 語 、スペイン 語 、
オランダ語、
スエーデン語

VIE PRATIQUE ET BEAUX-LIVRES

水彩画の基本技術を学ぶのに理想的な手引き。
例えば 紙、
筆、
絵
の具の選択、
色の配合、
ぼかし、
コントラスト、
、
写真で一歩一歩花
や葉っぱを描くのを初心者に教えてくれる。
それを組み合わせて、
花束や 花冠を描いて自分の紙を作って ギフトに使ったりとまだま
だ 色々な使い道がある。

9782317013881 / 2018 / 160 頁 / 22.50 €

Ghylenn Descamps
著作権譲渡国言語
チェコ語

備考
> １万5千部フランス販売 この著者の水彩とジ
ャングルも同様に大評判

Marion Girona m.girona@fleuruseditions.com

Thibaud Le Paih tlepaih@gmc.tm.fr

18 19 20 21 22

ポップアップアートを始めてつくる人への本。
切って、
折って、
組み合わせて、
ボリュームをつけてと基礎的な技術
がこの本の初めに明確に説明されている。
それから創作品は難度によって分けられている : 私の最初のデザ
イン、
上達する、
私の小さな挑戦。

9791032303498 / 2018 / 96 頁 / 17,90 €

実用書とコーヒーテーブル

レジャー
創作

Loisirs
créatifs

パリ

ブック

フランス モードと美 料理と飲み物 親 子供

スポーツ

実践 環境 科学 自然と動物 自然療法

記憶と生活の哲学 心理学 幸福感 女らしさ

AMarie Claire éditions

ATana

AOrigami nature

A365 idées douces pour la planète

自然を折り紙で

地球のための
優しい３６５の
アイディア

素晴らしい紙を使った繊細なアート そのシンプルさと正確さで
魅了する折り紙
この本はあなたの日常生活に洗練された飾り、
独創的なオブジェを
備えます。
全部自然をテーマにして、
３０程の手本で花、
植物、
動物
などを作るのを学べます。
あなたの身近な方たちを喜ばせる特別な
プレゼントになります。

緑いっぱいの環境を作る為の３６５日の思いつき、
行動助言

9782848319728 / 2016 / 128 頁 / 16,90 €

Elodie Piveteau

VIE PRATIQUE ET BEAUX-LIVRES

Auriane Hamon

著作権譲渡国言語

著作権譲渡国言語

中国語

ドイツ語、
イタリア語

Thibaud Le Paih tlepaih@gmc.tm.fr

Elodie Gachot elodie.gachot@edi8.fr
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緑への思いの道を歩いて、
日常を優しく変えよう。
それぞれの小さ
な歩みは時には地球にとっての大きな歩みになる。
その日その日の
エコロジーは自分の体や精神ばかりでなく、
周りの人にも良いもの
です。
ただの傍観者でなく、
環境を良くする役目を果たすのに、
緑の
一年の３６５のグリーン フィーリングのカードが組み込まれている。

9791030103014 / 2019 / 368 頁 / 12,90 €

実用書とコーヒーテーブル
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パリ
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ADésiris

ADésiris
AAbdos sans risque

AAméliorer sa posture
du quotidien à la pratique sportive

危なくない
腹筋運動

姿勢をより良くする
日常からスポーツまで

望ましい結果を得るのに慎重なコントロールをしながらの実践

Blandine Calais-Germain

ブック

姿勢を改善し、
元気を保つ為の参考書

腹筋運動は慎重にコントロールをしながらしないと、
かえって腹
壁や椎間板を痛め、
怪我をする。
そう言う事を踏まえてBlandine
Calais-Germainは 体の解剖学的構造を考え、
それを大事にしな
がらの新しい腹筋運動を提案する。
この新しい出版物は目で見てわ
かり易く、
QRコードを取り入れている。

Frédéric Brigaud

978-2364031807 / 2019 / 160 頁 / 25,00 €

姿勢は基礎を形成する。
その基礎の元に、
それぞれの動きが出来、
我々の安定性を生んで、
不安定性を直す能力に繋がる。
結局、
我々の
日常の充足感 スポーツの実践に必要な要素である。
しかしながら、
姿勢は我々の学習の表現であり、
繰り返される行動の表れで私達の
体を次第に形成する。
それは幸いにも不変ではないので、
我々の活
力を向上するのに、
姿勢のコントロールをし直すことが可能である、

著作権譲渡国言語

著作権譲渡国言語

中国語、
韓国語、
イタリア語

イタリア語

Milena Landeche foreignrights@adverbum.fr

Milena Landeche foreignrights@adverbum.fr
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978-2364031418 / 2016 / 156 頁 / 9,50 €
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ブック
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ALa Plage

AVigot
SPORT & FITNESS

AGuide de musculation pour les sportifs

AYoga pour runner

NEW TITLE

スポーツマンの
筋肉トレーニング
ガイドブック

ランナーのヨガ

STRENGTH TRAINING ANATOMY
FOR ATHLETES

Frédéric Delavier and Michael Gundill

ランナーよ。
ヨガをを支えにしながらあなたのパーフォーマンス
を改善しよう

19.5 x 25.5 cm
288 pages
More than 400 color illustrations
Paperback
Publication: June 2019
978-2-7114-2528-0
スポーツする人たちの特定な形態論と解剖学に適応する筋肉ト

この本は呼吸の理論、
役に立つ忠告(息継ぎの改善、
運動に合わせ
た息遣い)を絵入で説明している。
姿勢( 姿勢の改善、
重心) 、
エネ
ルギー (走行中に小リラックスを入れながらの今までと違ったエネ
ルギーの調整) そして,メンタル(努力に耐える能力、
意識的な走りの
実践 )の改善を教えてくれる。

レーニングのエクササイズとプログラム
24,90 €

この本はアマチュアでもプロでも運動選手で自分の記録を伸ばした

い、
怪我の予防をしたいと願っている人たちに筋肉を強化する主な
Frédéric Delavier,
IN
A FEW WORDS
訓練へのアプローチを提案している。
色々なスポーツをしている人
Michael Gundill
Unique in its approach, this
fitness guideそれぞれのスポーツにあった多様なエクササイズ。
explains the morphological and
たちの形態論

Pascal Jover,
Bénédicte Opsomer

978-2842215507 / 2017 / 224 頁 / 19,95 €

anatomical differences between
athletes of various sports and how to
各スポーツにあった特効の強化目的にあった訓練のプログラムが
optimize workouts for maximum athletic performance.

著作権譲渡国言語

入っている。

英語、
中国語、
韓国語

9782711425280 / 2019 / 288 頁 / 24,90 €

KEY FEATURES

♦ More than 400 color illustrations and photographs demonstrating the body and target muscles in movement.
♦ Specific programs for each sport as well as variations to adapt to individual athletes’ objectives

and morphologies.
♦ Suitable for athletes of all levels in both yearlong and seasonal sports.

CONTENTS
Strengthening exercises are a key component in an athlete’s training, not only to reinforce muscles, but also to
warm up and recover more effectively after a workout.
ThisLarsen
book starts
by analyzing the morphological
Sarah
slarsen@vigot.fr

attributes of high-achieving athletes in various sports, as
different anatomical attributes are favored from one sport to another. Readers can hone in on their physical
differences and similarities with top-performing athletes, highlighting exercises that would help target specific
muscle groups and thus improve their performance and avoid certain injuries.

Mathilde Barrois mbarrois@hachette-livre.fr
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The second part describes recommended exercises and their variations in detail including both warming up and
building strength. Optimally practiced at a gym, many of these exercises are also adaptable for the home with a
towel and an elastic band.

実用書とコーヒーテーブル
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Pratique
du sport

パリ
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AVigot
SPORT & FITNESS

AMon yoga en 10 minutes par jour

NEW TITLE

一日１０分のヨガ

DAILY YOGA IN ONLY 10 MINUTES
Sabine Rabourdin

16毎日数分間ヨガをすると１週間に2時間するよりも利点がある
x 21.5 cm
64 pages
More than 100 color photographs
ヨガは若者にも年寄りにも体に良い日常の優れた運動だ。
読者は
Paperback
Publication:
February
2019
１日、
７分から１
０分の習慣になるヨガは如何に体に良いかが分か
978-2-7114-2537-2
る。
どんなに忙しい人でも実行すればすぐにその良さがわかるし、
素

早く上手になる。
この本では初心者の為の９シーケンスと上級者向
12.90 €
けのシーケンスをポーズ毎に写真で説明している。

9782711425372 / 2019 / 64 頁 / 12,90 €

Sabine Legrand-Rabourdin

IN A FEW WORDS

An illustrated guide to fitting yoga into a busy schedule with only ten
minutes.

KEY FEATURES
♦ 7 to 10 minute sessions designed to fit into a busy day with ease.
♦ Step-by-step instructions with accompanying photos that demonstrate correct posture and positioning.
♦ Options and variations for beginner and advanced yogis alike.

CONTENTS
A recent study found that a few minutes of light, daily, physical activity offers more positive health benefits over
the long-term than an hour or two-hours of physical activity at once. Yoga is an example of an excellent daily
activity that offers full-body benefits to everyone.

Sarah
Larsen
slarsen@vigot.fr
In this
guide readers
will find:
♦ A sequence of 9 postures for beginners focusing on: sun salutations, presence, maha mudra (tonicity), flexion,

transverse reinforcement, inverted posture, yogis choice, relaxation, and meditation.
♦ Sequence variations for the more advanced yogis.
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♦ 7 to 10 minute versions of each series of movements for easy integration into even hectic daily schedules.
♦ Photographs illustrating every posture so that readers can follow along easily on their own.

ブック

VIE PRATIQUE ET BEAUX-LIVRES

実用書とコーヒーテーブル
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パリ

ブック
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AL'Inédite - Couture

ALa Plage
ACouture Maison durable

Agreen washing!
Fabriquer ses produits ménagers

持続性のある家
仕立て

エコ洗剤
自分で作る
家庭の洗剤

持続性のあるアプローチで創作する
現代にあった、
簡単で普段使い捨てしている物に代わるオブジェを
作る２０の企画。
もっと責任を考えた飾り付けを取り入れる。
持続
性のある、
環境に良い、
ゴミの出ないものを家族揃って作るのを勧
める。

Sarah Despoisse

効果的に家を掃除する方法を見つけ、
自分で安く洗剤を作る

9782350323848 / 2020 / 96 頁 / 19,00 €

Cécile Berg
著作権譲渡国言語
ドイツ語

Laurence Badot laurence@editionsleduc.com

ラベルの読み方を知り、
配合を分析すると高い値段の食器洗いの
洗剤や洗濯の軟化剤など、
買わずに自分で洗剤を作ることになる。
この本は 重炭酸塩、
黒石鹸、
無色酢、
蜂の蝋、
麻のオイルなどを使
って 効果的で安い洗剤作りを教えてくれる。
必要に応じて一つずつ
作って行くことを勧める。

978-2842214739 / 2016 / 224 頁 / 19,95 €

Mathilde Barrois mbarrois@hachette-livre.fr
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ATana

AFirst
ALe dernier avion

ALe plastique, c'est pas automatique

最後の飛行機

プラスチック
無意識では駄目

飛行機 罪のある喜び

何故、
どの様にプラスチックの消費量を努力しないで減らせる
か？

飛行機は地球にとって高くつく。
２０５０年まで何にもしなかったら、
世界をめぐる飛行機の数は２倍になるし、
乗客数は２０億人から１６
０億人になる。
飛行機は一番公害をだす交通の手段であるから、
環
境的に耐え難い状態になる。
科学者で新聞記者の 著者は温室効果
ガス、
マスツーリズム、
空港建設による土壌人工化、
我々の４次元空
間との関係 これらの徹底的な展望を示してくれている。

Sébastien Porte

9791030103229 / 2020 / 256 頁 / 18,90 €

Sophie Noucher

著作権譲渡国言語

著作権譲渡国言語

中国語語、
イタリア語、
リトニア語、
ロシア語、
チェコ語

ドイツ語、
中国語、
イタリア語

備考
> ４万５千部以上フランスで販売 発売の後 数
週間売上 トップになり、
イタリアでは競売

Elodie Gachot elodie.gachot@edi8.fr

VIE PRATIQUE ET BEAUX-LIVRES

Elodie Gachot elodie.gachot@edi8.fr
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毎年、
３億８万トンのプラスチックが作られている。
９９,6%の妊婦にフタレートが見られ、
赤ちゃんの障害が増えてい
る。
８００万から１２００万トンが毎年海に流されている。
最近の数
々の研究の結果からSophie Noucherはこの状況の警告を分析し
て、
普段、
如何にプラスチックを排除していくか、
実現できる方法を
見つけ、
私達の生活に適応していく様に強く勧める。

9782412043127 / 2019 / 160 頁 / 12,95 €

実用書とコーヒーテーブル

科学

Sciences

パリ

レジャー 創作 スポーツ 実践 環境 自然と動物 自然療法
記憶と生活の哲学 心理学 幸福感 女らしさ

ALarousse
AL'Astronomie comme
vous ne l'avez jamais vue

ADans le secret des mathématiques

数学の秘密

今までになかった
天文学

数学がわかり易く話しかけてくるのを聞こう
数学は全く扱いにくい物と思い、
方程式、
幾何学に対してアレルギー
でしょう。
素数、
フラクタル、
無限、
パイなど、
何だかちっとも分からな
かったでしょう。
殆どの人にとって 数学は拷問とか歯軋りさせられ
ると同意語だったのではないでしょうか？でもこれらは思考の魅力
的な冒険の一つになるんですよ。
新しい視線でそれらをちょっと見
るだけで我々の日常生活のあちこちにそれを見つけられるでしょう。

宇宙を理解し、
天空の驚くべき現象を何処で、
いつ、
どの様に観
察するのかを知る視覚的なガイドブック

著作権譲渡国言語
中国語

VIE PRATIQUE ET BEAUX-LIVRES

フランス モードと美 料理と飲み物 親 子供

ADunod

Emmanuel Beaudoin,
Emmanuel Delort

ブック

この新しい天文学のガイドブックは最初の観察を成功させるに必
要な道具の選び方を説明する。
それぞれのテーマは見開きになっ
ている。
天体望遠鏡や望遠鏡で見るものへの焦点の合わせ方。
突
飛なものへアクセントをつけて、
例えば土星の表面の嵐、
ガリレオ
衛星の踊り、
銀河の衝突とか。写真を撮る為の忠告と小さなクイ
ズも付いています。

Ivan Kiriow

9782035979902 / 2020 / 320 頁 / 18,95 €

9782100808038 / 2020 (第2版)
192 頁 / 19,90 €

Gail Markham gmarkham@dunod.com

Evelyne Le Bourse elebourse@larousse.fr

28 29
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AFlammarion
ADu Merveilleux caché dans le quotidien
La physique de l'élégance

日常の素晴らしい
隠れ場
優美な物理
あなたの日常を囲んでいる素晴らしい優美の形の後ろに隠れて
いる物理の原則を発見しよう

監修 Étienne Guyon
協力 José Bico,
Étienne Reyssat,
Benoît Roman

ブック

物理学者達はエッフェル塔から石鹸の泡、皺皺になった紙の玉、
か
ずら橋、
こんな日常に散らばっている物の美しさを観察する様に誘
ってくれる。
自然に出来たものから意図的に作られたこれらの物の
科学や我々が普段感じない機能を明らかにする

9782081350618 / 2018 / 320 頁 / 24,00 €

著作権譲渡国言語
英語、
中国語、
韓国語

備考
> １万２千部 販売
> ２０１８年 Roberval賞(フランス語圏のテクノ
ロジーに関する書物、
一般部門)を獲得
> ２０１９年科学の本賞も獲得

Hélène Clastres helene.clastres@flammarion.fr

28 29
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AHoëbeke

AChats - Tout ce qu'ils essaient de nous dire

AInventaire des Petites Bêtes de Jardin

猫
彼らが言おうと
している全て

庭の昆虫の目録
１００の庭の昆虫と食物連鎖の中での彼らの場所
庭の昆虫をより良く知り、
保護する為に人類および生物多様性基金
と協力して仕上がった目録である。
100の代表例はあるものは我々
に馴染みの生き物 (ミツバチ、
スズメバチ。
蝿)であったり、
あるもの
はもっと神秘的な生き物 (ズンカブト虫、
コロラドハムシ)だったりす
る。
それぞれの説明で生き物は何を食にしているか、
食もの連鎖のど
の場所に位置するかも分かる。

私達の猫は私達に言いたいことが沢山ある、
それを誤解しな
い為に

著作権譲渡国言語
韓国語 (Pauline)

備考
> 第１版は２万３千部 今度の硬表紙版８２０
０部加算

VIE PRATIQUE ET BEAUX-LIVRES

フランス モードと美 料理と飲み物 親 子供

AAlbin Michel Pratique

Dr Laetitia Barlerin

ブック

この実用的な本は猫の振る舞いの解読をする。
クラシックな解釈
から始め、
間違ったあなたが考えた解釈を正して、
猫が考えている
本当の彼らの気持ちを伝える本である。
作者は猫と我々とが良いコ
ミュニケーションが出来る要素を書いている。
また質問に対しての
答えを出し、
猫の多様なプロフィール ( 幽霊的猫、
活動的な猫、
管
理人タイプの猫、
芸術家的猫 )を示し、
我々の動物がどのタイプに
属するか分かる。

François Laserre

9782842307738 / 2020 / 216 頁 / 25,00 €

9782226443953 / 2020 / 304 頁 / 15,00 €

Laure Paoli laure.paoli@albin-michel.fr

Hélène Clastres helene.clastres@gallimard-loisirs.fr
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AEPA

AGlénat
ALa sixième extinction

ALe Monde GEO en 300 cartes

６番目の絶滅

3OOの地図で
GEO の世界

絶滅の危機にいる動物の姿

世界発見に出かける為の参考書

１５０の写真を通して、
写真家Alain Ernoultは絶滅の危機にいる
動物達の姿を描写している。
地上、
空。
海に住んでいる素晴らしい
動物たちのすぐ側に行くのをためらわず、
その感動を伝え、
我々に
警告する。
巨大な白鯨から、
小さな昆虫まで、
これらの生き物に感
嘆し、
考えよう。

Alain Ernoult

ブック

9782376711780 / 2020 (出版予定)
256 頁 / 39,95 €

Mathilde Barrois mbarrois@hachette-livre.fr

Collectif

国際的な地図作成法の権威が作ったこの地図書は世界の地図に
興味を持つ地図マニアにとって欠かせない。
最先端のデジタルでの地図作成法のお陰で例外的な正確さが出て
いる。
自然、
政治、
テーマ別、
地質学、
天気、
経済、
人口密度の地図な
どが入っている。

9782344043615 / 2020 (出版予定)
352 頁 / 39,95 €

Katharina Wurst katharina.wurst@glenat.com

30 31 32 33
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AGlénat

AEPA
AMissions sur Mars

AOiseaux

火星への
ミッション

鳥達
julien norwood

OISEAUX

世界中の鳥の壮観本

Illustrations

frédérique vernillet

今までにない程、
赤い惑星をあらわにする
この本は火星についての本の完全版である。
地球の双子と言われる
火星に関する知識の全てが、
多大な図になった資料やわかりやすい
文で説明されている。
絵、
表、
画像、
グラフとNASAからと、
火星への
調査で得た写真が豊富に入っている。

Alessandro Mortarino

9782344044933 / 2021 / 192 頁 / 39,95 €

Julien Norwood

この極上のコーヒーテーブルブックに世界中の素晴らしい鳥を見
つけよう。
評判の高い専門家によって書かれた本には１３０以上の
鳥が息を呑むほどのイラストで紹介されている。
１０程の章のテー
マ 例えば羽根、
巣、
卵、
幼鳥の育て方、
適応、
などで構成されてい
る。世界的な傾向の本である。
他の人へもしくは自分へのプレゼン
トとしての本。

9782376711797 / 2020 (出版予定)
304 頁 / 45,00 €

備考
> ２０２０年１２月ファイル完成
> ２０２１年 世界出版

Katharina Wurst katharina.wurst@glenat.com

Mathilde Barrois mbarrois@hachette-livre.fr
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ARustica

AEPA
AOurs

ATour du monde en 80 lieux de méditation

熊

瞑想の場所
８０ヶ所 世界巡り

魅力的な動物の伝説と風貌描写を混ぜたオリジナルな図鑑

インドからカンボジアへと命に息吹を注ぐ８０ヶ所の世界巡り

恐ろしいと同時に魅力に溢れる動物、
熊に捧げた優れた美しい本。
情熱を持った動物学者によって書かれたこの本は熊の、
歴史、
伝説、
アート、
宗教、
動物行動学、
文学を豊かに取り入れて資料豊富な図
像版になっている。
最初の部分には生物学的、
科学的局面、
次の部
分には熊の歴史や文化を書き、
最後の部分にはこの動物の保護に
ついて書いている。

Géraldine Veron

VIE PRATIQUE ET BEAUX-LIVRES

9782815314282 / 2019 / 160 頁 / 29,95 €

Hugues Demeude
備考
> 同じコレクションにはマラソン。
潜水、
トレック
がある。又これから出版されるものには 庭、
火
山、
チャットがある。

Marion Girona m.girona@fleuruseditions.com

近くに、
または遠くに、
時から解放され、
または時と折り合って。
時に
は現代の慌ただしさから逃れる必要を感じる今日に瞑想のの場は
大きな成功を収めている。
世界の瞑想に好都合な８０ヶ所、
発見し、
探検し、
他者を助ける活
動をしたりする象徴的な環境、
精神的な建物、
視線を伸ばしてみら
れる単なる景色が世界にはある。
命に息吹が注がれるだろ。

9782376711728 / 2020 (出版予定)
304 頁 / 39,95 €

Mathilde Barrois mbarrois@hachette-livre.fr
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AJC Lattès

AAlbin Michel Pratique
ABien dans mon ventre

ADis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi

どこが痛いか
言ってください
何故痛いか言います

調子が良いお腹
お腹の調子が良くなる３０のレシピ付き自然療法のガイドブ
ック
消化不良 女子特有の体調不調は時には身体の障害となり得る。
この痛みは避けられないものと思うより、
体の言語を理解しよう。
栄養、
自然療法の助言、
植物、
ヨガ、
感情のコントロール、
これらは
私達を理論から実践に向かわせる。
辛さから解放し、
食べ物を精神
と体の安定に繋げる。

Marine Battier-Sharaf,
Naturally Lety

VIE PRATIQUE ET BEAUX-LIVRES

ブック

体の言葉を解読する秘訣

9782709665537 / 2020 (出版予定)
194 頁 / 18,50 €

Michel Odoul
著作権譲渡国言語
英語 (Inner Traditions)、エストニア語
(Rahva Raamat)、
ポーランド語 (Co-Libris)、
ルーマニア語 (Adevar Divin)、ロシア語
(Eksmo)、
スロバキア語 (Rybka Publishers) 、
チェコ語 (Eugenika)、
トルコ語 (Dogan
Egmont) 、
ウクライナ語 (Vivat Publishing)、
ベトナム語 (Nha Nam Publishing)

病気を偶然の事とか運命とかに見なさないで、
我々の意識のメッセ
ージとして、
我々の生きる道の実践上の障害物の証拠としてみるこ
とを学ばせてくれる。
だから アレルギー、
癌、
炎症、
頭痛などは体の
奥深い内側の緊張の印であるとフランス指圧協会の会長Michel
Odoulは説明する。
彼の読心術の経験とエネルギーの世界を伝え
てくれる。

9782226439260 / 2018 / 256 頁 / 19,90 €

備考
> ２５年続きのベストセラー 約６４万５千部
販売

Eva Bredin-Wachter ebredin@jclattes.fr

Laure Paoli laure.paoli@albin-michel.fr
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ALeduc. S

ALarousse
ALa Bible des huiles essentielles

ALe Cœur, votre autre cerveau

エッセンシャル
オイルのバイブル

心臓
別の頭脳

最も先端の新しい一般人にわかりやすい知識の総合

Danièle Festy, Anne Dufour

ニキビから帯状疱疹まで、
名高い処方がこの本に見つけられ、
エッセ
ンスオイルを使って治療する為の多くの助言が書かれている。
新しい
１０の疾患(イブロミアル痛、
ライム病、
多発性硬化小、
慢性疲労な
ど)を治す７８のオイル、
マッサージの時に使う芳香のする２８のオイ
ルが紹介され、
又それぞれの状況に適合した情報も提供している。

9791028510046 / 2018 / 552 頁 / 24,90 €

ストレス 動悸 高血圧、
、
あなたの心臓を聞いて、
もっと違う方法
で治療しなさい

Dr. Mathieu Bernard

著作権譲渡国言語

腸の次に、
心臓はあなたの３番目の頭脳です。
心臓病の患者の大
部分は心臓病の薬を必要とするよりもストレスの問題がある。
スト
レスは心臓血管の危険の要素を増大させて心臓に衝撃を与える。
心臓と一貫したエクササイズ (呼吸法、
催眠法)をする事によって治
療しなさい。

9782035976550 / 2020 / 240 頁 / 14,95 €

台湾語 (Ba Fun)、
中国語、
イタリア語 (Sonda)
カスティーリャ語 (Omega)、
ポルトガル語
(ブラジル) (Koscky)、
ロシア語
(Exem Licence)

備考
> １２０万部販売

Laurence Badot laurence@editionsleduc.com

Evelyne Le Bourse elebourse@larousse.fr
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ALeduc. S

AL'Iconoclaste
ALe Guide des antibiotiques naturels

ALe temps de méditer

自然な抗生物質
ガイド

瞑想の時
瞑想へのやさしい誘い

副作用のない抗生物質

Dr Yann Rougier, Marie Borrel

VIE PRATIQUE ET BEAUX-LIVRES

瞑想に時間を取ることは感情の落ち着き、
明晰さ、
寛容の心 理解を
促すことになる。
うんざりさせられる世界にいると、
自分自身を見失っ
て、
自分が何を必要としているかも見えない。
フランスでの瞑想のパ
イオニアであるChristophe André 博士は我々を最高の自分を見
つけ出す瞑想の時間に案内してくれる。
９章になっているこの本はわ
かりやすく、
瞑想を理解し、
実践できるような要点が表されている。

無秩序な過度の薬の消費はばい菌に抵抗力をつけてしまう。
でも
普通の病気に対しては、
自然で簡単なもので治す方法がある。
自然
なものには抗生物質の効果があると確かめられたものが沢山ある
と同時に我々の免疫力を増進させるものもある。
(植物、
リラクゼー
ション、
呼吸法、
食生活)

Christophe André

9791028516741 / 2020 / 224 頁 / 17,00 €

著作権譲渡国言語
スペイン語 (Kairos)、
イタリヤ語 (Garzanti)、
オランダ語 (ZNU)、
ポーランド語 (Czarna
Owca)、
ルーマニア語 (Trei Publishers)

備考
> ６万部 販売

Laurence Badot laurence@editionsleduc.com

Sophie Langlais s.langlais@arenes.fr

34 35 36 37
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AFlammarion
ANaturopathie
Le guide saison par saison

自然療法
季節に添った
ガイドブック
季節によって現れるトラブルの治療ではなく、
予防を１年を通し
てする方法

Loïc Ternisien
備考
> この著者Loïc Ternisien はカナダの有名なエ
キスパートです。

ブック

自然治療法師のLoïc Ternisienはプロの自然療法の基礎 全ての
秘訣を教えてくれる。
消化器系や呼吸器系や免疫システムを守るよ
うに食料を考える。季節ごとに的を絞った忠告を書いている。
(直
接栄養分、
植物、
季節の慣習、
ストレッチ また季節間の湯治) 冬の
風邪、
春のアレルギー 夏の日焼けなどに対し実用的な治療のカー
ドも付いている、
、

9782081494732 / 2020 / 208 頁 / 14,90 €

Hélène Clastres helene.clastres@flammarion.fr

34 35 36 37
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AJC Lattès

AEyrolles
AÊtre heureux avec Spinoza

AJe ne suis pas seul à être seul

スピノザと
幸せになる

Balthasar Thomass
著作権譲渡国言語
韓国語 (Jaeum & Moeum)、
他に最近翻訳権
成立 (アラブ語、 ポルトガル語、
イタリヤ語、 ギリシャ語、 セルビア語)

一人でいるのは
私だけでない

我々の生活にスピノザを入れる

孤独の甘すっぱいテキスト

スピノザは読者の手をとってこの上ない満足感を得るように、
すな
わち自分自身の輝きを見つけるように導く。
彼はそれ以外の野心は
持っていなかった。
彼の哲学的理論は我々の考える方法を変える
素晴らしい効果的な道具である。
満足感を得る為の存在感に関す
る、
本質的な形而上学の質問に対するスピノザの答えは我々を自
分の存在の不確実性に向き合う時、
よりよく上手に解釈する方へ
導いてくれる。

初めての孤独の思い出、
仲違い、
喪、
それと同時に自分で選んで一
人になる時 :本を読んだり、
音楽を聴いたり、
他の人たちを観察した
り、
文を書いたりする時とJean-Louis Fournierは常に小さな少年
だ。
友達が欲しかったし、
大家族を夢見ていたし、
一人っ子の彼はそ
れから逃れて大きくなる事も望んでいて、
一人でいる。
彼の奥さんの
死や友達達の死の後、
それらの人達を望むと同時に孤独も望んで、
そこを行ったり、
来たりしている。

9782212572346 / 2008 / 182 頁 / 14,00 €

備考

Jean-Louis Fournier
著作権譲渡国言語
オランダ語、
トルコ語、
ベトナム語

9782709662482 / 2019 / 200 頁 / 19,00 €

備考
> フランス国内で２万5千部販売

> ２万部分以上販売

Viviane Alloing valloing@eyrolles.com

Eva Bredin-Wachter ebredin@jclattes.fr
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ALa Martinière

AHoëbeke
AJournal intime d'un touriste du bonheur

APetites Luxures

幸せな旅行者
私的な日記

小さな邪婬
面白い、
恥知らずなプレゼント

私的な日記、
旅の手ほどき、
精神の年代記
ビジネス界の弁護士で、
パーティ好き 麻薬常習者であったジョナサ
ンは全てを捨てて、
幸福を求めて旅立つ。
３年間、
スピリチュアルマス
9:HSMIOC=XU\[U]:
ターに会いに行き、
瞑想を学ぶ。
この軌道から外れた旅行手帳はイ
ンド旅行中の辛苦、
例えばスピリチュアルショッピング、
霊験なカミ
ングアウト、
メンタルの横暴と麻薬の常習癖との戦いなどを語って
いる。
旅の手ほどき、
精神の年代記であるこの耐えられない程魅力
のあるこの本は文学部門と同時に良心も揺さぶる

www.hoebeke.fr
HO0918-1
15 €
ISBN : 978-2-84230-760-8

Simon Frankartは１２０万人のフォロワーがいるInstagramのサ
イト « 小さな邪婬 »のイラストレーターである。
その世界中のフォ
ロワーに小話やちょっと卑猥な思い出を語ってと、
書いたら 1500
ほどのメッセージを受け取り、
その中の５０ばかりの内輪話を斬新
な絵にして本にした。
その繊細な絵は性を洗練されたちょっと挑発
的な目で見て自由に表現している。

50 histoires intimes, vécues
et écrites par 50 hommes et femmes
du monde entier, mises en images
par l’auteur-dessinateur du projet
érotico-poétique Petites Luxures
qui compte plus d’un million
d’abonnés sur Instagram.

Bandeau.indd 1

11/09/2019 10:21

Couv_Petites Luxures_2.indd 1

Jonathan Lehmann
著作権譲渡国言語
オランダ語
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9782732486826 / 2018 / 280 頁 / 16,90 €

11/09/2019 18:22

Simon Frankart

9782842307608 / 2019 / 112 頁 / 15,00 €

著作権譲渡国言語
英語、
スペイン語、
イタリア語、
オランダ語

備考

備考

> ４万５千部販売

> １万５千部販売

Séverine Zorzetto szorzetto@lamartiniere.fr

Hélène Clastres helene.clastres@gallimard-loisirs.fr
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ence d’être interdépendants facilite l’engagement et rend
cette planète plus belle.
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er n o s l i e n s .
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Christophe André
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Ces liens qui nous font vivre

Éloge de l’interdépendance

ns plus que jamais besoin les uns des autres.
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aux difficultés de la vie.

e André est psychiatre et psychothérapeute, spécialiste
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x ou de L’Estime de soi. Ses ouvrages sont lus dans le
tier.

8810

2922591
ISBN 978-2-7381-4881-0
En couverture : © Luciano Lozano.
4e de couverture : © DRFP/Leemage.

AOdile Jacob
ACes liens qui nous font vivre.

liens qui nous font vivre

21,90 €
www.odilejacob.fr

Rébecca

Shankland

Christophe

André

Ces liens
qui nous

font vivre

Éloge de l’interdépendance

ENSEMBLE
ON VA
PLUS LOIN

Rébecca Shankland,
Christophe André
著作権譲渡国言語
イタリア 語 、スペ イン 語 、ル ーマニア 語 、
リトニア語、
韓国語、
中国語
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AJe m'amuse à vieillir

Eloge de l'interdépendance

老いるのを楽しむ

生きさせてくれる絆
相互依存の賞賛

年取った人の幸福感をもたらすには 老いると言うことを理解し
なければならない

努力や他の人たちの欲求と自分の欲求を考慮する能力を必要と
するにも関わらず、
他の人と一緒にする冒険は人生に大いなる
満足をもたらせる
一緒に進むことは我々を幸せにしてくれるし、
人生の困難にもより良
く立ち向かわせてくれる。
相互依存の意識は社会参加を容易にし、
人生をより美しいものとしてくれる。
と言うのは、
支えを受けたり、
与
えたりすることは関係を深める機会となるからだ。
この本は我々の
一人一人が近づき合って関係を深めるのを助ける。
カップルの概念、
子供の教育、
友情、
職の上の関係に便利だ

Pr Yves Agid

この本で神経科医、
脳疾患の専門医Yves Agid は老いるとは時を
経ると言う事にかかっているだけではなく、
特に頭脳に掛かっている
ことをと説明している。
臨床的、
科学的長い経験を基に、
脳の退化の
病気の治療および理解に関しての進歩を述べている。
結局は老いる
とは病気ではない。
それは単に命である。
存在すると言う一番大切
な部分で、
強烈に生きることができる。

9782738149619 / 2020 / 304 頁 / 22,90 €

9782738148810 / 2020 / 336 頁 / 21,90 €

備考
> l’ Expressのベストセラーのリストに載って
いる。

Marie Morvan morvan.rights@odilejacob.fr

Marie Morvan morvan.rights@odilejacob.fr
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ALes Arènes

ALarousse
APourquoi c'est si compliqué l'amour?

APourquoi on ne se comprend pas ?

Comprendre nos différences pour
une vie à deux épanouie

Mieux communiquer avec
la méthode des 4 couleurs

愛
なぜ複雑なの?

なぜ分かり
合えないの？
４色方法で意思の
疎通をする

«ついに性の論争に回答を出す魅力的な本 »Boris Cyrulnik

Philippe Brenot
著作権譲渡国言語
イタリア語 (Giunti Psy)
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二人の幸せな生活には愛だけでは足りない。
良い意思を持っていて
も直ぐに性の違いに出合う。
昔から男と女は 一日の大部分を女は
女どうし、
男は男どうしで過ごす。
新しいカップルと言うのは最近の
作りもの。
初めて二人が向き合って二人で、
または一人で二人を見
つける。
Philippe Brenotは数多くのカップルに付き添った経験か
らお互いをわかり合うヒントをくれる。

Elodie Bancelin, Alix Lelief
自分の周りの人達と、難しい人ともより良くコミュニケーション
をする方法
愛している人、
家族、
職場の人達との間でお互いに理解し合うのは
簡単ではない。
４色にそれぞれのタイプを仕分けする方法(１９５６
年にWalter Clarkによって作り出された方法 DISCメソッド)を使
ってこの本はそれぞれのタイプ(赤は支配的 黄色は影響力 緑は安
定 青は 慎重)を理解するのを助ける。
多くの助言や練習問題は他の
人とのコミュニケーションの改良に役立つ。

9782711200955 / 2019 / 300 頁 / 17,90 €

9782035976611 / 2020 / 250 頁 / 15,95 €

Sophie Langlais s.langlais@arenes.fr

Evelyne Le Bourse elebourse@larousse.fr
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AOdile Jacob

AJC Lattès
ATrop intelligent pour etre heureux.
L'adulte surdoué

AVoyage au cœur de la souffrance

苦悩の中の旅

幸せになるには
インテリ過ぎ
知能が高い大人

精神科医と弁護士の目で見たバーンアウト、
職業ハラスメント

知能が高いのは財産になるが、
担うのには重い違いともなる

Jeanne Siaud-Fachin
著作権譲渡国言語
スペイン語、
イタリア語、
ドイツ語、
ロシア語、
ルーマニア語、
ハンガリー語、
チェコ語、
韓国
語、
中国語、
台湾語、
オランダ語
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ブック

極端な高い知能は時には弱々しくなったり、
苦しんだりする高ぶっ
た感性を生みだす。
知能が高いと言うことは財産にもなるが他の
人とのズレを感じ、
自分の居場所を見つけられなくもなる。
如何に
知能が高いか分かるだろうか？どういう風にその知能を使いこな
して人生を成功させるか？この本は自分の個性をより良く理解しそ
の個性と親しんで、
自分と周りの人の気分を良くさせるのを手伝う。

Dr Guillaume Fond,
Sophie Reichman

何故バーンアウトするのだろうか？ある人にはその傾向があるのだ
ろうか？ その予兆はわかるのだろうか？どのようにハラスメントす
る人を見分けられて、
その証拠を集めることが出来るのだろうか？
数々の証言を通して。
作者達は彼らの経験 助言、
助ける方法、
この
世紀の悪、
バーンアウト、
ハラスメントを予防する手段を私達に分
かち合う。
単なる調書を書くに留まる人ががいる所でトンネルから
抜け出る解決案を提案したり、
仕事場での苦悩の中にいる人達に
希望を吹き込んだりする。

9782709665551 / 2020 / 256 頁 / 18,00 €

9782738120878 / 2008 / 320 頁 / 23,50 €

備考
> ２ ３０万部販売
アマゾン心理学図書部門 N°1

Marie Morvan morvan.rights@odilejacob.fr

Eva Bredin-Wachter ebredin@jclattes.fr
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AAlbin Michel Pratique

AEyrolles
APetites habitudes, grandes réussites

ASlow shopping thérapie

小さな習慣
大きな成功

スロー
ショッピング
テラピー

自分のベストバージョンになる為のインスピレーション
を与える５１のやり方

Onur Karapinar
著作権譲渡国言語
ロシア語 (Eksmo)

あなたは時に脇道に逸れていると感じませんか？
そして、
自分の良さを発揮していないと感じませんか？３年の研究
の末、
Onur Karapinarによって書かれたこの本は身のならない輪
から飛び出て、
自分のエネルギーを再び方向付けながらする、
小さ
な習慣は長い期間をを経て、
大きな成功につながると説明している。
あなたが持続的に変わることを望んでいるがどこから始めて良いか
わからない場合にはこの本はあなたに役立つ。

9782212572018 / 2019 / 310 頁 / 19,00 €

備考
> 約４５００部 発行

Viviane Alloing valloing@eyrolles.com

より良くお金費やして、
儲けるすべを見つけよう

Valérie Halfon
著作権譲渡国言語
カスティーリャ語 (Aguilar)、
イタリヤ語 (Sperling & Kupfer)

備考

我々の消費の仕方はその趣味、
望み、
目的を明かすと同時に痛手
や恐れを表している。
著者、
予算管理のコーチは予算の明確な管
理の利益、
変化へのブレーキ 本当に必要な物への意識の取得、
機
能不全を教える。
本質的な物をへと修正し、
消費の仕方を変えるヒ
ントをくれる。
ボーナス : QRコードでインターネットからすぐ使える支出表と予
算表得られる。

9782226393616 / 2017 / 336 頁 / 15,90 €

5千部以上販売

Laure Paoli laure.paoli@albin-michel.fr
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AMango

AFirst
AVotre temps est infini

ASommeil, tout savoir et mieux dormir

あなたの時間は
無限

眠り その全て
より良く眠る

Dr. Isabelle Arnulf,
Dr. Vanessa Slimani

VIE PRATIQUE ET BEAUX-LIVRES

眠りについての全てのグラビア版ガイドブック

１日が思っているより長かったらなあ、
、
、

精神科医と神経科医の二人の著者は眠りが如何に大切な事かを
理解させ、
幸福感、
健康の為の重要な役目を最大限に果たせるよう
このグラビア本で示している。
眠りのメカニズム(眠りのサイクル、
生
物学的な時計 )を説明すると同時に睡眠不足の問題、
眠気の問題を
解決する手引きそして最後に夢、
悪夢について語っている。

時間を上手に使っていないのではないでしょうか？余りに多い要請、
メール、
電話、
ソーシャルネットワーク、
それに自分の頭の窮地などで
日常の目的から遠回りさせられているのではないでしょうか？本当の
目的を明らかにし、
より良く整理したら 私達の人生は１０倍にもなり
ます。
つまり、
個人的なまたは職業的な成功だけでなく、
一日一日を
利用する能力も増大します。

9782317023057 / 2020 (第2版)
128 頁 / 11,95 €

Fabien Olicard
著作権譲渡国言語
中国語語、
イタリア語、
リトニア語、
ロシア語、
チェコ語

備考
> ４万５千部以上フランスで販売 発売の後 数
週間売上 トップになり、
イタリアでは競売

Marion Girona m.girona@fleuruseditions.com

Elodie Gachot elodie.gachot@edi8.fr
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AWebedia Books

AL'Iconoclaste
AAmbitieuse et épanouie

AC'est mon corps

野心と生き生き

私の体

自分自身の１番のコーチになりなさい

女性の健康に関しては バカな質問 タブーな質問はない、
みん
な正当な質問だ

如何に自分の職業的な野心と私生活を両立させたら良いか自問し
ていませんか？時間が足りないこと、
自分の能力への疑い、
職業的に
も私的にも自分の思うように生きると言う事に正面から向き合って、
どうしたら解決出来るだろうか？この本の簡単なエキササイズはあ
なたの内側にある柵をあげ、
自分を信じるようにし、
ポジティブな考
えを培って、
あなたの バランスを見出させてくれます。

Jenny Chammas
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978-2379450235 / 2019 / 160 頁 / 15,90 €

Stéphanie Bardon stephanie.bardon@webedia-group.com

Martin Winckler

Sophie Langlais s.langlais@arenes.fr

45 46

この本は女性全般へ向けた本である。
年代に関わらず性の方向づ
け、
欲望、
母性などを取り扱っている。
テーマ別の章になっていて、
月
経、
避妊、
妊娠、
お産の激しさ、
などと。
著者はその章ごとに、
推薦するサイト、
映画、
小説などを挙げてい
る。
フェミニストな医師 Martin Winckler は一生を女性の健康に
捧げた。

9782378801267 / 2020 (出版予定)
400 頁 / 22,90 €
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ALa Plage

ALes Arènes
ALa cuisine des lunes

ALe syndrome d'imposture

月々の料理

インポスター
症候群

月ごとのサイクルをを上手に過ごそう

何故女性は自分への信頼がないのだろうか？

この作品は女性が自分たちの体のサイクルと上手に過ごせるための
食事を提案する。
４５の料理のレシピ (料理と安らぎ) 女性の月のサ
イクルの４段階の為のと、
不妊の解消の為のと子宮内膜症や更年期
の場合の為のレシピ。

9782842217891 / 2020 / 120 頁 / 14,95 €

Marjorie Moonflow

Elisabeth Cadoche,
Anne de Montarlot
著作権譲渡国言語
イタリア語 (Longanesi)、
オランダ語 (Ten
Have)、
スペイン語 (Peninsula / Planeta)、
中国語翻訳中

Mathilde Barrois mbarrois@hachette-livre.fr

Sophie Langlais s.langlais@arenes.fr

45 46

インポスター症候群は自分への信頼がないと言う症状で、
２人のア
メリカ人の心理学者によって突き止められている。
自分の長所を認
められないと言うことである。
学校の成績は男性より優れ、
男性より
良いポストを得られるにも関わらず、
それは良く女性に見られる。
科
学的情報、
臨床心理学の話、
世代の違う女性達の証言、
から自分へ
の信頼の欠如の全ての面をこの本は扱っている。

9791037500861 / 2021 / 320 頁 / 19,90 €

