
オーテピア高知図書館 ティーンズ・サービス　2020.02

No． 書名 著者 出版社 出版年 請求記号 資料No.

1 基礎から身につくはじめてのデッサン 梁取 文吾／監修 西東社 2019.11 /725/ｷｿ/ 1109644755

2
ゆるスケッチ ノート・日記・手帳が楽し
くなる

corekiyo スギタメグ／
著

インプレス 2017.3 /725/ｺﾚ/ 0111688175

3
iPad & クリスタで描くゆるゆるマンガ
道

青木 俊直／著 玄光社 2020.10 T/726.1/ｱｵ/ 1111004774

4
かわいくかけちゃう!カンタンまんがレッ
スンBOOK

日本マンガ塾／監修 金の星社 2015.7 /726.1/ｶﾜ/ 0210758716

5 筋肉の描き方 すぐに役立つ! 関崎 淳/著 一迅社 2015.2 /726.1/ｾｷ/ 1107876698

6
ミラクルハッピープロ技マスター!まん
がイラストDX

ミラクルまんがイラスト
研究会／編著

西東社 2016.1 /726.1/ﾐﾗ/ 0210657677

7 戦闘シーンイラストの描き方 大谷 勇太／著 秀和システム 2018.6 /726.5/ｵｵ/ 0111880777

8
親子デザイン工房 父と息子で描く究
極のファンタジー世界

ロマン・トマ／[著] 玄光社 2018.9 /726.5/ｵﾔ/ 1109086569

9
レトロモダンな和装の女の子キャラク
ターデザインブック

神威 なつき／著 玄光社 2020.11 /726.5/ｶﾑ/ 0112210538

10 気ままにイラスト365日 カモ/著 玄光社 2013.12 /726.5/ｶﾓ/ 1107488593

11
コピックで描く基本 可愛いキャラと身
の回りの小物たち

川名 すず／著 ホビージャパン 2018.12 /726.5/ｶﾜ/ 1109389179

12
筋肉描き分けテクニックBOOK ジャン
ル&キャラクター別

中塚 真／監修 双葉社 2019.10 /726.5/ｷﾝ/ 0112070914

13
4色ボールペンでかんたん&かわいい
イラストを描く!

くわざわ ゆうこ／著 主婦の友社 2017.4 /726.5/ｸﾜ/ 0111688221

14
獣人(ケモノ)の描き方 リアルケモから
デフォルメケモまで

玄光社 2019.11 /726.5/ｹﾓ/ 1109671378

15 コピック配色手帖
日本カラーデザイン研
究所／監修

玄光社 2019.8 /726.5/ｺﾋ/ 0112038255

16
メルヘンでかわいい女の子の衣装デ
ザインカタログ

佐倉 おりこ／著 玄光社 2019.6 /726.5/ｻｸ/ 0112022499

17
モノクロイラストテクニック 表現の幅を
広げる

jaco／著 玄光社 2018.9 /726.5/ｼﾔ/ 0111914345

18
SSイラストメイキングブック コピックが
うまくなる!

昭野 スズカ／著 復刊ドットコム 2019.3 /726.5/ｼﾖ/ 1109436640

19
スマホでお絵描き! スマホだけでパソ
コン並みの絵を描いてみよう

アスペクト 2014.6 /726.5/ｽﾏ/ 1107726778

20
デジタルイラストの「表情」描き方事典
想いが伝わる感情表現53

NextCreator編集部／
編著

SBクリエイティブ 2017.7 /726.5/ﾃｼ/ 1108802792

はじめよう！ティーンズ部

イラストの描き方や資料集

オーテピア・ティーンズ部では、県内在住の中高生を対象に、オリジナルイラストや本の紹介文の書き手さんを募集中で

す。

図書館には創作活動に役立つ本もたくさん揃っているので、ぜひごご利用ください。
ティーンズ部について、詳しくはコチラ https://otepia.kochi.jp/library/info.cgi?id=202005211320167uzwzn
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No． 書名 著者 出版社 出版年 請求記号 資料No.

21
トミーのマンガと添削で楽しく学べるコ
ンセプトアート教室

富安 健一郎／著 玄光社 2020.2 /726.5/ﾄﾐ/ 0112120784

22
ドリーミィカラーで極める!コピック上達
メイキング

ぷぅ／共著 翔泳社 2019.11 T/726.5/ﾄﾘ/ 1109675460

23
人と動物の組み合わせで考えるクリー
チャーの描き方

中塚 真/著 誠文堂新光社 2014.4 /726.5/ﾅｶ/ 0111360838

24
とことん解説!キャラクターの描き方入
門教室

乃樹坂 くしお／著 SBクリエイティブ 2018.9 T/726.5/ﾉｷ/ 1109099695

25 ファンタジー世界の地図を描く JARED BLANDO／著 ボーンデジタル 2015.11 /726.5/ﾌﾗ/ 1108134097

26
プロ絵師の作法 キャラクター・ポーズ・構図
で魅せるイラスト上達テクニック

サイドランチ/編
エムディエヌコー
ポレーション

2013.9 /726.5/ﾌﾛ/ 0111296404

27
○○系男子の描き方 肉食系から犬
系、仙人系など、30人の男子を掲載!

河出書房新社編集部
／編著

河出書房新社 2015.11 /726.5/ﾏﾙ/ 0111538416

28
ややこしくない絵の描き方 誰でも始め
やすくて続けられる練習方法

松村 上久郎／著 秀和システム 2020.11 T/726.5/ﾏﾂ/ 1111031355

29 1・2・3で描ける!スマホ絵レッスン mizutama／著 青春出版社 2016.2 /726.5/ﾐｽ/ 1108189026

30
男子中・高生のイラストブック 学校生
活365日

ミナガタケラク／著 日貿出版社 2019.5 /726.5/ﾐﾅ/ 0112008550

31
コピックの女の子イラストブック ビビッ
ドカラーでデジタルみたいな塗り!

りーりん／著 日貿出版社 2020.3 /726.5/ﾘﾘ/ 0112123686

32
超入門マンガと図解でわかる!パース
教室

ロビー・リー／著 ボーンデジタル 2016.11 /725.2/ﾘﾛ/ 1108468990

No． 書名 著者 出版社 出版年 請求記号 資料No.

1 僕らが毎日やっている最強の読み方 池上 彰／著 東洋経済新報社 2016.12 T/002.7/ｲｹ/ 1108478312

2
青春の本棚 中高生に寄り添うブック
ガイド

高見 京子／編著
全国学校図書館
協議会

2020.11 /019.5/ﾀｶ/ 0112221912

3
読書の方法 自分を成長させる本の読
み方

久木田 裕常／著 きずな出版 2015.10 T/019/ｸｷ/ 1108108760

4
本を味方につける本 自分が変わる読
書術

永江 朗/著 河出書房新社 2012.7 /019/ﾅｶ/ 0111193389

5 読書は1冊のノートにまとめなさい 奥野 宣之/著 ダイヤモンド社 2013.11 /019.12/ｵｸ/ 0111319706

6 1冊読み切る読書術 齋藤 孝／著 ダイヤモンド社 2019.1 /019.12/ｻｲ/ 0111962226

7 本物の教養を身につける読書術 出口 汪／著 ぴあ 2019.3 T/019.12/ﾃｸ/ 1109520641

8
読む本で、人生が変わる。 なりたい自
分になるための本の使い方66

中谷 彰宏／著 学研プラス 2019.12 T/019.12/ﾅｶ/ 1109774313

9
東大生の本棚 「読解力」と「思考力」を
鍛える本の読み方・選び方

西岡 壱誠／著
日本能率協会マネ
ジメントセンター

2018.11 /019.12/ﾆｼ/ 0111936993

10
学校図書館の司書が選ぶ小中高生
におすすめの本300

東京・学校図書館スタンプ
ラリー実行委員会／編著 ぺりかん社 2017.7 T/019.5/ｶﾂ/ 0111727650

11
中高時代に読む本50 強く、やさしく、
かっこいい言葉に出会おう

清水 克衛/著 PHP研究所 2011.5 T/019.5/ｼﾐ/ 0103292420

文章の書き方やブックガイド
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No． 書名 著者 出版社 出版年 請求記号 資料No.

12 勝てる読書 豊崎 由美/著 河出書房新社 2009.1 T/019.5/ﾄﾖ/ 0102935661

13
ほかの誰も薦めなかったとしても今のうちに
読んでおくべきだと思う本を紹介します。

雨宮 処凛/著 河出書房新社 2012.5 T/019.5/ﾎｶ/ 1107273144

14 乙女の読書道 池澤 春菜/著 本の雑誌社 2014.1 T/019.9/ｲｹ/ 1107636993

15
THE BOOKS green 365人の本屋さん
が中高生に心から推す「この一冊」

ミシマ社/編 ミシマ社 2015.4 T/019.9/ｻﾌ/ 0111464480

16
NO BOOK NO LIFE 全国の本屋さんが選ん
だ!僕たちに幸せをくれた307冊の本

雷鳥社/編 雷鳥社 2014.9 /019.9/ﾉﾌ/ 0111410851

17 読めよ、さらば憂いなし 松田 青子／著 河出書房新社 2015.10 /019.9/ﾏﾂ/ 0111530423

18
ビジュアルとキャッチで魅せるPOPの
見本帳

川俣 綾加/著
エムディエヌコー
ポレーション

2013.10 /674.53/ｶﾜ/ 1107231761

19
手描きPOPの見本帳 さまざまな業種
の手づくりPOP実例集

フレア／著
エムディエヌコー
ポレーション

2016.3 /674.53/ﾃｶ/ 0111568056

20
はじめてでもできる!手づくりPOPかわ
いい文字&イラストの描き方

ナツメ社 2015.7 /674.53/ﾊｼ/ 0111486084

21
プロに教わる1秒で心をつかむPOPの
つくり方

パイインターナショ
ナル

2016.3 /674.53/ﾌﾛ/ 0111577209

22
売れる!楽しい!「手書きPOP」のつくり
方

増澤 美沙緒／著 同文舘出版 2015.10 /674.53/ﾏｽ/ 1108128511

23
オールカラーマンガ作文が上手になる
どんな文章もスイスイ書ける!

中村 和弘／監修 ナツメ社 2019.12 T/816/ｵﾙ/ 1109625523

24 放課後の文章教室 小手鞠 るい／著 偕成社 2019.8 T/816/ｺﾃ/ 0112043496

25
自分で考え、自分で書くためのゆかい
な文章教室

今野 真二／著 河出書房新社 2019.7 T/816/ｺﾝ/ 1109547578

26
伝わる文章の基本 初心者からプロま
で一生使える

高橋 廣敏／著 総合法令出版 2020.5 T/816/ﾀｶ/ 1111042766

27
文芸オタクの私が教えるバズる文章
教室

三宅 香帆／著
サンクチュアリ出
版

2019.6 T/816/ﾐﾔ/ 1109625663

No． 書名 著者 出版社 出版年 請求記号 資料No.

1 小中学生のための初めて学ぶ著作権 岡本 薫／[著] 朝日学生新聞社 2019.8 T/021.2/ｵｶ/ 0112050336

2 18歳の著作権入門 福井 健策/著 筑摩書房 2015.1 TS/021.2/ﾌｸ/ 0111433070

3
正しいコピペのすすめ 模倣、創造、著
作権と私たち

宮武 久佳／著 岩波書店 2017.3 TS/021.2/ﾐﾔ/ 1108586775

○オーテピア高知図書館で所蔵している本をご紹介しています。
○貸出しや返却はお近くの市町村立図書館でもできます。お近くの市町村立図書館にお問い合わせください。
○本や雑誌などに関する相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
　（お問い合わせの際は資料№をお伝えいただくとスムーズです。）

おさえておこう著作権

〒780-0842 高知市追手筋2-1-1 オーテピア2階

TEL：088-823-4946 FAX：088-823-9352
http://otepia.kochi.jp/library
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●自分が好きな本の紹介文

図書館が所蔵している本のうち、コミック以外どんなジャンルでもＯＫ

●展示テーマに沿ったエピソード

●オリジナルイラスト

投稿された文章やイラストは、図書館の公式Facebookから発信されたり、

館内に展示されたり…

あなたのリアルな声が図書館をもっと楽しくします！

…などを、オーテピア高知図書館あてにメールで投稿するだけ！
※アナログイラストは、郵送による投稿も受け付けます

●高知県内在住の中学１年生～高校３年生、またはそれに相当する年齢の方

●図書館とやりとりができるメールアドレスをもっている

●図書館の共通利用カードをもっている

※共通利用カードを持っていない方は、郵送やメールでの登録もできます。

詳しくは下記のウェブ・サイトにてご確認ください
https://otepia.kochi.jp/library/info.cgi?id=202012261539087mlkz3
https://otepia.kochi.jp/library/info.cgi?id=202012261539087mlkz3

件名に「入部希望」とご記入のうえ、次の内容を明記してteens@library.kochi.jpまで、

メールでお申込みください。

メンバーはいつも募集しています！

１ 氏名

２．フリガナ

３．ペンネーム（途中で変更できません）

４．共通利用カード番号
※活動の際はペンネームのみ公開されます

オーテピア・ティーンズ部

メールアドレス↓

郵送・メールでの

登録について→


