
入門用書籍・ドリル/小事典

日本棋院書籍一覧
（セレクト会員点数表示）

〈ゆかり先生の頭がよくなる囲碁入門〉

YA01 ゆかり先生の頭がよくなる囲碁入門①...550円（5） ♡

YA02 ゆかり先生の頭がよくなる囲碁入門②...550円（5） ♡

YA03 ゆかり先生の頭がよくなる囲碁入門③...550円（5） ♡

〈ゆかり先生の囲碁初級教室〉

YA05 ゆかり先生の囲碁初級教室①...............550円（5） ♡

YA06 ゆかり先生の囲碁初級教室②...............550円（5） ♡

YA07 ゆかり先生の囲碁初級教室③...............550円（5） ♡

〈囲碁トレーニング〉

YTR001 囲碁トレーニング①入門編.....................550円（5） ♡

YTR002 囲碁トレーニング②基礎編.....................550円（5） ♡

YTR003 囲碁トレーニング③初級編.....................550円（5） ◇

YTR004 囲碁トレーニング④中級編.....................550円（5） ◇

YTR005 囲碁トレーニング⑤上級編.....................550円（5） ♧

YTR006 囲碁トレーニング実力テスト編................880円（8） ♡◇♧

GO・碁・ドリルシリーズ

Y1401 0からはじめる囲碁ドリル①入門1............550円（5）.♡
Y1402 0からはじめる囲碁ドリル②入門2............550円（5）.♡
Y1403 1から学べる囲碁ドリル③基礎1............550円（5）.♡
Y1404 1から学べる囲碁ドリル④基礎2............550円（5）.♡
Y1405 1から学べる囲碁ドリル⑤基礎3............550円（5） ♡
Y1406 2択で考える囲碁ドリル⑥発展1............550円（5）.♡
Y1407 2択で考える囲碁ドリル⑦発展2............550円（5）.♡
Y1408 2択で考える囲碁ドリル⑧発展3............550円（5） ♡
Y1409 3択で覚える囲碁ドリル⑨応用1............660円（6）.◇
Y1410 3択で覚える囲碁ドリル⑩応用2............660円（6）.◇
Y1411 3択で覚える囲碁ドリル⑪応用3............660円（6） ◇
Y1412 並べて楽しむ囲碁ドリル⑫実践............660円（6） ♡◇

◎GO・碁・ドリルシリーズ  A5判....

Y4081 大人のためのらくらく囲碁入門...........1,100円（11） ♡

Y4093 実践囲碁総合演習............................1,100円（11） ♡◇

Y4216 石倉昇の囲碁入門............................1,430円（14） ♡

〈入門書籍〉

〈新・早わかり小事典〉

Y2051 新・早わかり死活小事典........................990円（9） ♧♠
Y2052 新・早わかり手筋小事典........................990円（9） ♧♠
Y2053 新・早わかり互先定石小事典................990円（9） ★
Y2054 新・早わかり布石小事典........................990円（9） ★
Y2055 新・早わかり星定石小事典....................990円（9） ★
Y2056 新・早わかり置碁小事典........................990円（9） ★
Y2057 新・早わかりハメ手小事典.....................990円（9） ♧♠
Y2058 新・早わかり格言小事典........................990円（9） ★
Y2060 新・早わかり用語小事典........................990円（9） ★
Y2062 新・早わかりヨセ小事典.........................990円（9） ♧♠

棋力の目安

♡ 入門～20級 ♠ 初段～三段

♢ 19～10級 ◯ 四段～六段

♧ 9～1級 ◎ 高段

★ 全棋力 ☆ 読み物
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出版物案内/文庫本
〈進級シリーズ〉

YB101 第一感の死活........................................775円（7） ♧

YB102 置き去りの傷を探せ ...............................775円（7） ♧

YB103 強くなる手筋 ..........................................775円（7） ♧

YB104 級の実力テスト ......................................775円（7） ◇♧

YB105 序盤の感覚力........................................775円（7） ♧

〈こだわり講座シリーズ〉

YB501 アマの負ける手・負けない手（黒番編） ........775円（7） ♠◯

YB502 捨て石の極意 ........................................775円（7） ♠◯

YB503 アマの負ける手・負けない手（白番編） ........775円（7） ♠◯

YB504 ツギかたで棋力がわかる ........................775円（7） ♠◯

YB505 基本死活　虎の巻 ................................775円（7） ♠◯

〈即効上達シリーズ〉

YB401 侵略のテクニック....................................775円（7） ♠◯

YB402 並べて学ぶ次の一手..............................775円（7） ♠◯

YB403 定石の危機管理.....................................775円（7） ♠◯

YB404 攻め筋の方向.........................................775円（7） ♠◯

YB405 打ち込み読本.........................................775円（7） ♠

〈天下初段シリーズ〉

YB301 布石のベスポジ .....................................775円（7） ♧

YB302 攻防の手筋 ...........................................775円（7） ♠

YB303 攻め合いの達人 ....................................775円（7） ♧♠◯

YB304 中盤戦の構想力 ....................................775円（7） ♠◯

YB305 定石の第一歩........................................775円（7） ♠◯

〈初段合格シリーズ〉

YB001 初段合格の手筋150題...........................775円（7） ♧

YB002 初段合格の定石150題..........................775円（7） ♧

YB003 初段合格の死活150題..........................775円（7） ♧

〈六段合格シリーズ〉

YB008 六段合格の手筋150題..........................775円（7） ◯

YB009 六段合格の定石150題..........................775円（7） ◯

YB010 六段合格の死活150題..........................775円（7） ◯

〈七段合格シリーズ〉

YB011 七段合格の死活150題..........................775円（7） ◎

YB012 七段合格の布石感覚.............................775円（7） ◎

YB013 七段合格の手筋150題..........................775円（7） ◎

YB014 七段合格の中盤戦.................................775円（7） ◎

YB015 七段合格の定石150題..........................775円（7） ◎

〈文庫〉

YB211 眠る前の小さな詰碁①....825円（8） ◇♧♠◯

YB212 眠る前の小さな詰碁②....825円（8） ◇♧♠◯

YB213 眠る前の小さな詰碁③....825円（8） ◇♧♠◯
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出版物案内

〈詰碁で棋力UPシリーズ〉

YT101〔1〕美の有段詰碁100・上巻..............1,100円（11） ♠◯◎

YT102〔1〕美の有段詰碁100・下巻..............1,100円（11） ♠◯◎

YT103〔2〕はじめての詰碁............................1,100円（11） ♡

YT104〔3〕やさしい詰碁................................1,100円（11） ◇

YT105〔4〕初段になれる詰碁........................1,100円（11） ♧

〈めきめき上達シリーズ・対象＝級位者〉

YM101〔1〕布石はこう打つ............................1,100円（11） ◇♧

YM102〔2〕定石を覚えよう............................1,100円（11） ◇♧

YM103〔3〕手筋で決める...............................1,100円（11） ◇♧

YM104〔4〕死活を楽しむ...............................1,100円（11） ◇♧

YM105〔5〕ヨセを得意に...............................1,100円（11） ◇♧

〈読み物〉

Y4089 おもしろ囲碁 おもろい碁会所.............1,100円（11） ☆

Y4120 お悩み天国........................................1,100円（11） ☆

Y4121 お悩み天国②....................................1,100円（11） ☆

Y4122 お悩み天国③....................................1,100円（11） ☆

Y4123 お悩み天国④....................................1,430円（14） ☆

〈新ポケットシリーズ〉

YP011 直感力がつく！新ポケット詰碁200..........990円（9） ♧♠

YP012 これが決め手！新ポケット手筋200..........990円（9） ♧♠

YP013 終盤の底力！新ポケットヨセ200.............990円（9） ♧♠

YP014 感性を磨く！新ポケット布石100..............990円（9） ♧♠

YP015 石の効率を学ぶ！新ポケット定石100.....990円（9） ♧♠

〈基本事典シリーズ〉

Y2021 新版基本布石事典（上）....................2,640円（26） ★

Y2022 新版基本布石事典（下）....................2,640円（26） ★

Y2023 新版基本定石事典（上）....................2,640円（26） ★

Y2024 新版基本定石事典（下）....................2,640円（26） ★

Y2025 新版基本手筋事典............................3,080円（30） ★

Y2026 新版基本死活事典............................3,080円（30） ★

棋力の目安

♡ 入門～20級 ♠ 初段～三段

♢ 19～10級 ◯ 四段～六段

♧ 9～1級 ◎ 高段

★ 全棋力 ☆ 読み物
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出版物案内

NEW NEW

NEW NEW

NEW NEW

NEW NEW

〈単行本〉

Y4080 中盤戦に強くなる打ち過ぎ撃退法.....1,320円（13） ♠

Y4085 中盤の花形戦法 運用、撃退マニュアル.....1,320円（13） ♠

Y4086 布石、その後の攻防............................1,320円（13） ♠

Y4088 白の狙いと、黒の対策 置碁三、四、五子局....1,320円（13） ★

Y4092 実戦的な定石の使い方.....................1,320円（13） ♠

Y4090 井山裕太20歳の自戦記....................1,980円（19） ☆

Y4094 井山裕太栄光の軌跡........................1,650円（16） ☆

Y4095 井山・黄の定石研究..........................1,320円（13） ◎

Y4096 この手、何目？ 囲碁で楽しく足し算、引き算....1,320円（13） ♠

Y4097 笑って覚える新格言..........................1,100円（11） ★

Y4098 基本定石の周辺................................1,100円（11） ♠◯◎

Y4099 井山裕太七冠達成への道................2,750円（27） ☆

Y4201 攻め合いの極意................................1,650円（16） ♠◯◎

Y4202 基礎力アップ問題集.........................1,430円（14） ♡◇

Y4203 ヨセの強化書 基礎編........................1,650円（16） ◇♧

Y4208 ヨセの強化書 応用編........................1,650円（16） ♠◯◎

Y4204 格言が教えてくれる............................1,650円（16） ★

Y4205 古典詰碁の世界................................1,870円（18） ◯◎

Y4206 古典詰碁の魅力................................1,870円（18） ◯◎

Y4207 高尾紳路 不惑の出発.......................1,980円（19） ☆

Y4209 よくわかる囲碁AI大全.......................2,640円（26） ☆

Y4210 囲碁の手法 上 接触戦の手法..............1,650円（16） ◇♧

Y4211 囲碁の手法 下 遠距離戦の手法..........1,650円（16） ◇♧

Y4212 世外方円...........................................1,650円（16） ★

Y4213 詰碁の筋力ジム................................1,650円（16） ♠◯◎

Y4214 井山裕太七冠再び............................2,750円（27） ☆

Y4215 活碁新評...........................................1,650円（16） ◯◎

Y4217 序盤、中盤の基本法則......................1,760円（17） ♠◯

Y4218 布石の方向感覚................................1,760円（17） ♧

Y4219 こんなに面白い 世界の囲碁ルール....1,430円（14） ☆

Y4220 AI時代の新定石 ダイレクト三々基本と応用....1,870円（18） ♠◯◎

Y4221 ７路で上達 級位者編........................1,650円（16） ◇♧

Y4222 ７路で上達 有段者編........................1,650円（16） ♠◯

Y4223 新発想の置碁 四・五・六・八子局.......1,780円（17） ★

Y4224 痛快！ ダメヅマリ100問......................1,650円（16） ♧♠◯NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW
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