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Ｎｏ．書名・シリーズ・受賞情報など 著者 出版者 ジャンル 刊行予定日

1 とんずら屋弥生請負帖 田牧大和著 角川グループパブリッシング日本文芸書 1/27

2 隠し事 羽田圭介著 河出書房新社 日本文芸書 1/16

3 きなりの雲 石田千著 講談社 日本文芸書 1/25

4 信長私記 花村萬月著 講談社 日本文芸書 1/17

5 赤刃 長浦京著 講談社 日本文芸書 1/5

6 焔火(ホムラビ） 吉村龍一著 講談社 日本文芸書 1/5

7 風吹く谷の守人 天野純希著 集英社 日本文芸書 1/26

8 サラの柔らかな香車 ※第２４回小説すばる新人賞 受賞作品橋本長道著 集英社 日本文芸書 1/下

9 フラミンゴの村 ※第３５回すばる文学賞受賞作品澤西祐典著 集英社 日本文芸書 １/下

10 義烈千秋　天狗党西へ 伊東潤著 新潮社 日本文芸書 1/27

11 ゴールデンラッキービートルの伝説 水沢秋生著 新潮社 日本文芸書 1/20

12 ピース・オブ・ケーキとトゥワイス・トールド・テールズ 金井美恵子著 新潮社 日本文芸書 1/31

13 モーニングサービス 三田完著 新潮社 日本文芸書 1/20

14 楽園のカンヴァス 原田マハ著 新潮社 日本文芸書 1/20

15 ウィンター・ホリデー 坂木司著 文芸春秋 日本文芸書 1/20

16 ＣＵＴＥ　＆　ＮＥＥＴ 黒田研二著 文芸春秋 日本文芸書 1/23

17 コロヨシ！！　弐（仮） 三崎亜記著 角川グループパブリッシング日本文芸書 1/27

18 单十字星の誓い 森村誠一著 角川グループパブリッシング日本文芸書 1/27

19 群ようこの良品カタログ２ 群ようこ著 角川グループパブリッシング日本文芸書 1/

20 眺望絶佳 中島京子著 角川グループパブリッシング日本文芸書 1/27

21 歪 堂場瞬一著 角川グループパブリッシング日本文芸書 1/31

22 傷痕 桜庭一樹著 講談社 日本文芸書 1/5

23 親鸞　激動篇　上 五木寛之著 講談社 日本文芸書 1/14

24 親鸞　激動篇　下 五木寛之著 講談社 日本文芸書 1/14

25 それでも三月は、また 村上龍著/川上弘美著/小川洋子ほか著講談社 日本文芸書 １/下

26 東京暮らし　江戸暮らし 平岩弓枝著 講談社 日本文芸書 1/10

27 私の中の男の子 山崎ナオコーラ著 講談社 日本文芸書 1/25

28 プリティが多すぎる 大崎梢著 文芸春秋 日本文芸書 1/20

29 羅針 楡周平著 文芸春秋 日本文芸書 1/25

30 週末は家族 桂望実著 朝日新聞出版 日本文芸書 1/1

31 空中都市 小手鞠るい著 角川春樹事務所日本文芸書 1/31

32 その後とその前 瀬戸内寂聴著/さだまさし著幻冬舎 日本文芸書 1/

33 ７０歳死亡法案　可決（仮） 垣谷美雤著 幻冬舎 日本文芸書 1/

34 東京ヴィレッジ（仮） 明野照葉著 光文社 日本文芸書 1/17

35 イルミネーション・キス 橋本紡著 双葉社 日本文芸書 1/17

36 海岸通りポストカードカフェ 吉野万理子著 双葉社 日本文芸書 1/17

37 金ヶ崎の四人　信長、秀吉、光秀、家康 鈴木輝一郎著 毎日新聞社 日本文芸書 1/27

38 探偵・竹花　再会の街 藤田宜永著 角川春樹事務所日本文芸書 1/31

39 口紅のとき 角田光代著/上田義彦写真求龍堂 日本文芸書 1/上

40 青葉輝く　敬恩館風雲録　上 （４月ベル「藩校早春賦」の改題）米村圭伍著 幻冬舎 日本文芸書 1/25

41 青葉輝く　敬恩館風雲録　下 （４月ベル「藩校早春賦」の改題）米村圭伍著 幻冬舎 日本文芸書 1/25

42 大いなる時を求めて 梁石日著 幻冬舎 日本文芸書 1/

43 新宿鮫　短編集（仮） 大沢在昌著 光文社 日本文芸書 1/17

44 スイングアウト・ブラザース（仮） 石田衣良著 光文社 日本文芸書 1/17

45 Ｃｏｆｆｅｅ　ｂｌｕｅｓ（コーヒーブルース） 小路幸也著 実業之日本社 日本文芸書 1/18

46 酒田さ行ぐさげ　日本橋人情横丁 宇江佐真理著 実業之日本社 日本文芸書 1/18

47 素人がいっぱい　ラブホリックの事件簿                                                                                      新野剛志著 東京創元社 日本文芸書 1/20

48 所轄魂 笹本稜平著 徳間書店 日本文芸書 1/16

49 ヒトラーに愛された女　真実のエヴァ・ブラウン ハイケ・Ｂ・ゲルテマーカー著/酒寄進一訳東京創元社 外国文芸書 1/10

50 ファインマンさんの流儀 ( ハヤカワ・ポピュラーサイエンス） ローレンス・クラウス著/吉田三知世訳早川書房 外国文芸書 1/24

51 ジーヴスとねこさらい ( ウッドハウス・コレクション） Ｐ・Ｇ・ウッドハウス著/森村たまき訳国書刊行会 外国文芸書 1/20

52 ロスト・シティ・レディオ ( 新潮クレストブックス ） ダニエル・アラルコン著/藤井光訳新潮社 外国文芸書 1/31

53 冬の眠り アン・マイクルズ著/黒原敏行訳早川書房 外国文芸書 1/10

54 ボウルひとつで！　こねずにできる本格パン（仮） 藤田千秋著 河出書房新社 くらしの実用書1/13

55 いちばんよくわかる　ロックミシンの本 日本ヴォーグ社くらしの実用書1/31

56 わたしの手づくり保存食百科 リンダ・ブラウン著/谷澤容子監訳緑書房 くらしの実用書1/中
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57 くり返し作りたい　家族の好きないつものごはん２７６ 家の光協会編 家の光協会 くらしの実用書1/20

58 とれたて野菜レシピ～菜園発、おいしい１２０品 植松良枝著 ＮＨＫ出版 くらしの実用書1/19

59 手づくり製本の本 嶋崎千秋著 誠文堂新光社 くらしの実用書1/

60 決定版！幼稚園のおべんとう裏ワザ大事典（仮） 辰巳出版 くらしの実用書1/16

61 健康豆腐レシピ１００ 濱田美里著 永岡書店 くらしの実用書1/10

62 服のお直しが１人でできるようになる！（仮） 香田あおい著 ＰＨＰ研究所 くらしの実用書1/26

63 現代美術キュレーターという仕事 難波祐子(ｻﾁｺ)著 青弓社 ビジネス・くらしの経済1/中

64 介護福祉の仕事がわかる本（仮） 結城康博編著 日本実業出版社ビジネス・くらしの経済1/27

65 労働法のしくみと仕事がわかる本（仮） 向井蘭著 日本実業出版社ビジネス・くらしの経済1/27

66 イラスト　基本からわかる土と肥料の作り方・使い方 後藤逸男監修 家の光協会 すまいと住宅1/26

67 五重塔入門 ( とんぼの本 ） 藤森照信著/前橋重二著新潮社 すまいと住宅1/27

68 門まわり・玄関前の庭 ブティック社編 ブティック社 すまいと住宅1/28

69 マジカルプランツ ( 食虫植物･多肉植物・ティランジアをおしゃれに楽しむ） 木谷美咲著 山と渓谷社 すまいと住宅1/11

70 よくわかるパニック障害・ＰＴＳＤ 貝谷久宣監修 主婦の友社 健康と家庭の医学1/20

71 スーパー便秘に克つ！ 山名哲郎著 文芸春秋 健康と家庭の医学1/下

72 ファイナンシャルプランナーが教える親のお金の守り方 北見久美子著 朝日新聞出版 教育と福祉 1/20

73 最新版　はじめてのカンタン離乳食５４８　安心レシピ( 学研ヒットムック 太田百合子監修 学研マーケティング教育と福祉 1/14

74 介護疲れを軽くする方法 介護者サポートネットワークセンター・アラジン編著河出書房新社 教育と福祉 1/20

75 老いのくらしを変えるたのしい切り紙 井上由季子著 筑摩書房 教育と福祉 1/10

76 びっくり！　おもしろ　しかけ遊び 立花愛子著/佐々木伸著ひさかたチャイルド教育と福祉 1/10

77 昭和の特別な一日 杉山隆男著 新潮社 歴史と紀行 1/18

78 てんてん発見 山口謡司著 角川グループパブリッシング日本の文化 1/20

79 王朝のかたち　宮廷文化を伝える風物たち 猪熊兼樹文/林美木子･有職彩色淡交社 日本の文化 1/11

80 お国柄ことばの辞典（仮） 加藤迪男編 東京堂出版 日本の文化 1/下

81 知っておきたい　日本の年中行事事典 福田アジオ著/菊池健策著/山崎祐子ほか著吉川弘文館 日本の文化 1/25

82 バナナの歴史（仮） ダン・ケッペル著 太田出版 世界の文化 1/

83 道教の世界 ( 講談社選書メチエ ） 菊池章太(ﾉﾘﾀｶ)著講談社 世界の文化 1/10

84 これからデモに行くきみのために 高橋源一郎著/矢作俊彦著集英社 現代社会 1/26

85 介護と裁判　よりよい施設ケアのために 横田一著 岩波書店 現代社会 1/27

86 検証　福島原発事故・記者会見 日隅一雄著/木野龍逸著岩波書店 現代社会 1/20

87 “核”を持とうとした日本（仮） ＮＨＫ取材班著 光文社 現代社会 1/17

88 がれきの中の天使たち　心に傷を負った子どもたちの明日 椎名篤子著 集英社 現代社会 1/26

89 地球全史　写真が語る４６億年の奇跡 白尾元理写真/清川昌一解説岩波書店 サイエンス 1/26

90 日本の海はなぜ豊かなのか ( 岩波科学ライブラリー１８８） 北里洋著 岩波書店 サイエンス 1/25

91 マーカス・チャウンの太陽系図鑑 マーカス・チャウン著/糸川洋訳オーム社 サイエンス 3/

92 地球科学入門　地球の誕生から日本人のルーツまで 谷合稔著 ソフトバンククリエイティブサイエンス 1/25

93 高度１万メートルから見たオーロラ 國分勝也著写真/佐藤夏雄監修/利根川豊監修東海大学出版会サイエンス 1/20

94 図解　東京スカイツリーのしくみ ＮＨＫ出版編 ＮＨＫ出版 テクノロジー 1/25

95 電卓のデザイン 大崎眞一郎著 太田出版 テクノロジー 1/18

96 はやぶさ力 川口淳一郎監修 学研マーケティングテクノロジー 1/10

97 名画が愛した女たち　画家とモデルの物語 木島俊介著 集英社 芸術・スポーツ1/26

98 クリムトの世界 新人物往来社編 新人物往来社 芸術・スポーツ1/上

99 釉薬手づくり帖 野田耕一著 誠文堂新光社 芸術・スポーツ1/

100 美術を巡る旅ガイド　ヨーロッパを代表する画家達 メディアファクトリー芸術・スポーツ1/下

101 図書館サービスの可能性 小林卓編/野口武悟編紀伊国屋書店（発売）／日外アソシエーツ（発行）ライブラリアン1/

102 魔界ドールハウス ( ナツカのおばけ事件簿１０） 斉藤洋作/かたおかまなみ絵あかね書房 児童読み物 1/下

103 炎路を行く者－守り人作品集 ( 偕成社ワンダーランド３８） 上橋菜穂子作/佐竹美保絵/二木真希子絵偕成社 児童読み物 1/23

104 おなかのなかのなかのなか 長谷川義史絵/あさのますみ文学研マーケティング児童読み物 1/17

105 ぴあのうさぎと　みみおばけ ( こどものくに傑作絵本 ） あきやまただし作・絵金の星社 児童読み物 1/中

106 ゆきのひ ( いもとようこのおひさま絵本シリーズ） くすのきしげのり原作/いもとようこ文・絵佼成出版社 児童読み物 1/30

107 さんすううちゅうじん　あらわる！ ( 講談社の創作絵本 ） かわばたひろと作/高畠那生絵講談社 児童読み物 1/25

108 たまごってふしぎ ( 講談社の翻訳絵本 ） アリス＆マーティン・プロベンセン作・絵/こみやゆう訳講談社 児童読み物 1/20

109 盗まれたおとぎ話（仮） ( 少年冒険家トム１　　全３巻） イアン・ベック作/松岡ハリス佑子訳静山社 児童読み物 1/25

110 ようちえん　いやや ( 絵本・こどものひろば ） 長谷川義史作・絵 童心社 児童読み物 1/下

111 ウサギのトトのたからもの ヘルメ・ハイネ作・絵/はたさわゆうこ訳徳間書店 児童読み物 1/18

112 しんせつなかかし ( ランドセルブックス ） ウェンディ・イートン作/篠崎三朗絵/おびかゆうこ訳福音館書店 児童読み物 1/11
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113 ネジマキ草と銅の城 ( 世界傑作童話シリーズ ） パウル・ビーヘル作/村上勉絵/野坂悦子訳福音館書店 児童読み物 1/18

114 おとうちゃんとぼく ( おとうさんだいすき５ ） にしかわおさむ作・絵ポプラ社 児童読み物 1/中

115 つぼつくりのデイヴ ※2011年コルデコット賞オナー、2011年コムッタ・スコット・キング賞受賞作品  レイバン・キャリック・ヒル文/ブライアン・コリアー絵/さくまゆみこ訳光村教育図書 児童読み物 1/下

116 妖怪一家　九十九さん 富安陽子作/山村浩二絵理論社 児童読み物 1/18

117 ピーターサンドさんのねこ ルイス・スロボドキン作/清水眞砂子訳あすなろ書房 児童読み物 1/30

118 いるの　いないの ( 怪談えほん３　全５巻 ） 京極夏彦作/町田尚子絵/東雅夫監修岩崎書店 児童読み物 1/27

119 給食室の日曜日 ( わくわくライブラリー　学校の日曜日シリーズ） 村上しいこ作/田中六大絵講談社 児童読み物 1/25

120 せつぶんのひのおにいっか ( 講談社の創作絵本 ） 青山友美作・絵 講談社 児童読み物 1/5

121 もぐらのせんせい ( どうわがいっぱい ） 斉藤洋作/たかいよしかず絵講談社 児童読み物 1/下

122 トミーとティリーとタブスおばあさん ヒュー・ロフティング著/单條竹則訳集英社 児童読み物 1/下

123 としょかんねずみ ダニエル・カーフ作・絵/風木一人訳瑞雲舎 児童読み物 1/13

124 ハンガーブルグ伯爵のおはなし ( バティストさんとハンガーブルグ） ルドウィッヒ・ベーメルマンス作・絵/江國香織訳ＢＬ出版 児童読み物 1/25

125 ソロモンの指輪１　フェニックス編 ( バーティミアス　ソロモンの指輪　１　全３巻） ジョナサン・ストラウド著/金原瑞人訳理論社 児童読み物 1/19

126 津波 ( ３．１１が教えてくれた防災の本２　全４巻） 片田敏孝監修 かもがわ出版 児童ノンフィクション1/下

127 みんなの体操 ( ラジオ体操でみんな元気！３　全３巻） 青山敏彦監修/全国ラジオ体操連盟スタジオダンク汐文社 児童ノンフィクション1/30

128 食料自給率を考える ( 世界と日本の食料問題　４　全５巻） 山崎亮一作/こどもくらぶ編文研出版 児童ノンフィクション1/24

129 橋 ( 見学しよう工事現場４　全４巻） 溝渕利明監修 ほるぷ出版 児童ノンフィクション1/下

130 貝の図鑑＆採集ガイド ( 見て、さわって、不思議を学ぶ！） 池田等著 実業之日本社 児童ノンフィクション1/下

131 楽しく遊ぶ学ぶ　げんきの図鑑 中村裕監修 小学館　　　　　　　　　　　　　　小学館の子ども図鑑プレＮＥＯシリーズ児童ノンフィクション2/24

132 真紅の王女（仮） ( カドカワ銀のさじシリーズ） 濱野京子著 角川グループパブリッシングヤングアダルト1/27

133 鷹のように帆をあげて まはら三桃著 講談社 ヤングアダルト1/25

134 イエラの物語 ( 天山の巫女ソニン外伝 ） 菅野雪虫作 講談社 ヤングアダルト1/

135 みんなを守るいのちの授業 片田敏孝著/ＮＨＫ取材班著ＮＨＫ出版 ヤングアダルト1/25

136 道しるべ ( １５歳の寺子屋 ） 瀬戸内寂聴著 講談社 ヤングアダルト1/

137 １４歳のための時間論 佐治晴夫著 春秋社 ヤングアダルト1/19

138 キャラクターデザインの仕事 たかいよしかず著 大日本図書 ヤングアダルト1/下

139 ほんとうのフローラ　上 ※アンドレ・ノートン賞受賞作品イザボー・Ｓ・ウィルス著/杉田七重訳東京創元社 ヤングアダルト1/26

140 ほんとうのフローラ　下 ※アンドレ・ノートン賞受賞作品イザボー・Ｓ・ウィルス著/杉田七重訳東京創元社 ヤングアダルト1/26


