
2012年2月新刊案内

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 エンプティスター 大崎善生著 角川グループパブリッシング日本文芸書 2/28

2 マツリカマジョルカ 相沢沙呼著 角川グループパブリッシング日本文芸書 2/24

3 約束の森 沢木冬吾著 角川グループパブリッシング日本文芸書 2/24

4 愛について 白岩玄著 河出書房新社 日本文芸書 2/下

5 美しき一日の終わり 有吉玉青著 講談社 日本文芸書 12/29

6 恋都の狐さん ※第４６回メフィスト賞受賞作品北夏輝著 講談社 日本文芸書 2/8

7 築地ファントムホテル 翔田寛著 講談社 日本文芸書 2/2

8 荻窪シェアハウス小助川 小路幸也著 新潮社 日本文芸書 2/20

9 風が笑えば 俵万智著
奥宮誠次写真中央公論新社 日本文芸書 2/29

10 幻想即興曲－響季姉妹探偵　ショパン篇 西澤保彦著 中央公論新社 日本文芸書 2/29

11 ヘルたん 愛川晶著 中央公論新社 日本文芸書 2/29

12 魔法飛行 川上未映子著 中央公論新社 日本文芸書 2/10

13 クビライの野望 小前亮著 文芸春秋 日本文芸書 2/9

14 遠い勝鬨 村木嵐著 文芸春秋 日本文芸書 2/20

15 野球の子（仮） ねじめ正一著 文芸春秋 日本文芸書 2/21

16 厩橋 小池昌代著 角川グループパブリッシング日本文芸書 2/24

17 サムライ千年やりました 岩井三四二著 角川グループパブリッシング日本文芸書 2/15

18 散り椿 葉室麟著 角川グループパブリッシング日本文芸書 2/28

19 一石二鳥の敵討ち　半次捕物控 佐藤雅美著 講談社 日本文芸書 2/8

20 朱龍哭く　弁天観音よろず始末記 西條奈加著 講談社 日本文芸書 2/7

21 道化師の蝶 ※１４６回芥川賞受賞作品 円城塔著 講談社 日本文芸書 1/27

22 ＰＫ（仮） 伊坂幸太郎著 講談社 日本文芸書 2/下

23 少女は卒業しない 朝井リョウ著 集英社 日本文芸書 2/下

24 共喰い ※１４６回芥川賞受賞作品 田中慎弥著 集英社 日本文芸書 1/27

25 晴天の迷いクジラ 窪美澄著 新潮社 日本文芸書 2/22

26 とにかくうちに帰ります 津村記久子著 新潮社 日本文芸書 2/29

27 途方もなく霧は流れる 唯川恵著 新潮社 日本文芸書 2/22

28 あなたの本 誉田哲也著 中央公論新社 日本文芸書 2/29

29 朝の霧 山本一力著 文芸春秋 日本文芸書 2/23

30 幸せになる百通りの方法 荻原浩著 文芸春秋 日本文芸書 2/8

31 地層捜査 佐々木譲著 文芸春秋 日本文芸書 2/22

32 花酔い 村山由佳著 文芸春秋 日本文芸書 2/上

33 ロバート キャンベルの小説家真髄 ロバート・キャンベル著ＮＨＫ出版 日本文芸書 2/18

34 けむたい後輩 柚木麻子著 幻冬舎 日本文芸書 2/22

35 クリーピー（仮） ※日本ミステリー文学大賞新人賞受賞作品前川裕著 光文社 日本文芸書 2/1

36 サンパギータ（仮） ※日本ミステリー文学大賞新人賞受賞作品 川中大樹著 光文社 日本文芸書 2/17

37 小説家・逢坂剛 逢坂剛著 東京堂出版 日本文芸書 2/上

38 ファイヤーボール 原宏一著 ＰＨＰ研究所 日本文芸書 2/7

39 降霊会の夜 浅田次郎著 朝日新聞出版 日本文芸書 2/下

40 相田家のグッドバイ 森博嗣著 幻冬舎 日本文芸書 2/22

41 源氏物語外伝 内館牧子著 幻冬舎 日本文芸書 2/22

42 花嫁 青山七恵著 幻冬舎 日本文芸書 2/8

43 わたしが体験した戦後 渡辺淳一著 幻冬舎 日本文芸書 2/22

44 東雲の途（仮） あさのあつこ著 光文社 日本文芸書 2/17

45 くるすの残光　月の聖槍 仁木英之著 祥伝社 日本文芸書 2/13

46 スクウェアⅠ 福田和代著 東京創元社 日本文芸書 2/27

47 スクウェアⅡ 福田和代著 東京創元社 日本文芸書 2/27

48 奇妙な絵柄　占い屋重四郎江戸手控え 池永陽著 徳間書店 日本文芸書 2/17

49 クロス・ファイヤー 柴田よしき著 徳間書店 日本文芸書 2/17

50 泣くほどの恋じゃない 小手鞠るい著 原書房 日本文芸書 2/下

51 浮雲十四郎斬日記　不知火の剣（仮） 鳥羽亮著 双葉社 日本文芸書 2/14

52 残念な日々 ( 新潮クレストブックス ） ディミトリ・フェルフルスト著
長山さき訳新潮社 外国文芸書 2/29

53 河・岸（カワギシ） ※マン・アジアン文学賞、中華文学賞、華語文学メディア大賞受賞作品蘇童（スートン）著
飯塚容訳白水社 外国文芸書 2/中

54 月曜日のリスはさびしい　上 ( パンコール・トリロジー３） キャサリン・パンコール著
池畑奈央子訳
高野優監訳早川書房 外国文芸書 2/上

55 月曜日のリスはさびしい　下 ( パンコール・トリロジー３） キャサリン・パンコール著
池畑奈央子訳
高野優監訳早川書房 外国文芸書 2/上

56 第六ポンプ ※ローカス賞受賞作品 パオロ・バチガルピ著
中原尚哉訳
金子浩訳早川書房 外国文芸書 2/上
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57 冬の灯台が語るとき ※ＣＷＡ賞、ガラスの鍵賞、スウェーデン推理作家アカデミー賞受賞作品ヨハン・テオリン著
三角和代訳早川書房 外国文芸書 2/上

58 罪悪 フェルディナンド・フォン・シーラッハ著
酒寄進一訳東京創元社 外国文芸書 2/17

59 粛清 ※フェミナ賞、フナック賞受賞作品ソフィ・オクサネン著
上野元美訳早川書房 外国文芸書 2/上

60 親子で同じごはんを食べよう！３歳までの子どもごはん 祐成二葉著 池田書店 くらしの実用書2/7

61 おうちで作れる　かんたん華やかおすし（仮） 松尾みゆき著 河出書房新社 くらしの実用書2/20

62 知識ゼロからの贈り物のマナー 岩下宣子著 幻冬舎 くらしの実用書2/8

63 Ｈａｐｐｙ手づくりＢｏｏｋ　村上千歳の手ぬい雑貨 村上千歳著 講談社 くらしの実用書2/9

64 重ね煮レシピ１００ ( ＬＡＤＹ　ＢＩＲＤ小学館実用シリーズ） 戸練ミナ著 小学館 くらしの実用書2/28

65 枝物フラワーアレンジメント 永塚慎一著 誠文堂新光社 くらしの実用書2/16

66 ハーブ・アロマを楽しむ　ナチュラルソープのつくりかた 梅原亜也子著 誠文堂新光社 くらしの実用書2/15

67 おべんとう作家ａｋｉｎｏｉｃｈｉｇｏの簡卖！絵本のおべんとう 稲熊由夏著 大和書房 くらしの実用書2/中

68 愛情いっぱい　手づくりの赤ちゃん朋 月居良子著 文化出版局 くらしの実用書2/23

69 簡卖お裁縫生活 三好綾子著 文化出版局 くらしの実用書2/下

70 発酵食をはじめよう 塩山奈央著 文芸春秋 くらしの実用書2/23

71 やさい流 有元葉子著
ウー・ウェンほか著
朝日新聞生活グループ編朝日新聞出版 くらしの実用書2/下

72 「衣類」の保管＆ケア読本（仮） ( ＣＯＭＯＤＯケアブック　　　　　おしゃれを長く楽しみたい人のための） 石川理恵著 技術評論社 くらしの実用書2/14

73 日本の食材帖　乾物レシピ 主婦と生活社編 主婦と生活社 くらしの実用書2/15

74 小河原智子の似顔絵入門 小河原智子著 主婦の友社 くらしの実用書2/22

75 おうちで作る和菓子レシピ１２か月 　　　　　　　　　　　　　　　電子レンジで手軽にカンタン鳥居満智栄著 淡交社 くらしの実用書2/10

76 はじめての起業事典 出口秀樹著 明日香出版社 ビジネス・くらしの経済2/

77 子育てしながら働く従業員の支援ガイドブック 横島洋志著
中川美弥著中央経済社 ビジネス・くらしの経済2/下

78 誰か教えて！一生にかかるお金の話 花田敬監修
ライフプラン研究会著編中経出版 ビジネス・くらしの経済2/17

79 １０年後も食べられる仕事、食べられない仕事 渡邉正裕著 東洋経済新報社ビジネス・くらしの経済2/2

80 法と経済で読みとく雇用の世界 大内伸哉著
川口大司著有斐閣 ビジネス・くらしの経済2/下

81 コンパニオンプランツで　失敗しらずのコンテナ菜園 竹内孝功著 家の光協会 すまいと住宅2/下

82 四季の庭を彩る　はじめてのクレマチス 及川洋磨著 家の光協会 すまいと住宅2/24

83 園芸作業の便利帳 ( 暮らしの実用シリーズ ） 渡辺均監修 学研マーケティングすまいと住宅2/21

84 花・ハーブ・野菜を育てる　はじめてのベランダガーデニング 山元和実監修 成美堂出版 すまいと住宅2/15

85 写真でわかる　雑草の呼び名事典 亀田龍吉著 世界文化社 すまいと住宅2/6

86 がんの「苦痛」をとる治療 石井典子著
山内リカ著朝日新聞出版 健康と家庭の医学2/17

87 股関節の痛み ( 別冊ＮＨＫきょうの健康 ） 杉山肇総監修　　　　　　　　　　　　 ＮＨＫ出版編ＮＨＫ出版 健康と家庭の医学2/18

88 「やめられない心」依存症の正体 クレイグ・ナッケン著　玉置悟訳講談社 健康と家庭の医学2/20

89 高血圧の最新治療 ( よくわかる最新医学 ） 宗像正徳監修 主婦の友社 健康と家庭の医学2/29

90 子宮筋腫 ( よくわかる最新医学　女性の医学） 佐藤孝道著 主婦の友社 健康と家庭の医学2/23

91 女性のための労働法（仮） 宮本美恵子著 中央経済社 くらしの法律2/下

92 命を預かる保育者の子どもを守る防災ＢＯＯＫ( Ｇａｋｋｅｎ保育Ｂｏｏｋｓ ） 猪熊弘子編 学研マーケティング教育と福祉 2/14

93 発達とねらいを押さえた！毎日のちょこっとあそび( Ｇａｋｋｅｎ保育Ｂｏｏｋｓ ） 横山洋子著
頭金多絵著学研マーケティング教育と福祉 2/14

94 まるごときせつの行事 コダシマアコ著
みやづかなえ写真かもがわ出版 教育と福祉 2/10

95 介護の聴き方　タブー集 介護の言葉かけ研究会編誠文堂新光社 教育と福祉 2/23

96 子どもたちに「生き抜く力」を 片田敏孝著 フレーベル館 教育と福祉 2/8

97 児童相談所はいま 斉藤幸芳著
藤井常文著ミネルヴァ書房教育と福祉 2/下

98 日本地図史（仮） 金田章裕著
上杉和央著吉川弘文館 歴史と紀行 2/下

99 今さら聞けない短歌のツボ１００ ( 角川短歌ライブラリー ） 三枝昂之編 角川グループパブリッシング日本の文化 2/17

100 赤ちゃん・子どものお祝いごとと季節のイベント 岩下宣子監修 河出書房新社 日本の文化 2/24

101 女中の昭和 ( らんぷの本 ） 小泉和子著 河出書房新社 日本の文化 2/20

102 学校制朋の文化史 難波知子著 創元社 日本の文化 2/8

103 にほんのおまじない 広田千悦子著 徳間書店 日本の文化 2/28

104 古事記 ( 別冊太陽　日本のこころ１９４） 千田稔監修 平凡社 日本の文化 2/21

105 図説　騎士の世界 ( ふくろうの本／世界の歴史） 池上俊一著 河出書房新社 世界の文化 2/15

106 世界鉄道史　血と鉄と金の世界変革 クリスティアン・ウォルマー著
安原和見訳　　　　　　須川綾子訳河出書房新社 世界の文化 2/15

107 バラの世界 ( ふくろうの本／世界の文化） 大場秀章監修 河出書房新社 世界の文化 2/24

108 漢字の魔力 ( 講談社選書メチエ５２３ ） 佐々木睦著 講談社 世界の文化 2/9

109 ギリシア正教　東方の智 ( 講談社選書メチエ５２２ ） 久松英二著 講談社 世界の文化 2/9

110 パスタの歴史 シルヴァーノ・セルヴェンティ著
フランソワ・サバン著　清水由貴子訳原書房 世界の文化 2/10

111 飼い喰い　三匹の豚とわたし 内澤旬子著 岩波書店 現代社会 2/22

112 ３．１１に問われて　　人々の経験をめぐる考察 栗原彬著
テッサ・モーリス・スズキほか著岩波書店 現代社会 2/24
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113 中東　新秩序の形成（仮） ( ＮＨＫブックス ） 山内昌之著 ＮＨＫ出版 現代社会 2/23

114 プロメテウスの罠　福島原発事故放射能汚染の真実 朝日新聞取材班著学研マーケティング現代社会 2/28

115 震災と子どもの貧困白書 「なくそう！子どもの貧困」全国ネットワーク編
湯澤直美著かもがわ出版 現代社会 2/下

116 わたしが出会った殺人者たち 佐木隆三著 新潮社 現代社会 2/15

117 再び、立ち上がる！　河北新報　東日本大震災の記録 河北新報社著 筑摩書房 現代社会 2/9

118 検証・大震災（仮） 毎日新聞「震災検証取材班」著毎日新聞社 現代社会 2/下

119 日本のエネルギーと技術　発電からスマートグリッドまで 化学工学会編
松方正彦著丸善出版 現代社会 2/下

120 震災復興　日本経済の記録　 日本経済新聞社編日本経済新聞出版社現代社会 2/22

121 長生きリスクと年金運用 浅野幸弘編
住友信託銀行年金研究センター編日本経済新聞出版社現代社会 2/22

122 閉じこもるインターネット ( ハヤカワ・ノンフィクション） イーライ・パリサー著
井口耕二訳早川書房 現代社会 2/22

123 不思議で美しい石の図鑑 山田英春著 創元社 サイエンス 2/8

124 枝分かれ　自然が創り出す美しいパターン ( ハヤカワ・ポピュラーサイエンス） フィリップ・ボール著
桃井緑美子訳早川書房 サイエンス 2/22

125 ＩＴが守る、ＩＴを守る ( ＮＨＫブックス ） 坂井修一著 ＮＨＫ出版 テクノロジー2/23

126 「電子工作」のキホン ( イチバンやさしい理工系） 小峯龍男著 ソフトバンククリエイティブテクノロジー2/24

127 はやぶさ　世界初を実現した日本の力 川口淳一郎著 日本実業出版社テクノロジー2/10

128 最先端テクノロジー（仮） ( Ｎｅｗｔｏｎ別冊 ） ニュートンプレステクノロジー2/28

129 茶道具にみる日本の文様と意匠 森川春乃著 淡交社 芸術・スポーツ2/28

130 生老病死の図像学　仏教説話画の美術史 加須屋誠著 筑摩書房 芸術・スポーツ2/13

131 やまねこのおはなし どいかや作
きくちちき絵イースト・プレス児童読み物 2/15

132 ぞうはどこへいった？ 五味太郎作・絵 偕成社 児童読み物 2/上

133 ふじさんファミリー みやにしたつや作・絵金の星社 児童読み物 2/下

134 ようちえんが　ばけますよ 内田麟太郎文
西村繁男絵くもん出版 児童読み物 2/下

135 狼ばば様の話 柏葉幸子著 講談社 児童読み物 2/28

136 しょうがっこうへ　いこう 斉藤洋作
田中六大絵講談社 児童読み物 2/15

137 教会ねずみとのんきなねこの　わるものたいじ グレアム・オークリー作・絵
三原泉訳徳間書店 児童読み物 2/15

138 ビッケと木馬の大戦車 ルーネル・ヨンソン作
石渡利康訳評論社 児童読み物 2/上

139 月までサイクリング ティモ・パルヴェラ作
矢島眞澄絵
末延弘子訳文研出版 児童読み物 2/25

140 かなと花ちゃん 富安陽子作
平澤朊子絵アリス館 児童読み物 2/中

141 ゆうれいのまち ( 怪談えほん４　全５巻 ） 恒川光太郎作
大畑いくの絵　　　　　　東雅夫編岩崎書店 児童読み物 2/

142 ちょうつがい　きいきい ( 怪談えほん５　全５巻 ） 加門七海作
軽部武宏絵　　　　　　　東雅夫編岩崎書店 児童読み物 2/

143 ゆめのスカイツリー 谷川俊太郎作
ａｃｃｏｔｏｔｏ絵金の星社 児童読み物 2/下

144 ボンはヒーロー わたなべゆういち作・絵佼成出版社 児童読み物 2/20

145 かまきりのカマーくんといなごのオヤツちゃん　どうだ！まいったか 田島征三作・絵 大日本図書 児童読み物 2/下

146 とっておきのはいく 村上しいこ作
市居みか絵ＰＨＰ研究所 児童読み物 2/7

147 ぼくのきしゃポッポー 市川里美作・絵 ＢＬ出版 児童読み物 2/15

148 おめでた　こぶた ( 四ひきのこぶたとアナグマのお話　その１　全４巻） アリソン・アトリー作
やまわきゆりこ画
すがはらひろくに訳福音館書店 児童読み物 2/1

149 としょかんねこ、デューイ ヴィッキー・マイロン、ブレット・ウィター作
スティーブ・ジェイムズ絵
三木卓訳文化出版局 児童読み物 2/下

150 トンネルをほる（仮） ライアン・アン・ハンター文
エドワード・ミラー絵
青山单訳

訳ほるぷ出版 児童読み物 2/下

151 バーティミアス　ソロモンの指輪２　ヤモリ編 ( 全３巻 ） ジョナサン・ストラウド著
金原瑞人訳　　　　　　松山美保訳理論社 児童読み物 2/15

152 二次災害 ( ３．１１が教えてくれた防災の本３　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2/下

153 フクシマから学ぶ原発・放射能 ( 「ふしぎ」を科学しよう　別巻） 安斎育郎監修 かもがわ出版 児童ノンフィクション2/中

154 楽しませるロボット ( はたらくロボット３　全３巻） 富山健著
渡辺豊著汐文社 児童ノンフィクション2/27

155 食料問題にたちむかう ( 世界と日本の食料問題５　全５巻） 山崎亮一著 文研出版 児童ノンフィクション2/25

156 できたよ、鉄棒・平均台 ( こどもチャレンジシリーズ４　全４巻） 行本浩人著 ベースボール・マガジン社児童ノンフィクション2/中

157 草の葉いろいろ１２か月 ( 生きものカレンダー５　全６巻） 平野隆久著 アリス館 児童ノンフィクション2/上

158 桜守のはなし 佐野藤衛門著 講談社 児童ノンフィクション2/下

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

160 ふるさと６０年　戦後の日本と私たちの歩み 道浦母都子文
金斗鉉絵福音館書店 児童ノンフィクション2/15

161 影絵 ( 子どもに伝えたい伝承遊び） 劇団かかし座監修　　　後藤圭文文溪堂 児童ノンフィクション2/下

162 オスカー・ピル１　上　メディキュスの新生（仮） エリ・アンダーソン著角川グループパブリッシングヤングアダルト2/24

163 オスカー・ピル１　下　メディキュスの新生（仮） エリ・アンダーソン著角川グループパブリッシングヤングアダルト2/24

164 はるかなるアフガニスタン（仮） ※米クリストファー賞受賞作品Ａ・クレメンツ著
田中奈津子訳講談社 ヤングアダルト2/28

165 契約編 ( 気をつけよう！消費者トラブル３　全３巻） 秋山浩子著
納田繁絵汐文社 ヤングアダルト2/20

166 胸いっぱいの愛を 広谷鏡子著 徳間書店 ヤングアダルト2/17

167 抵抗のディーバ ジャン＝クロード・ムルルヴァ著　　　　　　　　　吉成曜絵
横川晶子訳岩崎書店 ヤングアダルト2/

168 気分上々 森絵都著 角川グループパブリッシングヤングアダルト2/24
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169 シーグと拳銃と黄金の謎 マーカス・セジウィック著
小田原智美訳作品社 ヤングアダルト2/下

170 ここはボツコニアン 宮部みゆき著 集英社 ヤングアダルト2/24

171 ジェンナ　奇跡を生きる少女 ※ゴールデン・カイト賞受賞作品メアリ・Ｅ・ピアソン著
三辺律子訳小学館 ヤングアダルト2/8

172 グリフィンとお茶を　～ファンタジーに見る動物たち～ 荻原規子著
中川千尋絵徳間書店 ヤングアダルト2/17


