
2012年3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 日本語の冒険 阿刀田高著 角川グループパブリッシング日本文芸書 3/23

2 パラダイス・ロスト　ジョーカー・ゲーム 柳広司著 角川グループパブリッシング日本文芸書 3/23

3 今日のごちそう 橋本紡著 講談社 日本文芸書 3/15

4 パトロネ 藤野可織著 集英社 日本文芸書 3/22

5 兄よ、蒼き海に眠れ 佐江衆一著 新潮社 日本文芸書 3/28

6 国境越え 椎名誠著 新潮社 日本文芸書 3/19

7 タダイマトビラ 村田沙耶香著 新潮社 日本文芸書 3/28

8 西の果てまで、シベリア鉄道で 大崎善生著 中央公論新社日本文芸書 3/22

9 日本を、信じる 瀬戸内寂聴著
ドナルド・キーン著中央公論新社日本文芸書 3/8

10 壬生烈風　幕末京都守護職始末 藤本ひとみ著 中央公論新社日本文芸書 3/22

11 無菌病棟より愛をこめて（仮） 加納朊子著 文芸春秋 日本文芸書 3/21

12 結婚 井上荒野著 角川グループパブリッシング日本文芸書 3/23

13 ナミヤ雑貨店の奇蹟 東野圭吾著 角川グループパブリッシング日本文芸書 3/23

14 鼠、剣を磨く 赤川次郎著 角川グループパブリッシング日本文芸書 3/23

15 破戒者たち　＜小説・新銀行崩壊＞ 高杉良著 講談社 日本文芸書 3/15

16 朱鳥の陵(アカミドリノミササギ) 坂東眞砂子著 集英社 日本文芸書 3/22

17 星に願いを、月に祈りを 中村航著 小学館 日本文芸書 3/28

18 言語小説集 井上ひさし著 新潮社 日本文芸書 3/28

19 時計まわりで迂回すること　回送電車Ⅴ 堀江敏幸著 中央公論新社日本文芸書 3/22

20 母の遺産 水村美苗著 中央公論新社日本文芸書 3/22

21 あの日のそのあと　風雲録 林真理子著 文芸春秋 日本文芸書 3/14

22 三匹のおっさんふたたび 有川浩著 文芸春秋 日本文芸書 3/27

23 百鬼夜行　陽 京極夏彦著 文芸春秋 日本文芸書 3/15

24 氷山の单 池澤夏樹著 文芸春秋 日本文芸書 3/22

25 平蔵の首 逢坂剛著 文芸春秋 日本文芸書 3/12

26 デッドエンド ( ボディ・ガード工藤兵悟 ）今野敏著 角川春樹事務所日本文芸書 3/1

27 紙の月 角田光代著 角川春樹事務所日本文芸書 3/1

28 希望の地図 重松清著 幻冬舎 日本文芸書 3/11

29 炎上　警察庁情報分析支援第二室＜裏窓＞ 遠藤武文著 光文社 日本文芸書 3/16

30 夜泣きめし屋（仮） 宇江佐真理著 光文社 日本文芸書 3/16

31 おれは清麿 山本兼一著 祥伝社 日本文芸書 3/9

32 桜舞う　おいち不思議がたり ( Ｇｉｒｌ‘ｓ　Ｓｔｏｒｙ ） あさのあつこ著 ＰＨＰ研究所 日本文芸書 3/14

33 田中慎弥の掌劇場 田中慎弥著 毎日新聞社 日本文芸書 3/29

34 マルセル 高樹のぶ子著 毎日新聞社 日本文芸書 3/7

35 ミステリアス・ショーケース ( ハヤカワミステリ ） デイヴィッド・ゴードンほか著
田口俊樹ほか訳
早川書房編集部編早川書房 外国文芸書 3/8

36 リスボンへの夜行列車 パスカル・メルシエ著
浅井晶子訳早川書房 外国文芸書 3/22

37 明日は遠すぎて ※Ｏ・ヘンリー賞受賞作「がんこな歴史家」収録チママンダ・ンゴズィ・アディーチェ著
くぼたのぞみ訳河出書房新社外国文芸書 3/9

38 農家に教わる野菜ごはん ひよっこ農家編 池田書店 くらしの実用書3/9

39 たった３品でＯＫ！季節のお出かけ＆持ちより弁当( 講談社のお料理ＢＯＯＫ）藤井恵著 講談社 くらしの実用書3/14

40 調味料とたれ＆ソース　王道レシピ手帖６２５ 主婦の友社編 主婦の友社 くらしの実用書3/16

41 野に宿って知った１０１の知恵 本山賢司著 東京書籍 くらしの実用書3/26

42 和布を楽しむ 文化出版局編 文化出版局 くらしの実用書3/8

43 ほめられる盛りつけ（仮） 吉田瑞子著
吉岡彰子著河出書房新社 くらしの実用書3/15

44 引頭佐知さんのだしとり教室 引頭佐知著 ＫＴＣ中央出版（発売）／アノニマ・スタジオ（発行）くらしの実用書3/1

45 うどんを打つ 柴田書店編 柴田書店 くらしの実用書3/13

46 北欧テイストのエコたわし 主婦と生活社編 主婦と生活社 くらしの実用書3/14

47 花贈りの便利帖 本多るみ著 誠文堂新光社 くらしの実用書3/14

48 ポリ袋漬けのすすめ 荻野恭子著 文化出版局 くらしの実用書3/15

49 「５５歳から６５歳」こそ使えるハローワーク徹底活用術！ 日向咲嗣著 朝日新聞出版ビジネス・くらしの経済3/5

50 あたりまえだけどなかなかわからない　働く人のルール 前川孝雄著 明日香出版社ビジネス・くらしの経済3/12

51 銀行システムはなぜまた止まるのか 司馬紅太郎著 技術評論社 ビジネス・くらしの経済3/28

52 小さな会社のフェイスブック繁盛術 坂田誠著 技術評論社 ビジネス・くらしの経済3/16

53 ビジネスのマナー・文書・実務の基礎知識（仮） 佐々木怜子監修 ぎょうせい ビジネス・くらしの経済3/26

54 社会のマナーとしくみがわかるおとな事典 岩下宣子監修 講談社 ビジネス・くらしの経済3/5

55 政治と経済のしくみがわかるおとな事典 池上彰監修 講談社 ビジネス・くらしの経済3/5

56 家庭の税金 湊義和著 中央経済社 ビジネス・くらしの経済3/21
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57 総合商社の研究 日本貿易会編著
田中隆之著東洋経済新報社ビジネス・くらしの経済3/22

58 池上彰のやさしい経済学　上 テレビ東京報道局編日本経済新聞出版社ビジネス・くらしの経済3/16

59 池上彰のやさしい経済学　下 テレビ東京報道局編日本経済新聞出版社ビジネス・くらしの経済3/16

60 インサイド・アップル アダム・ラシンスキー著
依田卓巳訳早川書房 ビジネス・くらしの経済3/22

61 雑草と育てる　無農薬でバラ庭づくり 鈴木せつ子著 家の光協会 すまいと住宅3/27

62 庭より簡卖！　だれでもできる室内菜園のすすめ 深町貴子監修
伊藤龍三監修家の光協会 すまいと住宅3/27

63 育てて楽しむ　山野草のすべて ( ＮＨＫ趣味の園芸 ）富澤正美著 ＮＨＫ出版 すまいと住宅3/17

64 藤田智の　野菜づくり大全 ( ＮＨＫ趣味の園芸　やさいの時間）藤田智監修
ＮＨＫ出版編ＮＨＫ出版 すまいと住宅3/17

65 バーベキュー炉・囲炉裏・薪ストーブの作り方( 学研ムック ） ドゥーパ！編集部編学研マーケティングすまいと住宅3/15

66 ナチュラルガーデン樹木図鑑 正木覚著 講談社 すまいと住宅3/22

67 よくわかる日本建築の見方 中川武監修 ＪＴＢパブリッシングすまいと住宅3/19

68 苔のある生活（仮） おおしまめぐみ監修
木村日出資監修日東書院本社すまいと住宅3/19

69 高次脳機能障害のリハビリがわかる本 ( 健康ライブラリーイラスト版）橋本圭司監修 講談社 健康と家庭の医学3/12

70 よくわかる社会不安障害 ( セレクトＢＯＯＫＳ　こころのクスリＢＯＯＫＳ）山田和男監修 主婦の友社 健康と家庭の医学3/14

71 図解でわかる腎臓病 ( 徹底対策シリーズ ）川村哲也監修 主婦の友社 健康と家庭の医学3/7

72 図解　よくわかる「筋肉」のしくみと働き 有賀誠司監修
水嶋昭彦著日本文芸社 健康と家庭の医学3/中

73 名医が語る最新・最良の治療　肺がん 光冨徹哉ほか著 法研 健康と家庭の医学3/9

74 合唱指導テクニック　～基礎から実践まで 清水敬一著 ＮＨＫ出版 教育と福祉 3/23

75 学校図書館から教育を変える 五十嵐絹子編著　　　　　藤田利江編著国土社 教育と福祉 3/22

76 子育てがラクになる！６歳までの子どものほめ方叱り方 植松紀子著 すばる舎 教育と福祉 3/15

77 自閉症の生徒が親と教師に知ってほしいこと（仮） エレン・ノットボム著
香川由利子訳筑摩書房 教育と福祉 3/15

78 ＮＨＫ食べてニッコリふるさと給食 ＮＨＫエンタープライズ編東京書籍 教育と福祉 3/19

79 学校司書と先生のための　すぐできるブックトーク 渡辺暢惠著
和田幸子著
小柳聡美著
齊藤洋子著ミネルヴァ書房教育と福祉 3/23

80 子連れ防災手帳 つながる．ｃｏｍ編 メディアファクトリー教育と福祉 3/2

81 すぐに役立つ特定商取引法とクーリングオフのしくみと手続き 藤田裕監修 三修社 くらしの法律3/中

82 幸せな相続と老い支度の教科書 黒田泰著 実業之日本社 くらしの法律3/9

83 キッシンジャー回想録　中国　上 ヘンリー・Ａ・キッシンジャー著
塚越敏彦ほか訳岩波書店 歴史と紀行 3/28

84 キッシンジャー回想録　中国　下 ヘンリー・Ａ・キッシンジャー著
塚越敏彦ほか訳岩波書店 歴史と紀行 3/28

85 文化遺産の眠る海　－水中考古学入門－ ( ＤＯＪＩＮ選書０４５ ） 岩淵聡文著 化学同人 歴史と紀行 3/26

86 サライの「日本の庭」完全ガイド ( サライムック ）サライ編集部編 小学館 日本の文化 3/9

87 茶懐石の頂き方と作法（仮） 淡交社編集局編 淡交社 日本の文化 3/9

88 茶の湯人物誌 谷端昭夫著 淡交社 日本の文化 3/15

89 日本の銅像（仮） 金子治夫著 淡交社 日本の文化 3/19

90 シルクロードの光彩 山田勝久著 笠間書院 世界の文化 3/5

91 書　文字　アジア 吉本隆明著
石川九楊著筑摩書房 世界の文化 3/15

92 韓国国立中央博物館の秘宝（仮） オ・ミュンスク著
キム・アンスク訳山川出版社 世界の文化 3/23

93 メディアは東日本大震災をどう伝えたか 遠藤薫著 東京電機大学出版局現代社会 3/10

94 チェルノブイリ　ある科学哲学者の怒り ジャン＝ピエール・デュピュイ著
永倉千夏子訳明石書店 現代社会 3/10

95 闘う東北　朝日新聞記者が見た被災地の１年 朝日新聞取材班編朝日新聞出版現代社会 3/7

96 ３．１１を心に刻んで 岩波書店編集部編岩波書店 現代社会 3/6

97 レベル７　福島原発事故、隠された真実 東京新聞原発事故取材班著幻冬舎 現代社会 3/7

98 悲から生をつむぐ　河北新報編集委員が記録する東日本大震災 寺島英弥著 講談社 現代社会 3/8

99 ふたつの震災　　元神戸新聞記者が記録する東日本大震災 西岡研介著
松本創著講談社 現代社会 3/下

100 命をつないだ道　東北・国道４５号線をゆく 稲泉連著 新潮社 現代社会 3/14

101 食の終焉 ポール・ロバーツ著
神保哲生訳ダイヤモンド社現代社会 3/8

102 一目でわかる！　図解　世界食料マップ 食料問題研究会著ダイヤモンド社現代社会 3/8

103 闘う市長　被災地から見えたこの国の真実 桜井勝延著
開沼博著徳間書店 現代社会 3/9

104 ユニセフの現場から 和氣邦夫著 白水社 現代社会 3/23

105 日食のすべて 大越治著
塩田和生著誠文堂新光社サイエンス 3/21

106 復活への道 冨田洋著 幻冬舎 テクノロジー3/13

107 鉄道復権　自動車社会からの「大逆流」 ( 新潮選書 ）宇都宮浄人著 新潮社 テクノロジー3/23

108 「再生可能エネルギー」のキホン ( イチバンやさしい理工系シリーズ）本間琢也著
牛山泉著
梶川武信著ソフトバンククリエイティブテクノロジー3/23

109 もっと知りたい　セザンヌ　生涯と作品 永井隆則著 東京美術 芸術・スポーツ3/20

110 バレエとダンスの歴史 鈴木晶編 平凡社 芸術・スポーツ3/14

111 児童文学と昔話 石井正己編 三弥井書店 ライブラリアン3/上

112 デイジーのめちゃくちゃ！おさかなつり ( いたずらデイジーの楽しいおはなし） ケス・グレイ作 小峰書店 児童読み物3/中



2012年3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

113 おおきな木のおはなし メアリー・ニューウェル・デパルマ作・絵
風木一人訳ひさかたチャイルド児童読み物 3/25

114 ビッケのとっておき大作戦 ルーネル・ヨンソン作
石渡利康訳評論社 児童読み物 3/16

115 ありがとうっていいもんだ 森山京作
ささめやゆき絵文溪堂 児童読み物3/下

116 ももんがのはいたつやさん ふくざわゆみこ作・絵文溪堂 児童読み物3/下

117 アネモネ探偵団　３　ねらわれた実生女学院 ( 全３巻 ）近藤史恵著
加藤アカツキ絵メディアファクトリー児童読み物 3/1

118 ひかるさくら ( えほんのぼうけん３９ ）帚木蓬生作
小泉るみ子絵岩崎書店 児童読み物 3/13

119 あたしって、しあわせ！ ローセ・ラーゲルクランツ作
エヴァ・エリクソン絵
菱木晃子訳岩波書店 児童読み物 3/7

120 東北んめえもんのうた ( クローバーえほんシリーズ）長谷川義史作・絵 佼成出版社 児童読み物 3/5

121 ねんどろん ( 講談社の創作絵本 ）荒井良二作・絵 講談社 児童読み物 3/15

122 おたんじょうびね、ムーミントロール ( ムーミンのおはなしえほん） トーベ＆ラルス・ヤンソン原作・絵
当麻ゆか訳徳間書店 児童読み物 3/15

123 あなた ( ランドセルブックス ）谷川俊太郎文
長新太絵福音館書店 児童読み物 3/14

124 バーティミアス　ソロモンの指輪　３　スナネコ編( 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 3/12

125 江戸の子ども　行事とあそび１２か月 ( 江戸の子どもシリーズ ）菊地ひと美作・絵 偕成社 児童ノンフィクション3/21

126 避難生活 ( ３．１１が教えてくれた防災の本　４　　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3/15

127 野菜をそだてる１２か月 ( 生きものカレンダー　６　　全６巻）亀田龍吉文・写真 アリス館 児童ノンフィクション3/20

128 スーパービジュアル恐竜図鑑 小林快次日本語版監修講談社 児童ノンフィクション3/30

129 名画で遊ぶあそびじゅつ！　２ エリザベート・ド・ランビリー著
おおさわちか訳長崎出版 児童ノンフィクション3/9

130 いきているひかり モリー・パング＆ペニー・チザム作・絵
さくまゆみこ訳評論社 児童ノンフィクション3/28

131 龍とダイヤモンド ( 天空の尐年ニコロ　３　全３巻） カイ・マイヤー著
佐竹美保絵
遠山明子訳あすなろ書房 ヤングアダルト3/23

132 魔使いの悪夢 ( 創元ブックランド ） ジョゼフ・ディレイニー著
田中亜希子訳東京創元社 ヤングアダルト3/21

133 ペッパー・ルーと死の天使 ジェラルディン・マコックラン作
佐竹美保絵
金原瑞人訳偕成社 ヤングアダルト3/21

134 特別授業３．１１　君たちはどう生きるか ( １４歳の世渡り術 ）あさのあつこ著
池澤夏樹著
鎌田浩毅ほか著河出書房新社ヤングアダルト3/2

135 ねえ、委員長 市川拓司著 幻冬舎 ヤングアダルト3/7

136 トマト・ケチャップ・ス 東直子著 講談社 ヤングアダルト3/21

137 １年４組の窓（仮） ( ＢＯＯＫ　ＷＩＴＨ　ＹＯＵ ） あさのあつこ著 光文社 ヤングアダルト3/16

138 サクラ咲く（仮） ( ＢＯＯＫ　ＷＩＴＨ　ＹＯＵ ）辻村深月著 光文社 ヤングアダルト3/16

139 はい、こちらお天気相談所 伊東譲司著 東京堂出版 ヤングアダルト3/7

140 夕焼けカプセル 泉啓子作
丹地陽子絵童心社 ヤングアダルト3/15

141 ロス、きみを送る旅 キース・グレイ作
野沢佳織訳徳間書店 ヤングアダルト3/12

142 小澤征爾　指揮者を語る ( １００年インタビューシリーズ）小澤征爾語り
有働由美子インタビューＰＨＰ研究所 ヤングアダルト3/13

143 理系の子　世界子ども科学選手権の青春 ジュディ・ダットン著
横山啓明訳文芸春秋 ヤングアダルト3/23

144 的川博士の銀河教室（仮） 的川泰宣著 毎日新聞社 ヤングアダルト3/22


