
2012年9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 さあ、地獄へ堕ちよう ※ 第３２回横溝正史ミステリ大賞受賞作品菅原和也著 角川グループパブリッシング日本文芸書 9/24

2 ＤＥＡＤ　ＭＡＮ（仮） ※ 第３２回横溝正史ミステリ大賞受賞作品河合莞爾著 角川グループパブリッシング日本文芸書 9/24

3 はつこひ写楽 鳴海章著 角川グループパブリッシング日本文芸書 9/25

4 カマラとアマラの丘（仮） 初野晴著 講談社 日本文芸書 9/26

5 金の仔牛 佐藤亜紀著 講談社 日本文芸書 9/13

6 宇宙（ソラ）へ 福田和代著 講談社 日本文芸書 9/19

7 猫ダンジョン荒神 笙野頼子著 講談社 日本文芸書 9/20

8 この齢だった！ 酒井順子著 集英社 日本文芸書 9/26

9 ストレイヤーズ・クロニクル　ＡＣＴ２ 本多孝好著 集英社 日本文芸書 9/下

10 いとみち　二の糸 越谷オサム著 新潮社 日本文芸書 9/19

11 エストニア紀行 梨木香歩著 新潮社 日本文芸書 9/28

12 僕の心の埋まらない空洞 平山瑞穂著 新潮社 日本文芸書 9/19

13 猿の悲しみ 樋口有介著 中央公論新社 日本文芸書 9/21

14 黄色い水着の謎 ( 桑潟幸一准教授のスタイリッシュな生活２） 奥泉光著 文芸春秋 日本文芸書 9/20

15 希望（仮） 花村萬月著 角川グループパブリッシング日本文芸書 9/24

16 傷だらけの果実 新堂冬樹著 河出書房新社 日本文芸書 9/10

17 逆浪果つるところ　＜重蔵始末（七）＞蝦夷篇 逢坂剛著 講談社 日本文芸書 9/19

18 佐渡の三人 長嶋有著 講談社 日本文芸書 9/25

19 幸いは降る星のごとく 橋本治著 集英社 日本文芸書 9/26

20 水のかたち上 宮本輝著 集英社 日本文芸書 9/26

21 水のかたち下 宮本輝著 集英社 日本文芸書 9/26

22 アスクレピオスの愛人 林真理子著 新潮社 日本文芸書 9/26

23 犬とハモニカ 江國香織著 新潮社 日本文芸書 9/26

24 ソロモンの偽証　第Ⅱ部　決意 宮部みゆき著 新潮社 日本文芸書 9/21

25 ノエル　ａ　ｓｔｏｒｙ　ｏｆ　ｓｔｏｒｉｅｓ 道尾秀介著 新潮社 日本文芸書 9/21

26 空より高く 重松清著 中央公論新社 日本文芸書 9/25

27 花見ぬひまの 諸田玲子著 中央公論新社 日本文芸書 9/25

28 ある男 木内昇著 文芸春秋 日本文芸書 9/25

29 アルカトラズ幻想 島田荘司著 文芸春秋 日本文芸書 9/21

30 のろのろ歩け 中島京子著 文芸春秋 日本文芸書 9/25

31 魔法使いは完全犯罪の夢を見るか？ 東川篤哉著 文芸春秋 日本文芸書 9/27

32 しろいろの街の、その骨の体温の 村田沙耶香著 朝日新聞出版社日本文芸書 9/20

33 加羅の風 ※ 第４回角川春樹小説受賞作品知野みさき著 角川春樹事務所日本文芸書 9/下

34 ホイッスル 藤岡陽子著 光文社 日本文芸書 9/14

35 煽動者 石持浅海著 実業之日本社 日本文芸書 9/19

36 飛行士と東京の雨の森 西崎憲著 筑摩書房 日本文芸書 9/10

37 うそつき ( 創元クライム・クラブ ） 戸松淳矩著 東京創元社 日本文芸書 9/26

38 本のおかわりもう一冊 桜庭一樹著 東京創元社 日本文芸書 9/26

39 幽霊もしらない 山田彩人著 東京創元社 日本文芸書 9/20

40 東京ローカルサイキック 山本幸久著 徳間書店 日本文芸書 9/27

41 若桜鉄道うぐいす駅 門井慶喜著 徳間書店 日本文芸書 9/12

42 等伯　上 安部龍太郎著 日本経済新聞出版社日本文芸書 9/14

43 等伯　下 安部龍太郎著 日本経済新聞出版社日本文芸書 9/14

44 ゼラニウムの庭 大島真寿美著 ポプラ社 日本文芸書 9/14

45 宿神　第１巻 ( 全４巻 ） 夢枕獏著 朝日新聞出版 日本文芸書 9/7

46 宿神　第２巻 ( 全４巻 ） 夢枕獏著 朝日新聞出版 日本文芸書 9/7

47 ５０ストーリーズ（仮） 中村文則著
松倉香子絵イースト・プレス日本文芸書 9/

48 はぶらし 近藤史恵著 幻冬舎 日本文芸書 9/25

49 ヒートアップ 中山七里著 幻冬舎 日本文芸書 9/25

50 彼女の時効 新津きよみ著 光文社 日本文芸書 9/14

51 さようなら、猫 井上荒野著 光文社 日本文芸書 9/14

52 萩殺人事件 内田康夫著 光文社 日本文芸書 9/14

53 千年鈴虫 谷村志穂 祥伝社 日本文芸書 9/下

54 南極風 笹本稜平著 祥伝社 日本文芸書 9/下

55 編集ガール！ 五十嵐貴久著 祥伝社 日本文芸書 9/下

56 汚れちまった道 内田康夫著 祥伝社 日本文芸書 9/下

57 生きるぼくら 原田マハ著 徳間書店 日本文芸書 9/12

58 つむじダブル 小路幸也著
宮下奈都著ポプラ社 日本文芸書 9/14

59 北朝鮮　１４号管理所からの脱出 ブレイン・ハーデン著
園部哲訳白水社 外国文芸書 9/下

60 光のない。 エルフリーデ・イェネリク著
林立騎訳白水社 外国文芸書 9/19

61 高慢と偏見と殺人（仮） Ｐ・Ｄ・ジェイムズ著
羽田詩津子訳早川書房 外国文芸書 9/下

62 老ピノッキオ、ヴェネツィアに帰る ロバート・クーヴァー著
上岡伸雄訳
斎藤兆史訳作品社 外国文芸書 9/下

63 エコ・メイカー ※ 全米図書賞受賞作品 リチャード・パワーズ著
黒原敏行訳新潮社 外国文芸書 9/28
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64 ならずものがやってくる ※ 2011年ピュリッツァー賞・全米批評家協会賞受賞作品ジェニファー・イーガン著
谷崎由依訳早川書房 外国文芸書 9/20

65 ルパン最後の恋 ( ハヤカワ・ミステリ ） モーリス・ルブラン著
平岡敦訳早川書房 外国文芸書 9/6

66 無罪　ＩＮＮＯＣＥＮＴ スコット・トゥロー著
二宮磬訳文芸春秋 外国文芸書 9/26

67 ほんとうは簡単！かけこみおだし塾 山脇りこ著 講談社 くらしの実用書 9/19

68 ごちそうグラタンとあつあつチーズレシピ 为婦の友社編 为婦の友社 くらしの実用書 9/28

69 大人気料理家５０人のニッポンのおかずＢｅｓｔ５００ 为婦の友社編 为婦の友社 くらしの実用書 9/28

70 アジアのかわいい刺繍 誠文堂新光社編 誠文堂新光社 くらしの実用書 9/14

71 うかたまのおやつ本 農文協編 農山漁村文化協会くらしの実用書 9/25

72 １皿で大満足！　炊き込みご飯・混ぜご飯（仮） 岩崎啓子著 河出書房新社 くらしの実用書 9/14

73 これだけで完全食　ミソソープ 口尾麻美著 講談社 くらしの実用書 9/25

74 台所道具の本 为婦の友社編 为婦の友社 くらしの実用書 9/24

75 手元あったか　ハンドウォーマー・ミトン・てぶくろ 日本ヴォーグ社くらしの実用書 9/24

76 がんばる　かぶ！　６時間でわかる株の授業 会社四季報集部編東洋経済新報社ビジネス・くらしの経済9/13

77 〔図解〕「通貨・為替」の授業 伊藤元重著 ＰＨＰ研究所 ビジネス・くらしの経済9/4

78 家庭でできる　おいしいブドウづくり１２か月 大森直樹著 家の光協会 すまいと住宅 9/26

79 自然農法で野菜づくり ( 学研ムック ） 野菜だより編集部編学研マーケティングすまいと住宅 9/3

80 ビジュアル版　わかる・防ぐ・治す　人にもやさしい病害虫防除( 今日から使えるシリーズ） 草間祐輔監修 講談社 すまいと住宅 9/6

81 ３５歳からの妊娠・出産　これから産みたい、あなたのために( 健康ライブラリーイラスト版） 中山摂子監修 講談社 健康と家庭の医学 9/25

82 脂質異常の最新治療 ( よくわかる最新医学 ） 石川俊次著 为婦の友社 健康と家庭の医学 9/20

83 症状別みんなのストレッチ 宮地元彦監修 小学館 健康と家庭の医学 9/6

84 ０・１・２歳児のせいさくあそび ( Ｇａｋｋｅｎ保育Ｂｏｏｋｓ ） 乳児造形研究会著学研マーケティング教育と福祉 9/25

85 なんで？なんで？のこたえ方 丹伊田弓子（ﾆｲﾀﾞﾕﾐｺ）監修辰巳出版 教育と福祉 9/中

86 管理者のためのセクハラ・パワハラ・メンタルヘルスの法律と対策( 事業者必携 ） 戸塚美砂著 三修社 くらしの法律 9/20

87 アグルーカの行方　１２９人全員死亡、フランクリン隊が見た北極 角幡唯介著 集英社 歴史と紀行 9/26

88 ヨーロッパの古城と宮殿 ( ビジュアル選書 ） 藤井信行著 新人物往来社 歴史と紀行 9/

89 図説ツタンカーメン発掘史 レナード・コットレル著
前田耕作監修原書房 歴史と紀行 9/上

90 １３７億年の物語 クリストファー・ロイド著　　　　　　　　　　　　アンディ・フォーショー絵
野中香方子訳文芸春秋 歴史と紀行 9/7

91 柿日和　－喰う、詠む、登る－ 坪内稔典著 岩波書店 日本の文化 9/13

92 中国と茶碗と日本と 彭丹（ホウタン）著 小学館 日本の文化 9/1

93 日本のかご　えらぶ・かう・つかう ( とんぼの本 ） 小澤典代著 新潮社 日本の文化 9/24

94 大切にしたい、にほんのたしなみ（仮） 広田千悦子著 ソフトバンククリエイティブ日本の文化 9/下

95 わが家の家紋がわかる本 高澤等著 ＰＨＰ研究所 日本の文化 9/12

96 ＮＨＫスペシャル　中国文明の謎 ＮＨＫ「中国文明の謎」取材班編ＮＨＫ出版 世界の文化 9/27

97 ナバテア文明 ウディ・レヴィ著
持田鋼一郎訳作品社 世界の文化 9/下

98 海図の世界史 ( 新潮選書 ） 宮崎正勝著 新潮社 世界の文化 9/28

99 図説　世界史を変えた５０の植物 ビル・ローズ著
柴田譲治訳原書房 世界の文化 9/下

100 図説　世界史を変えた５０の動物 エリック・シャリーン著
甲斐理恵子訳原書房 世界の文化 9/下

101 龍と人の文化史百科 池上正治著 原書房 世界の文化 9/下

102 ルポ　イチエフ　　福島第一原発レベル７の現場 布施祐仁著 岩波書店 現代社会 9/27

103 日本、買います　消えていく日本の国土 平野秀樹著 新潮社 現代社会 9/28

104 食を考える 佐藤洋一郎著
わでしんいち挿画福音館書店 現代社会 9/19

105 ヒトはなぜ難産なのか　－お産からみる人類進化－( 岩波科学ライブラリー１９７） 奈良貴史著 岩波書店 サイエンス 9/6

106 知識ゼロからの科学史入門 池内了著 幻冬舎 サイエンス 9/10

107 チンパンジーはなぜヒトにならなかったのか ジョン・コーエン著
大野晶子訳講談社 サイエンス 9/19

108 トマトはどうして赤いのか？　－身近な野菜を科学する－ 稲垣栄洋著 東京堂出版 サイエンス 9/上

109 生命と記憶のパラドクス 福岡伸一著 文芸春秋 サイエンス 9/10

110 史上最強カラー図解最新版　モータ技術のすべてがわかる本 赤津観監修 ナツメ社 テクノロジー 9/上

111 世界のマラソン　ベスト５０ ヒュー・ジョーンズ著
アレクサンダー・ジェームス著エクスナレッジ テクノロジー 9/30

112 もっと知りたい　エル・グレコ　生涯と作品 大髙保二郎著　　　　　　　松原典子著東京美術 芸術・スポーツ 9/下

113 やまと絵 ( 別冊太陽　日本のこころ２０１） 村重寧監修 平凡社 芸術・スポーツ 9/

114 能・狂言の見方楽しみ方 柳沢新治著 山川出版社 芸術・スポーツ 9/

115 瀬戸内寂聴 ( ＫＡＷＡＤＥ夢ムック  『文藝』別冊） 河出書房新社 ライブラリアン 9/

116 おとぎ話の古書案内 海野弘解説・監修 ピエ・ブックス ライブラリアン 9/

117 怖い本と楽しい本 丸谷才一編
池澤夏樹編毎日新聞社 ライブラリアン 9/

118 地球パラダイス 工藤直子詩
石井聖岳絵偕成社 児童読み物 9/12

119 ギリギリかめん（仮） ( 新しいえほん ） あきやまただし作・絵金の星社 児童読み物 9/20

120 介護のえほんだいじょうぶだよ、おばあちゃん( 講談社の創作絵本　 ） 福島利行文
塚本やすし絵講談社 児童読み物 9/10

121 かけっこ　かけっこ ( 講談社の創作絵本 ） 中川ひろたか作
北村裕花絵講談社 児童読み物 9/18

122 メガネくんのゆめ ( 講談社の創作絵本 ） いとうひろし作・絵 講談社 児童読み物 9/20

123 かかしのトーマス オトフリート・プロイスラー作・絵
吉田孝夫訳さ・え・ら書房 児童読み物 9/6

124 風をつかまえたウィリアム ウィリアム・カムクワンバ作・絵
さくまゆみこ訳さ・え・ら書房 児童読み物 9/27

125 あたまにかきのき ( チューリップえほんシリーズ） 唯野元弘文
村上豊絵鈴木出版 児童読み物 9/21

126 おもちゃびじゅつかんのクリスマス デイヴィッド・ルーカス作
なかがわちひろ訳徳間書店 児童読み物 9/10
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127 こわがらなくていいんだよ ゴールデン・マクドナルド文
レナード・ワイスガード絵
こみやゆう訳長崎出版 児童読み物 9/14

128 ドングリさがして ドン・フリーマン作
ロイ・フリーマン作ＢＬ出版 児童読み物 9/30

129 とくん　とくん ( ランドセルブックス ） 片山令子文
片山健絵福音館書店 児童読み物 9/5

130 はなこ野の花　野のきつね ( 福音館創作童話シリーズ） しんきみこ作
なかいともこ絵福音館書店 児童読み物 9/19

131 プレゼント ボブ・ギル作・絵
アーサー・ビナード訳ほるぷ出版 児童読み物 9/中

132 アナベルとふしぎなけいと ※ ２０１２年ボストングローブ・ホーンブック賞（絵本部門）受賞作品マック・バーネット文
ジョン・クラッセン絵
なかがわちひろ訳あすなろ書房 児童読み物 9/15

133 川のぼうけん エリザベス・ローズ文
ジェラルド・ローズ絵
ふしみみさを訳岩波書店 児童読み物 9/25

134 小さいのが大きくて、大きいのが小さかったら エビ・ナウマン文
ディーター・ヴィースミュラー絵
若松宣子訳岩波書店 児童読み物 9/27

135 Ｋ町の奇妙なおとなたち 斉藤洋作
森田みちよ絵偕成社 児童読み物 9/13

136 夜の小学校で 岡田淳作・絵 偕成社 児童読み物 9/12

137 せいぎのみかた　ワンダーマンの巻 宮西達也作・絵 学研マーケティング児童読み物 9/25

138 どんぐりむらのおまわりさん ( どんぐりむら ） なかやみわ作・絵 学研マーケティング児童読み物 9/4

139 あかちゃん社長がやってきた！ ( 講談社の翻訳絵本 ） マーラ・フレイジー作・絵
もとしたいづみ訳講談社 児童読み物 9/28

140 おおあたりぃ～ ( 講談社の創作絵本 ） 村上しいこ作
かつらこ絵講談社 児童読み物 9/6

141 ふたつの月の物語 富安陽子著
酒井駒子画講談社 児童読み物 9/下

142 世界一ちいさな女の子のはなし ( マジカル・チャイルド ） サリー・ガードナー作・絵
三辺律子訳小峰書店 児童読み物 9/下

143 めがねをかけたら くすのきしげのり作
垂石眞子絵小学館 児童読み物 9/26

144 としょかんねずみ２ ダニエル・カーク著
渡辺鉄太訳瑞雲舎 児童読み物 9/15

145 あるいてます ( たんぽぽえほんシリーズ） みやにしたつや作・絵鈴木出版 児童読み物 9/21

146 コヨーテのおはなし リー・ペック作
ヴァージニア・リー・バートン絵
あんどうのりこ訳長崎出版 児童読み物 9/20

147 ジャックと豆の木 ( 世界傑作絵本シリーズ ） ジョン・シェリー再話・絵
おびかゆうこ訳福音館書店 児童読み物 9/5

148 ぼくのママは　うんてんし ( 福音館の科学シリーズ ） おおともやすお作・絵福音館書店 児童読み物 9/12

149 ともだち　できたよ ( えほんのもり ） 内田麟太郎作
こみねゆら絵文研出版 児童読み物 9/18

150 ずかん　宝石 飯田孝一監修
川嶋隆義写真技術評論社 児童ノンフィクション 9/18

151 決め方の大研究 ( 楽しい調べ学習シリーズ） 佐伯胖監修 ＰＨＰ研究所 児童ノンフィクション 9/18

152 自転車の歴史と文化　日本の自転車・外国の自転車( Ｑ＆Ａ式自転車完全マスター３　全４巻） こどもくらぶ編 ベースボール・マガジン社児童ノンフィクション 9/13

153 月の満ちかけ絵本 大谷峯子文
佐藤みき絵
大枝史郎監修あすなろ書房 児童ノンフィクション 9/15

154 地図からわかる日本 ( ニューワイドずかん百科） 今泉忠明ほか監修学研マーケティング児童ノンフィクション 9/18

155 おしごと制服図鑑 講談社編 講談社 児童ノンフィクション 9/20

156 博物館の一日 いわた慎二郎著 講談社 児童ノンフィクション 9/下

157 はじめまして　モグラくん　なぞにつつまれた小さなほ乳類 川田伸一郎著 少年写真新聞社児童ノンフィクション 9/18

158 文房具と持ち物編 ( ビジュアル版　学校の歴史２　全４巻） 岩本努著
保坂和雄著
渡辺賢二著汐文社 児童ノンフィクション 9/下

159 おどろきの瞬間！？大図鑑 ( 楽しい調べ学習 ） 伊知地国夫監修 ＰＨＰ研究所 児童ノンフィクション 9/3

160 木の葉のホ－ムワーク ※ 文学の扉  2010年Ｅ・Ｂ・ホワイト推薦図書賞受賞作品ケイト・メスナー著
中井はるの訳講談社 ヤングアダルト 9/下

161 ぼくたちの骨 樫崎茜著 講談社 ヤングアダルト 9/26

162 きみスキ　高校生たちのショートストーリーズ( ｔｅｅｎｓ’　ｂｅｓｔ　ｓｅｌｅｃｔｉｏｎｓ３１） 梨屋アリエ作 ポプラ社 ヤングアダルト 9/7

163 羽生善治の将棋の教科書 羽生善治著 河出書房新社 ヤングアダルト 9/23

164 イクバルと仲間たち ( ノンフィクション・Ｂｏｏｋｓ） スーザン・クークリン作
長野徹訳
赤塚きょう子訳小峰書店 ヤングアダルト 9/上

165 ヤング・シャーロック・ホームズ１　死の煙 ( 全３巻 ） アンドリュー・レーン著
田村義進訳静山社 ヤングアダルト 9/10

166 イノシシ母ちゃんにドキドキ 菊屋奈良義著 白水社 ヤングアダルト 9/20

167 シフト ( 福音館の単行本 ） ジェニファー・ブラッドベリ作
小梨直訳福音館書店 ヤングアダルト 9/19


