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1 墓頭 真藤順丈著 角川グループパブリッシング日本文芸書 12/25

2 前世探偵社カフェ・フロリアンの昼下がり（仮） 大村友貴美著 角川グループパブリッシング日本文芸書 12/

3 スワ氏文集 諏訪哲史著 講談社 日本文芸書 12/10

4 雪猫 大山淳子著 講談社 日本文芸書 12/12

5 ホテルローヤル 桜木紫乃著 集英社 日本文芸書 1/4

6 想いの軌跡 塩野七生著 新潮社 日本文芸書 12/19

7 かわいい自分には旅をさせよ（仮） 浅田次郎著 文芸春秋 日本文芸書 1/上

8 名もなき花の ( 紅雲町珈琲屋こよみ３ ） 吉永南央著 文芸春秋 日本文芸書 12/上

9 夜の隅のアトリエ 木村紅美著 文芸春秋 日本文芸書 12/上

10 かんかん橋をわたったら あさのあつこ著 角川グループパブシッシング日本文芸書 12/25

11 刺客．ＣＯＭ 曽根圭介著 角川グループパブリッシング日本文芸書 12/

12 夫婦の散歩道 津村節子著 河出書房新社 日本文芸書 12/10

13 ふる 西加奈子著 河出書房新社 日本文芸書 12/5

14 黒王妃 佐藤賢一著 講談社 日本文芸書 12/3

15 ジョン・マン　青雲編 山本一力著 講談社 日本文芸書 12/20

16 心がわり　狸穴あいあい坂 諸田玲子著 集英社 日本文芸書 12/14

17 三匹のかいじゅう 椎名誠著 集英社 日本文芸書 1/4

18 謎解きはディナーのあとで３ 東川篤哉著 小学館 日本文芸書 12/12

19 読まずにはいられない　北村薫のエッセイ 北村薫著 新潮社 日本文芸書 12/19

20 私と踊って 恩田陸著 新潮社 日本文芸書 12/19

21 傾国子女 島田雅彦著 文芸春秋 日本文芸書 1/上

22 しょうがの味は熱い 綿矢りさ著 文芸春秋 日本文芸書 12/上

23 潜伏者 折原一著 文芸春秋 日本文芸書 12/上

24 たったひとり 乾ルカ著 文芸春秋 日本文芸書 1/上

25 信長影絵 津本陽著 文芸春秋 日本文芸書 12/下

26 夜の底は柔らかな幻　上 恩田陸著 文芸春秋 日本文芸書 1/上

27 夜の底は柔らかな幻　下 恩田陸著 文芸春秋 日本文芸書 1/上

28 毒草師　パンドラの鳥籠 高田崇史著 朝日新聞出版 日本文芸書 12/7

29 真田三代風雲録 中村彰彦著 実業之日本社 日本文芸書 12/15

30 李世民　玄武篇　上 塚本青史著 日本経済新聞出版社日本文芸書 12/25

31 李世民　貞観篇　下 塚本青史著 日本経済新聞出版社日本文芸書 12/25

32 黒猫の薔薇あるいは時間飛行 森晶麿著 早川書房 日本文芸書 12/6

33 山あり愛あり 佐川光晴著 双葉社 日本文芸書 1/15

34 狛犬ジョンの軌跡 垣根涼介著 光文社 日本文芸書 12/14

35 大空のドロテ３ 瀬名秀明著 双葉社 日本文芸書 12/18

36 螢草（ホタルグサ） 葉室麟著 双葉社 日本文芸書 12/18

37 みちくさ道中 木内昇著 平凡社 日本文芸書 12/19

38 ロボポカリプス
ダニエル・ウィル
ソン著
鎌田三平訳

角川グループパブリッシング外国文芸書 12/25

39 死ぬ瞬間の５つの後悔
ブロニー・ウェア
著

新潮社 外国文芸書 12/14

40 チェットと消えたゾウの謎 ( 名犬チェットと探偵バーニー３）
スペンサー・クイ
ン著
古草秀子訳

東京創元社 外国文芸書 12/19

41 ぼくは覚えている ( エクス・リブリス ）
ジョー・ブレイナー
ド著
小林久美子訳

白水社 外国文芸書 12/12

42 ゴリアテ　－ロリスと放電塔－ ( 新☆ハヤカワ・ＳＦ・シリーズ）
スコット・ウエス
ターフェルド著
小林美幸訳

早川書房 外国文芸書 12/6

43 喪失 ※２０１２年アメリカ探偵作家クラブ賞最優秀長篇賞受賞作品
モー・ヘイダー著
北野寿美枝訳

早川書房 外国文芸書 12/6

44 ザ・カジュアル・ベイカンシー　上
Ｊ・Ｋ・ローリング
著

講談社 外国文芸書 12/1

45 ザ・カジュアル・ベイカンシー　下
Ｊ．Ｋ．ローリング
著

講談社 外国文芸書 12/1

46 終わりの感覚 ( 新潮クレスト・ブックス ）
ジュリアン・バー
ンズ著
土屋政雄訳

新潮社 外国文芸書 12/19
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47 大いなる眠り
レイモンド・チャン
ドラー著
村上春樹訳

早川書房 外国文芸書 12/6

48 フリーダム
ジョナサン・フラン
ゼン著
森慎一郎訳

早川書房 外国文芸書 12/18

49 成功している男の服選びの秘訣 ( 講談社の実用ＢＯＯＫ ） 宮崎俊一著 講談社         くらしの実用書12/13

50 ケーキポップスの本 ( 講談社のお料理ＢＯＯＫ） 下迫綾美著 講談社 くらしの実用書12/1

51 使える鶏肉レシピ ( 使えるレシピシリーズ ）
丹下輝之著
五十嵐美幸著
濱﨑龍一著

柴田書店 くらしの実用書12/3

52 使える豚肉レシピ ( 使えるレシピシリーズ ）
笠原将弘著
音羽和紀著
小林武志著

柴田書店 くらしの実用書12/3

53 ちょこっとクロスステッチ＋８００ ( 実用単行本 ） アンヌ・ソイエ＝フルネル著小学館 くらしの実用書12/下

54 やさしく作れる　ちりめんの飾り物とつるし飾り 日本ヴォーグ社くらしの実用書12/29

55 季節を楽しむ和菓子１２か月 おもたせ菓子研究室著家の光協会 くらしの実用書12/24

56 ナチュラル洗剤でちょこっとピカピカ掃除！ 世界文化社 くらしの実用書12/20

57 暮らしに役立つ〈結び〉大事典（仮） ( タツミムック ） 木暮幹雄監修 辰巳出版 くらしの実用書12/13

58 すぐ作れる通園通学ＢＯＯＫ 日本ヴォーグ社くらしの実用書12/6

59 楽しい！かわいい！おいしい巻きずし（仮） ( ブティックムック１０５５ ） デコレーヌ恵美著 ブティック社 くらしの実用書12/14

60 ヨーグルトマジック 荻野恭子著 文化出版局 くらしの実用書12/6

61 子どもにかけるお金の本 ( Ｃｏｍｏ子育てＢＯＯＫＳ ） 子どもにかけるお金を考える会著为婦の友社 ビジネス・くらしの経済12/5

62 イラストでわかる建築設備
山田信亮著
菊池至著

ナツメ社 すまいと住宅12/13

63 イラストでわかる建築用語
上野タケシ著
大庭明典ほか著

ナツメ社 すまいと住宅12/10

64 図解でわかる肝臓病 ( 徹底対策シリーズ ）
渡辺純夫著
大越郷子著

为婦の友社 健康と家庭の医学12/19

65 上手な医者のかかりかた 楊浩勇著 ダイヤモンド社健康と家庭の医学12/13

66 体の“？”の科学（仮） ( Ｎｅｗｔｏｎ別冊 ） ニュートンプレス健康と家庭の医学12/25

67 子どもの本当の気持ちが見えるようになる本 原坂一郎著 すばる舎 教育と福祉 12/19

68 プロが教える本当に役立つ介護術 福辺節子監修 ナツメ社 教育と福祉 12/6

69 新版　自分たちでつくろうＮＰＯ法人！
堀田力監修
名越修一著

学陽書房 くらしの法律12/10

70 増税と争続から家族を守る　まるい相続
柏倉修編
中央会計事務所

中央経済社 くらしの法律12/下

71 図説　明治の宰相 ( ふくろうの本／日本の歴史）
伊藤雅人編著
前坂俊之編著

河出書房新社 歴史と紀行 12/

72 私の日本古代史　上 ( 新潮選書 ） 上田正昭著 新潮社 歴史と紀行 12/21

73 私の日本古代史　下 ( 新潮選書 ） 上田正昭著 新潮社 歴史と紀行 12/21

74 武士に「もの言う」百姓たち 渡辺尚志著 草思社 歴史と紀行 12/14

75 全国　都道府県の歌・市の歌 中山裕一郎監修 東京堂出版 歴史と紀行 12/10

76 いま、柳田国男を読む ( 河出ブックス ） 石井正己著 河出書房新社 日本の文化 12/

77 日本の神々がわかる神社事典 外山晴彦監修 成美堂出版 日本の文化 12/1

78 日本の旧家「雛めぐり」の旅 家庭画報編集部編世界文化社 日本の文化 12/10

79 茶の湯と日本文化 神津朝夫著 淡交社 日本の文化 12/14

80 ほんとうの和の話 広田千悦子著 文芸春秋 日本の文化 1/上

81 伊勢神宮　式年遷宮と１２５社巡拝 ( 太陽の地図帖０１７ ） 太陽の地図帖編集部編平凡社 日本の文化 12/21

82 ニッポンの山里 池内紀著 山と渓谷社 日本の文化 12/12

83 糸から布へ　布はどこから来たのだろう 小林桂子著 日貿出版社 世界の文化 12/20

84 ユダヤとは何か。　聖地エルサレムへ ( ｐｅｎ　ＢＯＯＫＳ１９ ）
ペン編集部編
市川裕監修

阪急コミュニケーションズ世界の文化 12/11

85 ｉＰＳ細胞大革命　ノーベル賞山中伸弥教授は世界をどう変えるか　　　　　 朝日新聞科学医療部著朝日新聞出版 現代社会 12/7

86 それでもわが家から逝きたい 沖藤典子著 岩波書店 現代社会 12/20

87 検証　尖閣問題 孫崎享（マゴサキウケル）編岩波書店 現代社会 12/21

88 減電社会　コミュニティから始めるエネルギー革命 小澤祥司著 講談社 現代社会 12/4

89 面積の発見 ( 岩波科学ライブラリー２００） 武藤徹著 岩波書店 サイエンス 12/6

90 この国とこの星と私たち ( 喜・怒・哀・楽の宇宙日記４） 的川泰宣著 共立出版 サイエンス 12/20

91 スズメの謎　身近な野鳥が減っている！？ 三上修著 誠文堂新光社 サイエンス 12/20
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92 ドーキンス博士が教える「世界の秘密」 ( ハヤカワ・ポピュラー・サイエンス）
リチャード・ドーキ
ンス著
大田直子訳

早川書房 サイエンス 12/18

93 ヒッグス粒子の見つけ方
山崎祐司著
戸本誠著

丸善出版 サイエンス 12/下

94 図解　一目でわかるＩＴプラットフォーム 高橋暁子著 日本実業出版社テクノロジー12/19

95 ラファエロの世界 池上英洋監修 新人物往来社 芸術・スポーツ12/17

96 はじめてのオーブン陶芸
伊藤珠子著
酒井智子ほか著

誠文堂新光社 芸術・スポーツ12/20

97 名画の謎　聖書篇 ( 中野京子と読み解く ） 中野京子著 文芸春秋 芸術・スポーツ12/14

98 神道の美術 ( コロナ・ブックス１７７ ）
加藤健司著
畑中章宏著
平松温子著

平凡社 芸術・スポーツ12/19

99 見る・知る・読む　能五十番（仮）
小林保治編
石黒吉次郎編

勉誠出版 芸術・スポーツ12/中

100 表紙裏の書誌学 渡辺守邦著 笠間書院 ライブラリアン12/26

101 モッキンバード（仮） ※２０１０年全米図書賞児童書部門受賞作品
キャスリン・アー
スキン著
ニキ・リンコ訳

明石書店 児童読み物 12/10

102 めんのめんめん 庄司三智子作・絵 岩崎書店 児童読み物 12/

103 わたしのゆたんぽ きたむらさとし文・絵偕成社 児童読み物 12/上

104 道はみんなのもの ※１９８２年ＩＢＢＹオナー賞受賞作品
クルーサ文
モニカ・ドペルト絵

さ・え・ら書房 児童読み物 12/中

105 しょうがつが　くると ( ひまわりえほんシリーズ）
川崎洋作
沢田としき絵

鈴木出版 児童読み物 12/7

106 犬のことばが聞こえたら

パトリシア・マクラ
クラン作
大庭賢哉絵
こだまともこ訳

徳間書店 児童読み物 12/11

107 サーカスの少年と鳥になった女の子
ジェーン・レイ作・
絵
河野万里子訳

徳間書店 児童読み物 12/11

108 ボニー、犬の学校にいく ( 名犬ボニーはマルチーズ３）
ベル・ムーニー作
スギヤマカナヨ絵
宮坂宏美訳

徳間書店 児童読み物 12/11

109 チャーリーのはじめてのよる

エイミー・ヘスト文
ヘレン・オクセン
バリー絵
さくまゆみこ訳

岩崎書店 児童読み物 12/

110 ねむりひめ 荒井良二絵・訳 ＮＨＫ出版 児童読み物 12/20

111 オニたいじ
森絵都作
竹内通雅絵

金の星社 児童読み物 12/中

112 この　あかい　えほんを　ひらいたら ( 講談社の翻訳絵本 ）

ジェシー・クラウス
マイヤー文
スージー・リー絵
石津ちひろ訳

講談社 児童読み物 12/下

113 ３万さつの本を救った図書館司書の大作戦
マーク・アラン・ス
タマティー作
徳永里砂訳

国書刊行会 児童読み物 12/20

114 いじわる ( チューリップえほんシリーズ） せなけいこ作・絵 鈴木出版 児童読み物 12/7

115 富士山うたごよみ ( 日本傑作絵本シリーズ ）
俵万智短歌・文
Ｕ．Ｇ．サトー絵

福音館書店 児童読み物 12/19

116 いいこで　ねんね ※コルデコットオナー賞受賞作品                          
デヴィッド・エズ
ラ・シュタイン作・
絵

ポプラ社 児童読み物 12/20

117 もっと生きたい！臓器移植でよみがえった命 ( ノンフィクション・生きるチカラ１４） 池田まき子著 岩崎書店 児童ノンフィクション12/

118 町工場のエジソン ( 工場の底力４　全４巻（３巻目は2013/1月予定）） こどもくらぶ編 かもがわ出版 児童ノンフィクション12/下

119 キラキラ子どもブックガイド
キラキラ読書クラ
ブ編
小中大地絵

玉川大学出版部児童ノンフィクション12/25

120 時間の大研究 ( 楽しい調べ学習シリーズ） 池内了監修 ＰＨＰ研究所 児童ノンフィクション12/10

121 図書館の役割を考えてみよう ( 図書館のすべてがわかる本２　全４巻）
秋田喜代美監修
こどもくらぶ編

岩崎書店 児童ノンフィクション12/

122 小さい宇宙をつくる 藤本順平著 幻冬舎 ヤングアダルト12/14

123 霧の王
ズザンネ・ゲルド
ム著
遠山明子訳

東京創元社 ヤングアダルト12/19



2012年12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

124 オスカー・ピストリウス自伝　義足こそが僕の足
オスカー・ピストリ
ウス著
池村千秋訳

白水社 ヤングアダルト12/10

125 論理爆弾 ( 少女探偵ソラシリーズ ） 有栖川有栖著 講談社 ヤングアダルト12/19


