
2013年1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 国境の雪 柴田哲孝著 角川グループパブリッシング日本文芸書 1/31

2 ヒトデの星 北野勇作著 河出書房新社 日本文芸書 1/15

3 冤罪死刑 緒川怜著 講談社 日本文芸書 1/29

4 獅子渡り鼻 小野正嗣著 講談社 日本文芸書 1/21

5 定吉七番の復活 東郷隆著 講談社 日本文芸書 1/23

6 にっぽん全国 百年食堂 椎名誠著 講談社 日本文芸書 1/

7 へこたれない人 物書同心居眠り紋蔵 佐藤雅美著 講談社 日本文芸書 1/17

8 イノセントブルー 記憶の旅人 神永学著 集英社 日本文芸書 1/25

9 不幸は人生の財産 曽野綾子著 小学館 日本文芸書 1/28

10 源氏物語を知っていますか 阿刀田高著 新潮社 日本文芸書 1/22

11 続 田辺聖子の古典まんだら 一葉・晶子・芙美子 田辺聖子著 新潮社 日本文芸書 1/31

12 ニュータウンは黄昏れて 垣谷美雨著 新潮社 日本文芸書 1/22

13 紅葉街駅前自殺センター 光本正記著 新潮社 日本文芸書 1/22

14 （霊媒の話より）題未定 ( 安部公房初期短編集 ） 安部公房著 新潮社 日本文芸書 1/22

15 ａｂさんご ※2012年第24回早稲田文学新人賞受賞作品黒田夏子著 文芸春秋 日本文芸書 1/

16 陽子の一日 南木佳士著 文芸春秋 日本文芸書 1/30

17 我、涙してうずくまり 丸山健二著 岩波書店 日本文芸書 1/9

18 輝天炎上 海堂尊著 角川グループパブリッシング日本文芸書 1/30

19 月の魔法 川上健一著 角川グループパブリッシング日本文芸書 1/31

20 ああ父よ ああ母よ（仮） 加賀乙彦著 講談社 日本文芸書 1/

21 欠落 今野敏著 講談社 日本文芸書 1/7

22 糸車 宇江佐真理著 集英社 日本文芸書 1/

23 黄金の庭 ※第３６回すばる文学賞受賞作品高橋陽子著 集英社 日本文芸書 1/

24 狭小邸宅 ※第３６回すばる文学賞受賞作品 新庄耕著 集英社 日本文芸書 1/

25 冬の旅 辻原登著 集英社 日本文芸書 1/25

26 むつかしきこと承り候 公事指南控帳 岩井三四二著 集英社 日本文芸書 1/

27 いちばん長い夜に 乃南アサ著 新潮社 日本文芸書 1/31

28 キミトピア 舞城王太郎著 新潮社 日本文芸書 1/31

29 ちょうちんそで 江國香織著 新潮社 日本文芸書 1/31

30 冬芽（トウガ）の人 大沢在昌著 新潮社 日本文芸書 1/31

31 リカーシブル 米澤穂信著 新潮社 日本文芸書 1/22

32 それを愛とまちがえるから 井上荒野著 中央公論新社 日本文芸書 1/25

33 笑うハーレキン 道尾秀介著 中央公論新社 日本文芸書 1/10

34 孤独な放火魔 夏樹静子著 文芸春秋 日本文芸書 1/20

35 望郷 ※日本推理作家協会賞受賞作品湊かなえ著 文芸春秋 日本文芸書 1/30

36 浮かぶ瀬もあれ 白川道著 幻冬舎 日本文芸書 1/23

37 血の轍 相場英雄著 幻冬舎 日本文芸書 1/23

38 甘い罠 小説 糖質制限食 鏑木蓮著 東洋経済新報社日本文芸書 1/24

39 ツリー 上 高橋克彦著 双葉社 日本文芸書 1/

40 ツリー 下 高橋克彦著 双葉社 日本文芸書 1/

41 ブラックボックス 篠田節子著 朝日新聞出版 日本文芸書 1/上

42 夢を売る男（仮） 百田尚樹著 太田出版 日本文芸書 1/下

43 幸 －ＳＡＣＨＩ－ 香納諒一著 角川春樹事務所日本文芸書 1/中

44 奥の奥の森の奥に、いる。 山田悠介著 幻冬舎 日本文芸書 1/23

45 おもかげ橋 葉室麟著 幻冬舎 日本文芸書 1/23

46 こちら弁天通りラッキーロード商店街（仮） 五十嵐貴久著 光文社 日本文芸書 1/17

47 ハピネス（仮） 桐野夏生著 光文社 日本文芸書 1/下

48 穢れた手 堂場瞬一著 東京創元社 日本文芸書 1/18

49 溝鼠 最終章 新堂冬樹著 徳間書店 日本文芸書 1/17

50 桜ほうさら 宮部みゆき著 ＰＨＰ研究所 日本文芸書 1/下

51 最後に見たパリ エリオット・ポール著
吉田暁子訳河出書房新社 外国文芸書 1/15

52 ほかの惑星への気楽な旅 ( ストレンジ・フィクション４） ※１９８１年スー・カウフマン賞新人賞受賞作品テッド・ムーニイ著
中村融訳河出書房新社 外国文芸書 1/15

53 アサイラム・ピース アンナ・カヴァン著
山田和子訳国書刊行会 外国文芸書 1/

54 モサド・ファイル -イスラエル最強スパイ列伝-( ハヤカワ・ノンフィクション） マイケル・バー＝ゾウハー著
ニシム・ミシャル著
上野元美訳早川書房 外国文芸書 1/9

55 ボビー・フィッシャー・エンドゲーム フランク・ブレディー著
佐藤耕士訳文芸春秋 外国文芸書 1/下

56 クラウド・アトラス 上 デイヴィッド・ミッチェル著
中川千帄訳河出書房新社 外国文芸書 1/21
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57 クラウド・アトラス 下 デイヴィッド・ミッチェル著
中川千帄訳河出書房新社 外国文芸書 1/21

58 六人目の少女 ( ハヤカワミステリ１８６７ ） ドナート・カッリージ著
清水由貴子訳早川書房 外国文芸書 1/10

59 即効！野菜スープ 浜内千波著
山中瑤子著自由国民社 くらしの実用書1/18

60 これが正解！ひとり暮らしスタートブック 主婦の友社編 主婦の友社 くらしの実用書1/25

61 ふせんでかわいい切り紙の本 いしかわ☆まりこ著ＰＨＰ研究所 くらしの実用書1/11

62 作りおきおかず＆食べ合わせで かんたん薬膳ごはん 植木もも子著 家の光協会 くらしの実用書1/25

63 使いきる。有元葉子の整理術 衣・食・住・からだ・頭 有元葉子著 講談社 くらしの実用書1/15

64 和食屋の和弁当 笠原将弘著 主婦の友社 くらしの実用書1/25

65 箱のおりがみ 布施知子著 日本ヴォーグ社くらしの実用書1/26

66 ステッチ図鑑 刺繍のすべてがわかる マギー・ゴードン著
エリー・ヴァンス著文化出版局 くらしの実用書1/下

67 すぐに役立つ６５歳雇用延長制度のしくみと手続き 林智之監修 三修社 ビジネス・くらしの経済1/

68 シニア起業の成功術 志村和次郎著 中央経済社 ビジネス・くらしの経済1/下

69 中小企業のための「資金繰り・借入交渉」実践マニュアル 安田順著 日本実業出版社ビジネス・くらしの経済1/25

70 オープンガーデンを訪ねて学ぶ 美しい花の庭づくり 「花ぐらし」ガーデニング倶楽部著家の光協会 すまいと住宅1/25

71 国宝五重塔 その意匠に見る日本美 小田原敏之著 かもがわ出版 すまいと住宅1/中

72 クレマチスの咲く庭づくり 金子明人監修
及川洋麿著講談社 すまいと住宅1/下

73 ｎａｔｕｒａｌ盆栽 小さなみどりの育て方 加藤文子著 講談社 すまいと住宅1/下

74 すっきり片づく！収納＆インテリア ( 新実用ブックス ） 主婦の友社編 主婦の友社 すまいと住宅1/下

75 残すべき建築 絶滅危機の近代建築を訪ねて 松隈洋著 誠文堂新光社 すまいと住宅1/

76 足についての本当の知識 木寺英史監修
水口慶高著実業之日本社 健康と家庭の医学1/下

77 治療するとカワイクなります 生きがいの精神病理 大平健著 新潮社 健康と家庭の医学1/22

78 股関節の痛みは治る！ 石部基実著 すばる舎 健康と家庭の医学1/中

79 薬理学の基本がわかる薬が効くしくみ 中原保裕著 ナツメ社 健康と家庭の医学1/上

80 これでスッキリ 花粉症がみるみるよくなる６２の対策（仮） 福田千晶監修 日東書院本社 健康と家庭の医学1/中

81 日常の関わりのなかで教える言葉とコミュニケーション( ヒューマンケアブックス ） 若井道子著 学研マーケティング教育と福祉 1/29

82 学校図書館の力を活かす ( 学校図書館から教育を変える２） 五十嵐絹子編著
藤田利江編著国土社 教育と福祉 1/中

83 傾聴ボランティア 体験記 ホールファミリーケア協会著三省堂 教育と福祉 1/上

84 リカと３つのルール 自閉症の少女がことばを話すまで 東条健一著 新潮社 教育と福祉 1/16

85 年齢別アレンジつき 元気いっぱい！鬼ごっこ５０( ハッピー保育ｂｏｏｋｓ ） 羽崎泰男著 ひかりのくに 教育と福祉 1/上

86 ０～５歳児のよくわかる絵本読み聞かせ 徳永満理著 ひさかたチャイルド教育と福祉 1/20

87 子どもの発達障害 家族応援ブック 高貝就著 法研 教育と福祉 1/

88 事業者必携 改正法対応 請負・派遣の法律と実務マニュアル 林智之監修 三修社 くらしの法律1/

89 わかる！民法改正 民事法改正委員会編中央経済社 くらしの法律1/

90 図説 フランス革命史 ( ふくろうの本／世界の歴史） 竹中幸史著 河出書房新社 歴史と紀行 1/15

91 昭和のはじめ タイムトリップ地図帖 井口悦男監修
フォト・パブリッシング編講談社 歴史と紀行 1/下

92 シベリア鉄道紀行史 アジアとヨーロッパを結ぶ旅（仮）( 筑摩選書００５８ ） 和田博文著 筑摩書房 歴史と紀行 1/16

93 江戸の都市プランナー 小林信也著 柏書房 日本の文化 1/

94 これだけは知っておきたい 国宝・重文の名城( 小学館ＧＲＥＥＮ　ＭＯＯＫ） 村田修三著 小学館 日本の文化 1/8

95 江戸の献立 ( とんぼの本 ） 福田浩著
松下幸子著
松井今朝子著新潮社 日本の文化 1/28

96 江戸な日用品 衣・食・住 森有貴子著 平凡社 日本の文化 1/16

97 大名庭園 ( 別冊太陽　日本のこころ２０４） 白幡洋三郎監修 平凡社 日本の文化 1/

98 仏像 ( 別冊太陽スペシャル　創刊４０周年記念号） 山本勉編著 平凡社 日本の文化 1/

99 食糧の歴史－饗宴、飢餓、文明の興亡（仮） ( ヒストリカル・スタディーズ４） エヴァン・Ｄ・Ｇ・フレイザー＆アンドリュー・リマス著
藤井美佐子訳太田出版 世界の文化 1/中

100 愛と憎しみの豚 中村安希著 集英社 世界の文化 1/25

101 モン・サン・ミシェル 奇跡の巡礼地 ( 「知の再発見」双書 ） ジャン＝ポール・ブリゲリ著
池上俊一著創元社 世界の文化 1/18

102 プロメテウスの罠３ 朝日新聞特別報道部著学研マーケティング現代社会 1/29

103 女子刑務所 知られざる世界 外山ひとみ著 中央公論新社 現代社会 1/25

104 日本列島再生論 読売新聞「列島再生」取材班著中央公論新社 現代社会 1/10

105 看取り先生の遺言 奥野修司著 文芸春秋 現代社会 1/25

106 歴史が後ずさりするとき ウンベルト・エーコ著
リッカルド・アマデイ訳　　　　　　　　　　　　堤康徳訳岩波書店 現代社会 1/24

107 災害に強い情報社会 本條晴一郎編著
遊橋裕泰編著ＮＴＴ出版 現代社会 1/25

108 インフォメーション 情報技術の人類史 ジェイムズ・グリック著
楡井浩一訳新潮社 現代社会 1/23

109 津波の墓標 石井光太著 徳間書店 現代社会 1/

110 なっとくする数学の証明 ( なっとくシリーズ ） 瀬山士郎著 講談社 サイエンス 1/10

111 生命とは何だろう？ 長沼毅著 集英社 サイエンス 1/25

112 皮膚感覚と人間のこころ ( 新潮選書 ） 傳田光洋著 新潮社 サイエンス 1/23
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113 日本の絶滅古生物図鑑 宇都宮聡著
川崎悟司著築地書館 サイエンス 1/下

114 面白くて眠れなくなる素粒子 竹内薫著 ＰＨＰ研究所 サイエンス 1/23

115 目からウロコの生命科学入門 武村政春著 ミネルヴァ書房サイエンス 1/

116 コンピューターおばあちゃんといっしょに学ぶ ( はじめてのパソコン　Ｗｉｎｄｏｗｓ　８対応） 大川加世子協力 角川グループパブリッシングテクノロジー1/21

117 ３Ｄ技術が一番わかる ( しくみ図鑑 ） 町田聡著 技術評論社 テクノロジー1/21

118 はじめての安全なパソコンのお引っ越し ７／Ｖｉｓｔａ→８ 松村茂著 秀和システム テクノロジー1/

119 図解よくわかる自然エネルギーと発電のしくみ 飯田哲也著監修 日本実業出版社テクノロジー1/25

120 インターネットを探して ( ハヤカワ・ノンフィクション） アンドリュー・ブラム著
金子浩訳早川書房 テクノロジー1/25

121 書聖 王羲之 その謎を解く 魚住和晃著 岩波書店 芸術・スポーツ1/22

122 絵本つくりかた ( プロの現場から学ぶ！ ） つるみゆき著 技術評論社 芸術・スポーツ1/7

123 つながる心 ひとりじゃない、チームだから戦えた 松田丈志・北島康介・寺川綾と２４人のトビウオジャパン著集英社 芸術・スポーツ1/25

124 ミュシャの世界（仮） アルフォンス・マリア・ミュシャ著新人物往来社 芸術・スポーツ1/

125 名作うしろ読み 斎藤美奈子著 中央公論新社 ライブラリアン1/25

126 とりつかれたバレリーナ ( ナツカのおばけ事件簿１１） 斉藤洋作
かたおかまなみ絵あかね書房 児童読み物 1/下

127 まんげつのこどもたち ( こどもプレス ） 軽部武宏作・絵 イースト・プレス児童読み物 1/16

128 あわてんぼ うさちゃん ティモシー・ナップマン文
デイヴィッド・ウォーカー絵
ひがしかずこ訳岩崎書店 児童読み物 1/

129 おみまい、おことわり？ ボニー・ベッカー文
ケイディ・マクドナルド・デントン絵
横山和江訳岩崎書店 児童読み物 1/

130 イソップのおはなし バーバラ・マクリントック再話・絵
福本友美子訳岩波書店 児童読み物 1/30

131 おじいさんのしごと ( 講談社の創作絵本 ） 山西ゲンイチ作・絵講談社 児童読み物 1/21

132 なりたいものだらけ ジェリー・スピネッリ作
ジミー・リャオ絵鈴木出版 児童読み物 1/中

133 ボニー、ゆうかいされる？ ( 名犬ボニーはマルチーズ４） ベル・ムーニー作
スギヤマカナエ絵
宮坂宏美訳徳間書店 児童読み物 1/16

134 わたしもがっこうにいきたいな アストリッド・リンドグレーン文
イロン・ヴィークランド絵
石井登志子訳徳間書店 児童読み物 1/17

135 よいこは もう ねるじかん 高畠じゅん子作
高畠純絵ＢＬ出版 児童読み物 1/31

136 ドズワースの世界めぐり ニューヨークぐるぐる ティム・イーガン作・絵
まえざわあきえ訳ひさかたチャイルド児童読み物 1/18

137 チョコレート屋のねこ スー・ステイントン文・絵
中川千尋訳ほるぷ出版 児童読み物 1/

138 マリアンは歌う ※2003年度オルビス・ピクトゥス賞金賞／ロバート・Ｆ・サイバート知識の本賞銀賞受賞作品パム・ムニョス・ライアン作
ブライアン・セルズニック絵
もりうちすみこ訳光村教育図書 児童読み物 1/

139 吸血鬼の王子さま！ ( バンパイア・ガールズ６ ） シーナ・マーサー作
田中亜希子訳理論社 児童読み物 1/

140 妖怪一家の夏まつり 富安陽子作
山村浩二絵理論社 児童読み物 1/下

141 どどのろう ( えほんのぼうけん５４ ） 穂高順也作
こばやしゆかこ絵岩崎書店 児童読み物 1/

142 あいうえおの せきがえ ( ことばって、たのしいな！） 宮下すずか著
伊東宣也画くもん出版 児童読み物 1/

143 体育館の日曜日 ( わくわくライブラリー ） 村上しいこ作
田中六大絵講談社 児童読み物 1/30

144 ハッピー・バースデー・ババ すずちゃんと魔女のババ( わくわくライブラリー ） 柏葉幸子作
高畠純絵講談社 児童読み物 1/10

145 ねこのたからさがし ( おはなしのくに ） さえぐさひろこ作
はたこうしろう絵鈴木出版 児童読み物 1/18

146 おひなさまのいえ ( ワンダーおはなし絵本 ） ねぎしれいこ著
吉田朊子絵世界文化社 児童読み物 1/21

147 駅の小さな野良ネコ ジーン・クレイグヘッド・ジョージ作
鈴木まもる絵
斎藤倫子訳徳間書店 児童読み物 1/17

148 バレンタインのねこ（仮題） クライド・ロバート・ブラ作
レナード・ワイス・ガード絵
あんどうのりこ訳長崎出版 児童読み物 1/20

149 イワーシェチカと白い鳥 ( ランドセルブックス ） Ｉ．カルナウーホワ再話
Ｍ．ミトゥーリチ絵
松谷さやか訳福音館書店 児童読み物 1/9

150 もちっこやいて ( 日本傑作絵本シリーズ ） やぎゅうげんいちろう作・絵福音館書店 児童読み物 1/9

151 おれは ワニだぜ ( えほんのもり ） 渡辺有一作・絵 文研出版 児童読み物 1/30

152 日本画家～横山大観、東山魁夷、上村松園ほか～( 教科書に出てくる日本の画家２　全３巻） 糸井邦男著
伊野孝行イラスト汐文社 児童ノンフィクション1/25

153 学校にあるもの ( 身近なものができるまで　工場見学！２　全３巻） 中村智彦監修 ＰＨＰ研究所 児童ノンフィクション1/18

154 物流の大研究  生きた魚・動物から新幹線まで( 楽しい調べ学習シリーズ） 齊藤実監修 ＰＨＰ研究所 児童ノンフィクション1/7

155 教科書、印刷機、災害編 ( ビジュアル版学校の歴史４） 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1/

156 １３歳からの拉致問題  弟と家族の物語 蓮池透著 かもがわ出版 ヤングアダルト1/下

157 学歴入門 ( １４歳の世渡り術 ） 橘木俊詔著 河出書房新社 ヤングアダルト1/10

158 アリブランディを探して ( ＳＴＡＭＰ　ＢＯＯＫＳ ） メリーナ・マーケッタ作
神戸万知訳岩波書店 ヤングアダルト1/25

159 ペーパータウン ( ＳＴＡＭＰ　ＢＯＯＫＳ ） ジョン・グリーン作
金原瑞人訳岩波書店 ヤングアダルト1/25

160 中学生諸君！ 哲学者が校長先生になった 斎藤慶典著 講談社 ヤングアダルト1/28

161 ミヤマ物語 第３部 偽りの支配者 あさのあつこ著 毎日新聞社 ヤングアダルト1/


