
2013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 私だけのふるさと 毎日新聞夕刊編集部編
須飼秀和画岩波書店 日本文芸書 3/27

2 シュンスケ！ 門井慶喜著 角川グループパブリッシング日本文芸書 3/22

3 ノックス・マシン 法月綸太郎著 角川グループパブリッシング日本文芸書 3/22

4 佐野洋子対談集（仮） 佐野洋子著 河出書房新社 日本文芸書 4/5

5 恋文讃歌（仮） 鬼塚忠著 河出書房新社 日本文芸書 3/20

6 菅原道真見果てぬ夢 三田誠広著 河出書房新社 日本文芸書 3/1

7 想像ラジオ いとうせいこう著 河出書房新社 日本文芸書 3/1

8 唐玄宗紀 小前亮著 講談社 日本文芸書 3/1

9 光る牙 吉村龍一著 講談社 日本文芸書 3/6

10 フランシス子へ 吉本隆明著 講談社 日本文芸書 3/13

11 心 姜尚中著 集英社 日本文芸書 4/1

12 ストレイヤーズ・クロニクル　ＡＣＴ－３ 本多孝好著 集英社 日本文芸書 4/1

13 旅だから出逢えた言葉 伊集院静著 小学館 日本文芸書 3/8

14 ルドヴィカがいる 平山瑞穂著 小学館 日本文芸書 3/13

15 あのひとは蜘蛛を潰せない 彩瀬まる著 新潮社 日本文芸書 3/19

16 戌辰繚乱 天野純希著 新潮社 日本文芸書 3/27

17 工場 ※第４４回新潮新人賞受賞作品収録小山田浩子著 新潮社 日本文芸書 3/27

18 鳥と雲と薬草袋 梨木香歩著 新潮社 日本文芸書 3/27

19 百年桜 藤原緋沙子著 新潮社 日本文芸書 3/22

20 安心毛布 川上未映子著 中央公論新社 日本文芸書 3/7

21 ギッちょん 山下澄人著 文藝春秋 日本文芸書 3/8

22 死に金（仮） 福澤徹三著 文藝春秋 日本文芸書 3/25

23 ｔｏｋｙｏ４０４ 新城カズマ著 文藝春秋 日本文芸書 3/18

24 マタニティ・グレイ 石田衣良著 角川グループパブリッシング日本文芸書 3/1

25 正義のセ２ 阿川佐和子著 角川グループパブリッシング日本文芸書 3/25

26 正義のセ３ 阿川佐和子著 角川グループパブリッシング日本文芸書 3/25

27 つくもがみ、遊ぼうよ 畠中恵著 角川グループパブリッシング日本文芸書 3/22

28 はだかんぼうたち 江國香織著 角川グループパブリッシング日本文芸書 3/22

29 憤死 綿矢りさ著 河出書房新社 日本文芸書 3/8

30 愛の夢とか 川上未映子著 講談社 日本文芸書 3/28

31 天翔る（アマカケル） 村山由佳著 講談社 日本文芸書 3/7

32 ４５° 長野まゆみ著 講談社 日本文芸書 3/28

33 ジヴェルニーの食卓 原田マハ著 集英社 日本文芸書 3/22

34 大迷走 逢坂剛著 集英社 日本文芸書 3/22

35 手のひらの砂漠 唯川恵著 集英社 日本文芸書 4/1

36 アニバーサリー 窪美澄著 新潮社 日本文芸書 3/19

37 閻魔の世直し　善人長屋 西條奈加著 新潮社 日本文芸書 3/19

38 さきちゃんたちの夜 よしもとばなな著 新潮社 日本文芸書 3/27

39 サクラ秘密基地 朱川湊人著 文藝春秋 日本文芸書 3/11

40 常在戦場 火坂雅志著 文藝春秋 日本文芸書 3/26

41 来世は女優 林真理子著 文藝春秋 日本文芸書 3/13

42 カード・ウォッチャー 石持浅海著 角川春樹事務所日本文芸書 3/13

43 落英 黒川博行著 幻冬舎 日本文芸書 3/下

44 ラストボール（仮） 川中大樹著 光文社 日本文芸書 3/15

45 少女は黄昏に住む 山田彩人著 東京創元社 日本文芸書 3/8

46 Ｔｅａｍ・ＨＫ（ハウスキーパー） あさのあつこ著 徳間書店 日本文芸書 3/12

47 ライジング・ロード 高嶋哲夫著 ＰＨＰ研究所 日本文芸書 3/8

48 美人薄命 深水黎一郎著 双葉社 日本文芸書 3/19

49 レジスタンス・ニッポン 戸梶圭太著 双葉社 日本文芸書 3/19

50 ナマコのからえばり７（仮） 椎名誠著 毎日新聞社 日本文芸書 3/15

51 ガソリン生活 伊坂幸太郎著 朝日新聞出版 日本文芸書 3/5

52 五二屋傳蔵（グニヤデンゾウ） 山本一力著 朝日新聞出版 日本文芸書 3/27

53 烏賊神家（イカガミケ）の一族の殺人（仮） 東川篤哉著 光文社 日本文芸書 3/15

54 不浄の血 アイザック・バシェヴィス・シンガー著 西成彦訳河出書房新社 外国文芸書 3/25

55 鰐（仮）クロコディル ルイ＝クロード・ド・サン＝マルタン著 今野喜和人訳国書刊行会 外国文芸書 3/22

56 新訳・地下室の記録 フョ－ドル・ドストエフスキー著 亀山郁夫訳 集英社 外国文芸書 3/22
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57 アンネ・フランクについて語るときに僕たちの語ること( 新潮クレスト・ブックス ） ネイサン・イングランダー著 小竹由美子訳新潮社 外国文芸書 3/27

58 夜に生きる ( ハヤカワ・ミステリ１８６９） デニス・ルヘイン著 加賀山卓朗訳早川書房 外国文芸書 3/7

59 ピレネーの城 ヨースタイン・ゴルデル著 畑澤裕子訳ＮＨＫ出版 外国文芸書 3/7

60 大病院 ジュリー・サラモン著 山村朊子訳河出書房新社 外国文芸書 3/20

61 マリッジ・プロット ジェフリー・ユージェニデス著 佐々田雅子訳早川書房 外国文芸書 3/7

62 食材別選べる保存＋おいしい節約レシピ 検見崎聡美監修 家の光協会 くらしの実用書3/1

63 エアコン１台で心地よい家を作る方法 エクスナレッジ くらしの実用書3/1

64 家庭で作れる韓国の常備菜 チョン・テキョン著 河出書房新社 くらしの実用書3/8

65 直線縫いでダダッと作れちゃう、ワンピースとチュニック（仮） 渡部サト著 河出書房新社 くらしの実用書3/15

66 “珍獣ドクター”田向先生の動物よろず相談記 田向健一著 河出書房新社 くらしの実用書3/21

67 自然と親しむ　はじめてキャンプ ( るるぶＤＯ ） ＪＴＢパブリッシングくらしの実用書3/29

68 やさい歳時記 長尾智子著 集英社 くらしの実用書4/1

69 ホーローバットで作るうちのお菓子 ( 生活シリーズ ） 主婦と生活社編 主婦と生活社 くらしの実用書3/22

70 みそ、うまし。 瀬尾幸子著 主婦と生活社 くらしの実用書3/29

71 ゼロからの陶芸入門 はる陶房著 白金陶芸教室著誠文堂新光社 くらしの実用書3/8

72 季節をつくる　わたしの和菓子帳 金塚晴子著 東京書籍 くらしの実用書3/27

73 食べる野草図鑑（仮） 岡田恭子著 日東書院本社 くらしの実用書3/下

74 囲炉裏と薪火暮らしの本 大内正伸著 農山漁村文化協会くらしの実用書3/19

75 体の調子をととのえる　健康常備おかず 藤井恵著 ＰＨＰ研究所 くらしの実用書3/13

76 レジンで作るアクセサリーとこもの（仮） 文化出版局編 文化出版局 くらしの実用書3/中

77 見せたくなるお弁当１００ 遠山正道著 文藝春秋 くらしの実用書3/下

78 ガラスの絵つけを楽しもう ( 家庭ガラス工房 ） 土井明子著 ほるぷ出版 くらしの実用書3/下

79 時短・節約・きれいになる！　マンガでわかる洗濯の裏ワザ 中村祐一著 家の光協会 くらしの実用書3/26

80 親子で楽しむ　１２ヵ月のキッズイベント ( 講談社の実用ＢＯＯＫ ） 辰元草子著 講談社 くらしの実用書3/12

81 「マイホームの常識」にだまされるな！ 長嶋修著 朝日新聞出版 ビジネス・くらしの経済3/29

82 これ１冊で必ずできる　ＮＰＯ法人設立マニュアル（仮） 福島達也著 学陽書房 ビジネス・くらしの経済3/中

83 小資本・少人数でもできる！ 合同会社・ネットショップ・通販のしくみと手続き大門則亮監修 三修社 ビジネス・くらしの経済3/19

84 お金の数字と計算に強くなる本 藤本壱著 自由国民社 ビジネス・くらしの経済3/中

85 年金をしっかり学んでガッチリもらう本 戸田博之著 秀和システム ビジネス・くらしの経済3/

86 親が残した不動産　いちばん賢い対処法ズバリ！（仮） 松浦健二著 すばる舎 ビジネス・くらしの経済3/上

87 電話応対＆敬語・話し方のビジネスマナー 西東社 ビジネス・くらしの経済3/中

88 僕らの時代のライフデザイン 米田智彦著 ダイヤモンド社ビジネス・くらしの経済3/14

89 会社・家族を相続税から守る法 樋沢武司著 中央経済社 ビジネス・くらしの経済3/26

90 まちづくりの教科書 木下斉著 広瀬郁著日経ＢＰマーケティングビジネス・くらしの経済3/18

91 離婚を考えたときにまず読む本 豊田真弓著 日本経済新聞出版社ビジネス・くらしの経済3/19

92 漁業と震災　被災地発・人がつながる経済 濱田武士著 みすず書房 ビジネス・くらしの経済3/上

93 おいしく育てる　はじめての家庭果樹 三輪正幸著 ＮＨＫ出版 すまいと住宅3/18

94 決定版　手作り収納百科 ( 暮らしの実用シリーズ ） ドゥーパ！編集部編学研マーケティングすまいと住宅3/12

95 「園芸店で買った花」をすぐ枯らさない知恵とコツ( 新実用Ｂｏｏｋｓ ） 主婦の友社編 主婦の友社 すまいと住宅3/21

96 インテリアのペイント・テクニック・ブック ｍ＋ｏｓｓ(ﾓｽ)編 誠文堂新光社 すまいと住宅3/22

97 トコトンやさしい地震と建物の本 ( 今日からモノ知りシリーズ） 斉藤大樹著 日刊工業新聞社すまいと住宅3/15

98 木造建築の科学 ( おもしろサイエンス ） 藤井恵輔監修 高橋俊介監修 高層建築研究会編日刊工業新聞社すまいと住宅3/19

99 農家が教える　ラクラク草刈り・草取り術 農文協編 農山漁村文化協会すまいと住宅3/19

100 心と体の不調をなくす　４０歳からの女性ホルモンケア 相良洋子著 家の光協会 健康と家庭の医学3/26

101 すっきり見えるように戻る　視力回復セルフケア 山本正子著 インプレスコミュニケーションズ（発売）／ブルーロータスパブリッシング（発行）健康と家庭の医学3/15

102 抗がん剤のすべてがわかる本 矢沢サイエンスオフィス編学研マーケティング健康と家庭の医学3/1

103 たのしいお灸 横山美樹監修 学研マーケティング健康と家庭の医学3/1

104 画像ではわからないしつこい腰の痛みを治す本( 健康ライブラリー ） 井須豊彦監修 講談社 健康と家庭の医学3/22

105 これだけは知っておきたい漢方薬のてびき 入江祥史著 坂井由美著講談社 健康と家庭の医学3/25

106 よくわかる双極性障害（躁うつ病） ( セレクトＢＯＯＫＳ　こころのクスリＢＯＯＫＳ） 貝谷久宣監修 主婦の友社 健康と家庭の医学3/15

107 全部見える　図解　消化器疾患 山本雅一監修 成美堂出版 健康と家庭の医学3/下

108 実録！あるこーる白書 吾妻ひでお著 西原理恵子著 月乃光司/協力徳間書店 健康と家庭の医学3/15

109 れのあ式　アトピーっ子の安心ごはん（仮） 笛木紀子著 日東書院本社 健康と家庭の医学3/15

110 タンパク質　“人体”は“なに”で作られているのか？( Ｎｅｗｔｏｎ別冊 ） ニュートンプレス健康と家庭の医学3/1

111 正しい「歯の矯正」がわかる本 海老澤博著 農山漁村文化協会健康と家庭の医学3/15

112 イラストでわかる　心臓病 ( 手術後・退院後の安心シリーズ） 伊東春樹著 法研 健康と家庭の医学3/1
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113 基礎体力つくりの教科書 ナイスク監修 下山真二監修山と渓谷社 健康と家庭の医学3/6

114 高齢者と楽しむマジック 藤原邦恭著 いかだ社 教育と福祉 3/1

115 賢い子になる「読み聞かせ」のルール３０（仮） 景山聖子著 廣済堂出版 教育と福祉 3/下

116 わが子がピタリ泣き止む魔法のスイッチ カープ・ハーヴェイ著 土屋京子訳講談社 教育と福祉 3/上

117 １歳、２歳からの偏食解消レシピ 太田百合子著 実業之日本社 教育と福祉 3/

118 まちがえない！子どもの習い事 ( Ｃｏｍｏ子育てＢｏｏｋｓ ） Ｃｏｍｏ編集部編 主婦の友社 教育と福祉 3/13

119 就活先生　内定を勝ち取るための３１のステップ 竹中紳一著 新潮社 教育と福祉 3/19

120 「働く」の教科書（仮） 菊地一文監修 全日本手をつなぐ育成会編中央法規出版 教育と福祉 3/下

121 好奇心のスイッチオン　子どもが伸びる「理科力」のススメ 稲垣栄洋著 東京堂出版 教育と福祉 3/中

122 あそびうた大全集２００ 細田淳子著 永岡書店 教育と福祉 3/10

123 クラス全員がひとつになる！学級ゲーム＆アクティビティ１００ 甲斐崎博史著 ナツメ社 教育と福祉 3/中

124 はじめて学ぶ　学校教育と新聞活用 小原友行著 高木まさき著 平石隆敏著ミネルヴァ書房教育と福祉 3/

125 借家の法律実務 荒木新五著 学陽書房 くらしの法律3/中

126 困る前に必読のＱ＆Ａ　働く女性の労働法 第一東京弁護士会人権擁護委員会両性の平等部会編ぎょうせい くらしの法律3/下

127 ザ・ニッポンの刑務所 外山ひとみ著 光文社 くらしの法律3/15

128 図解で早わかり　改正法対応　最新　福祉の法律と手続き 若林美佳監修 三修社 くらしの法律3/19

129 相続税　簡卖・安心ガイド 日本税務総研編 三井住友信託銀行編中央経済社 くらしの法律3/20

130 知的財産法入門 茶園成樹著 有斐閣 くらしの法律4/1

131 特許法 茶園成樹著 有斐閣 くらしの法律4/1

132 体験から歴史へ-<昭和>の教訓を未来への指針に 保阪正康著 半藤一利著 立花隆著講談社 歴史と紀行 3/21

133 災害・崩壊・津波地名解 太宰幸子著 彩流社 歴史と紀行 3/1

134 砂漠 ( ナショジオ　ワンダーフォトブック） ナショナルジオグラフィック編日経ＢＰマーケティング歴史と紀行 3/19

135 トロツキー　上 ※ダフ・クーパー賞受賞作品ロバート・サーヴィス著 山形浩生ほか訳白水社 歴史と紀行 3/22

136 トロツキー　下 ※ダフ・クーパー賞受賞作品ロバート・サーヴィス著 山形浩生ほか訳白水社 歴史と紀行 3/22

137 殺戮の世界史 ( ハヤカワ・ノンフィクション） マシュー・ホワイト著 住友進訳早川書房 歴史と紀行 3/22

138 いま知っておきたい霊魂のこと 正木晃著
 ＮＨＫ出版 日本の文化 3/16

139 もっと知りたい　美しい季節のことば ( 別冊ＮＨＫ俳句 ） 宇多喜代子監修 浦川聡子執筆 ＮＨＫ出版編ＮＨＫ出版 日本の文化 3/19

140 「暁」の謎を解く　平安人の時間表現 小林賢章著 角川グループパブリッシング日本の文化 3/22

141 「伝説」はなぜ生まれたか 小松和彦著 角川グループパブリッシング日本の文化 3/22

142 世阿弥　神と修羅と恋 ( 能を読む２ ） 梅原猛監修 観世清和監修 天野文雄編角川グループパブリッシング日本の文化 3/22

143 穢れと神国の中世 ( 講談社選書メチエ ） 片岡耕平著 講談社 日本の文化 3/11

144 卒業式の歴史学 ( 講談社選書メチエ ） 有本真紀著 講談社 日本の文化 3/11

145 染五郎の超訳的歌舞伎 市川染五郎著 小学館 日本の文化 3/28

146 一からわかる『風土記』研究の最前線（仮） 橋本雅之著 新人物往来社 日本の文化 3/

147 カネと文学 ( 新潮選書 ） 山本芳明著 新潮社 日本の文化 3/29

148 数字でわかる仏教文化財の名称 石川登志雄著 淡交社 日本の文化 3/1

149 百年の梅仕事 乗松祥子著 塩野米松/聞き書き筑摩書房 日本の文化 3/中

150 江戸看板図聚 三谷一馬著 中央公論新社 日本の文化 3/1

151 はじめての茶道（仮） 田中仙融著 中央公論新社 日本の文化 3/9

152 近世人の事典（仮） 深谷克己編 須田務編東京堂出版 日本の文化 3/中

153 事典　神社の歴史と祭り 岡田荘司編 笹生衛編吉川弘文館 日本の文化 3/下

154 世界の変なトイレ エクスナレッジ 世界の文化 3/22

155 本の夜明け　～書物の都・ヴェネツィア～（仮） アレクサンドロ・マルツォ・マーニョ著柏書房 世界の文化 3/

156 図説　赤毛のアン ( ふくろうの本/世界の文化） 奥田実紀著 河出書房新社 世界の文化 3/15

157 子守唄と民話 石井正己編 三弥井書店 世界の文化 3/15

158 エネルギー問題のマーケティング的解決 恩藏直人著 芳賀康浩ほか著朝日新聞出版 現代社会 3/7

159 災害大国・迫る危機　最新ハザードマップ（仮） 朝日新聞社著 朝日新聞出版 現代社会 3/

160 東北の生命力　津波と里海の人々 瀬戸山玄著 岩波書店 現代社会 3/8

161 プロメテウスの罠４ 朝日新聞特別報道部著学研マーケティング現代社会 3/26

162 幼いわが子を「看取る」 川畑恵美子著 光文社 現代社会 3/15

163 あなたならどうする　孤立死 中下大樹著 三省堂 現代社会 3/下

164 捨てない未来－さらば、食料廃棄社会 シュテファン・クロイツベツガー著 バレンティン・トゥルン著春秋社 現代社会 3/下

165 「正しい」とは何か？ 武田邦彦著 小学館 現代社会 3/8

166 日本最悪の日　９つの死角 日本再建イニシアティブ監修 藤吉雅春まとめ新潮社 現代社会 3/14

167 動物による農作物被害の総合対策 江口祐輔ほか著 誠文堂新光社 現代社会 3/11

168 ダム湖の中で起こること 村上哲生著 地人書館 現代社会 3/上
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169 災害の経済学 馬奈木俊介著 中央経済社 現代社会 3/22

170 団塊ロストワールド　老いる国の経済学 永濱利廣著 鈴木将之著日本経済新聞出版社現代社会 3/22

171 シックスクール　化学物質の不安のない学校をつくる 近藤博一著 農山漁村文化協会現代社会 3/19

172 ケンミンまるごと大調査 木原誠太郎＋ディグラム・ラボ県民性研究会文藝春秋 現代社会 3/20

173 この日本で生きる君が知っておくべき「戦後史の学び方」 池上彰著 文藝春秋 現代社会 3/30

174 巨大津波　その時ひとはどう動いたか ＮＨＫスペシャル取材班編岩波書店 現代社会 3/28

175 スカイツリーから目薬 関沢正躬著 岩波書店 サイエンス 3/15

176 脳のなかの天使（仮） Ｖ・Ｓ・ラマチャンドラン著 山下篤子訳角川グループパブリッシングサイエンス 3/22

177 鳥たちの驚異的な感覚世界 ティム・バークヘッド著 沼尻由起子訳河出書房新社 サイエンス 3/8

178 量子革命　アインシュタインとボーア、偉大なる頭脳の激突 マンジット・クマール著 青木薫訳新潮社 サイエンス 3/27

179 世界を変えた１７の方程式 イアン・スチュアート著 水谷淳訳ソフトバンククリエイティブサイエンス 3/中

180 重力とは何か（仮） ( Ｎｅｗｔｏｎ別冊 ） ニュートンプレスサイエンス 3/1

181 ダークマター・ダークエネルギー（仮） ( Ｎｅｗｔｏｎ別冊 ） ニュートンプレスサイエンス 3/27

182 重力機械　ブラックホールが創る宇宙 ( ハヤカワ・ポピュラー・サイエンス） ケイレブ・シャーフ著 水谷淳訳早川書房 サイエンス 3/7

183 クモはなぜ糸をつくるのか？ 三井恵津子著 丸善出版 サイエンス 3/31

184 気候変動を理学する（仮） 多田隆治著 みすず書房 サイエンス 3/下

185 脱原発から、その先へ 今泉みね子著 岩波書店 テクノロジー3/15

186 だんぜんおもしろいクルマの歴史 堺憲一著 ＮＴＴ出版 テクノロジー3/23

187 香料の科学 長谷川香料著 講談社 テクノロジー3/28

188 「製図」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3/中

189 ＡｍａｚｏｎのＫｉｎｄｌｅで自分の本を出す方法（仮） 山崎潤一郎著 ソフトバンククリエイティブテクノロジー3/下

190 こうすればできる！地域型風力発電 斉藤純夫著 日刊工業新聞社テクノロジー3/26

191 五重塔の科学 ( おもしろサイエンス ） 谷村康行著 日刊工業新聞社テクノロジー3/19

192 シリコンとシリコーンの科学 ( おもしろサイエンス ） 山谷正明監修 信越化学工業編著日刊工業新聞社テクノロジー3/25

193 トコトンやさしい金属加工の本 ( 今日からモノ知りシリーズ） 海野邦昭著 日刊工業新聞社テクノロジー3/22

194 トコトンやさしいレンズの本 ( 今日からモノ知りシリーズ） 齋藤晴司著 日刊工業新聞社テクノロジー3/25

195 材料評価のおはなし ( おはなし科学・技術シリーズ） 福田勝己著 小林光男著日本規格協会 テクノロジー3/上

196 ナノ材料のリスク評価のおはなし ( おはなし科学・技術シリーズ） 篠原直秀ほか編著日本規格協会 テクノロジー3/上

197 誰も知らないラファエッロ ( とんぼの本 ） 石鍋真澄著 堀江敏幸著新潮社 芸術・スポーツ3/27

198 レオナルド・ダ・ヴィンチ　人体解剖を読み解く( とんぼの本 ） 前橋重二著 新潮社 芸術・スポーツ3/27

199 もっと知りたい河鍋暁斎　生涯と作品 狩野博幸著 東京美術 芸術・スポーツ4/1

200 こどもと始める　家族で山登り クリエイティブ・スポーツ・パートナーズ編阪急コミュニケーションズ芸術・スポーツ3/21

201 千年の百冊 鈴木健一編 小学館 ライブラリアン3/28

202 図書館と情報モラル 阿濱茂樹著 青弓社 ライブラリアン3/30

203 立花隆の書棚 立花隆著 中央公論新社 ライブラリアン3/10

204 図書館で街を作る－武雄市立図書館の挑戦（仮） 樋渡啓祐著 山﨑亮著ネコ・パブリッシングライブラリアン3/下

205 戦後日本の図書館構想（仮） 高山正也編 今まど子ほか編勉誠出版 ライブラリアン3/下

206 オバケたんてい 藤江じゅん作 吉田尚令絵あかね書房 児童読み物 3/中

207 マリアさんのトントントトンタ ( アイウエ動物園７ ） 角野栄子文 にしかわおさむ絵クレヨンハウス 児童読み物 3/25

208 みならい騎士とブーツどろぼう クエンティン・ブレイク作・絵 谷川俊太郎訳好学社 児童読み物 3/22

209 はこちゃん ( 講談社の創作絵本 ） かんのゆうこ文 江頭路子絵講談社 児童読み物 4/5

210 ゆけ！ウチロボ！ ( 講談社の創作絵本 ） サトシン作 よしながこうたく絵講談社 児童読み物 3/28

211 嵐にいななく Ｌ．Ｓ．マシューズ作 三辺律子訳小学館 児童読み物 3/13

212 おじいさんとヤマガラ 鈴木まもる作・絵 小学館 児童読み物 3/6

213 ぼくはたまごにいちゃん ( おはなしのくに ） あきやまただし作・絵鈴木出版 児童読み物 3/下

214 あんちゃん ( 絵本・こどものひろば ） 高部晴市作・絵 童心社 児童読み物 3/10

215 さくら ( 日・中・韓平和絵本６ ） 田畑精一作・絵 童心社 児童読み物 3/26

216 うしろのダメラ あきやまただし文・絵ハッピーオウル社児童読み物 3/

217 さかさまになっちゃうの クレア・アレクサンダー作・絵 福本友美子訳ＢＬ出版 児童読み物 3/22

218 せんせいといっしょ マリアン・クシマノ・ラブ文 市川里美絵ＢＬ出版 児童読み物 3/19

219 こりゃなんだうた ( 日本傑作絵本シリーズ ） 谷川晃一作・絵 福音館書店 児童読み物 3/13

220 ライオンをかくすには ヘレン・スティーヴンズ作・絵 さくまゆみこ訳ブロンズ新社 児童読み物 3/11

221 つなのうえのミレット ※１９９３年度コールデコット賞／１９９２年度ニューヨークタイムズ・ベストイラスト賞受賞作品エミリー・アーノルド・マッカリー作・絵 津森優子訳文溪堂 児童読み物 3/下

222 おばあちゃんはかぐやひめ ( ポプラ社の絵本１８ ） 松田もとこ作 狩野富貴子絵ポプラ社 児童読み物 3/14

223 虫のいどころ　人のいどころ おのりえん作 秋山あゆ子絵理論社 児童読み物 3/7

224 庭にたねをまこう！ ジョーン・Ｇ．ロビンソン作・絵 こみやゆう訳岩波書店 児童読み物 3/8
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225 ゴナンとかいぶつ　（モンゴルの昔話より） イチンノロブ・ガンバートル文 バーサンスレン・ボロルマー絵 津田紀子訳偕成社 児童読み物 3/5

226 チェロの木 いせひでこ作・絵 偕成社 児童読み物 3/5

227 こぶたのかばん 佐々木マキ作・絵 金の星社 児童読み物 3/13

228 えんそくおにぎり ( 講談社の創作絵本 ） 宮野聡子作・絵 講談社 児童読み物 3/28

229 ５月のおはなし　飛べ！マジカルのぼり丸 ( わくわくライブラリー ） 斉藤洋著 高畠純絵講談社 児童読み物 3/25

230 ネコをひろったリーナとひろわなかったわたし（仮）( 文学の扉 ） ときありえ著 講談社 児童読み物 3/28

231 ほんをよむのにいいばしょは？ シュテファン・ゲンメル文 マリー・ジョゼ・サクレ絵 斉藤規訳新日本出版社 児童読み物 3/19

232 あそびたいものよっといで ( ひまわりえほんシリーズ） あまんきみこ作 おかだちあき絵鈴木出版 児童読み物 3/8

233 どうしたのブタくん ( チューリップえほんシリーズ） みやにしたつや作・絵鈴木出版 児童読み物 3/8

234 悪ガキ７　いたずらｔｗｉｎｓと仲間たち 宗田理著 中山敦支イラスト静山社 児童読み物 3/8

235 おばけのジョージーとさわがしいゆうれい ロバート・ブライト作・絵 なかがわちひろ訳徳間書店 児童読み物 3/9

236 魔女のシュークリーム ( おはなしいちばん星 ） 岡田淳作・絵 ＢＬ出版 児童読み物 4/3

237 いい子じゃないもん　 ( 福音館創作童話シリーズ/ユウレイ通り商店街５） 田部智子作 岡田千晶画福音館書店 児童読み物 3/13

238 おてらのつねこさん ( 日本傑作絵本シリーズ ） やぎゅうげんいちろう作福音館書店 児童読み物 3/6

239 ノウサギとハリネズミ ( ランドセルブックス ） Ｗ・デ・ラ・メア再話 はたこうしろう・絵 脇明子訳福音館書店 児童読み物 3/6

240 花じんま　田島征三による「花さかじいさん」 ( 日本傑作絵本シリーズ ） 田島征三再話・絵 福音館書店 児童読み物 3/13

241 家出しちゃった ( わくわくえどうわ ） 藤田千津作 夏目尚吾画文研出版 児童読み物 3/中

242 はしをつくる ライアン・アン・ハンター文 エドワード・ミラー絵 青山单訳ほるぷ出版 児童読み物 3/21

243 クモの巣図鑑 新海明著 谷川明男写真偕成社 児童ノンフィクション3/1

244 サンゴの海 偕成社 児童ノンフィクション3/1

245 空と天気のふしぎ１０９ お天気キャスター森田さんが答える気象のなぜ 森田正光著 八板康麿写真偕成社 児童ノンフィクション3/1

246 命のバトン ( 感動ノンフィクションシリーズ） 堀米薫文 佼成出版社 児童ノンフィクション3/8

247 数学脳を育てる　数学図鑑 マイク・ゴールドスミス著 ブランカ・サラ監修 池内恵訳主婦の友社 児童ノンフィクション3/15

248 野菜と果物　 ( 小学館の図鑑ＮＥＯ ） 石倉ヒロユキ編 畑中喜秋ほか監修小学館 児童ノンフィクション3/22

249 グレートジャーニー探検記 関野吉晴著 徳間書店 児童ノンフィクション3/9

250 ユニバーサルデザインとバリアフリーの図鑑 ( 全１巻 ） 徳田克己監修 ポプラ社 児童ノンフィクション3/下

251 公園 ( 見学しよう工事現場８　第２期全４巻　　） 溝渕利明監修 ほるぷ出版 児童ノンフィクション3/26

252 図書館をもっと活用しよう ( 図書館のすべてがわかる本４　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3/7

253 くうこうで　はたらく　くるま 小森誠作・絵 教育画劇 児童ノンフィクション3/22

254 植物　 ( ポプラディア大図鑑ＷＯＮＤＡ４） 池田博監修 ポプラ社 児童ノンフィクション3/中

255 鉄道　 ( ポプラディア大図鑑ＷОＮＤＡ５） 近藤圭一郎監修 ポプラ社 児童ノンフィクション3/中

256 マルセロ・イン・ザ・リアルワールド ( ＳＴＡＭＰ　ＢＯＯＫＳ ） フランシスコ・Ｘ・ストーク作 千葉茂樹訳岩波書店 ヤングアダルト3/22

257 レガッタ！２　風をおこす ( ＹＡ！ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ） 濱野京子著 一瀬ルカ画講談社 ヤングアダルト3/28

258 魔使いの運命 ( 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3/19

259 カッシアの物語２ アリー・コンディ著 高橋啓訳プレジデント社ヤングアダルト3/28

260 少年十字軍 皆川博子著 ポプラ社 ヤングアダルト3/6

261 私が日本人になりたかった理由 ドナルド・キーン著 ＰＨＰ研究所 ヤングアダルト4/5

262 君に教えたい「アン」のちから ( ＹＡ心の友だちシリーズ ） 茂木健一郎著 ＰＨＰ研究所 ヤングアダルト3/8

263 沈黙の殺人者 ( 海外ミステリーＢＯＸシリーズ） ダンディ・デイリー・マコール作 武富博子訳評論社 ヤングアダルト3/21

264 今、話したい「学校」のこと 藤原和博著 ポプラ社 ヤングアダルト3/6


