
2013年7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 ドラゴンフライ 河合莞爾著 角川グループホールディングス日本文芸書7/30

2 三階に止まる 石持浅海著 河出書房新社 日本文芸書7/19

3 ママン愛人(ラマン) 佐藤亜有子著 河出書房新社 日本文芸書7/10

4 赤目姫の潮解 森博嗣著 講談社 日本文芸書7/24

5 駅 朱野帰子著 講談社 日本文芸書7/30

6 狼と兎のゲーム 我孫子武丸著 講談社 日本文芸書7/24

7 喧嘩猿 木内一裕著 講談社 日本文芸書7/17

8 罪なき者よ、我を撃て 渡辺容子著 講談社 日本文芸書7/25

9 鸚鵡楼（オウムロウ）の惨劇 真梨幸子著 小学館 日本文芸書7/24

10 御役目は影働き　忍び医者　了潤見参（仮） 浮穴みみ著 中央公論新社 日本文芸書7/25

11 唐人さんがやって来る（仮） 植松三十里著 中央公論新社 日本文芸書7/25

12 王になろうとした男 伊東潤著 文藝春秋 日本文芸書7/30

13 烏は为を選ばない 阿部智里著 文藝春秋 日本文芸書7/10

14 再会 ( あくじゃれ瓢六捕物帖４ ) 諸田玲子著 文藝春秋 日本文芸書7/10

15 水色の娼婦 西木正明著 文藝春秋 日本文芸書7/30

16 七色の毒 中山七里著 角川グループホールディングス日本文芸書7/29

17 Ａｎｏｔｈｅｒ　ｅｐｉｓｏｄｅ　Ｓ 綾辻行人著 角川グループホールディングス日本文芸書7/31

18 悪道　御三家の刺客 森村誠一著 講談社 日本文芸書7/25

19 湖底の城　呉越春秋４ 宮城谷昌光著 講談社 日本文芸書7/10

20 自分を好きになる方法 本谷有希子著 講談社 日本文芸書7/25

21 晴れたり曇ったり（仮） 川上弘美著 講談社 日本文芸書7/25

22 洋菓子店の謎 横関大著 講談社 日本文芸書7/

23 レイク・クローバー 楡周平著 講談社 日本文芸書7/

24 風景を見る犬 樋口有介著 集英社 日本文芸書7/31

25 共震 相場英雄著 小学館 日本文芸書7/23

26 千両かんばん 山本一力著 新潮社 日本文芸書7/22

27 大地のゲーム 綿矢りさ著 新潮社 日本文芸書7/31

28 たぶんねこ 畠中恵著 新潮社 日本文芸書7/22

29 ニッチを探して 島田雅彦著 新潮社 日本文芸書7/26

30 文士の友情　吉行淳之介の事など 安岡章太郎著 新潮社 日本文芸書7/31

31 祭りの日　 ( 慶次郎縁側日記１４ ) 北原亞以子著 新潮社 日本文芸書7/22

32 無垢の領域 桜木紫乃著 新潮社 日本文芸書7/31

33 たったひとつの花だから 新堂冬樹著 中央公論新社 日本文芸書7/25

34 死神の浮力 伊坂幸太郎著 文藝春秋 日本文芸書7/30

35 増山超能力師事務所 誉田哲也著 文藝春秋 日本文芸書7/15

36 終わりと始まり 池澤夏樹著 朝日新聞出版 日本文芸書7/5

37 奇譚を売る店 芦辺拓著 光文社 日本文芸書7/17

38 ジャッジメント 佐藤青单著 祥伝社 日本文芸書7/25

39 生活安全課０係　ファイヤーボール 富樫倫太朗著 祥伝社 日本文芸書7/

40 ポンチョに夜明けの風をはらませて 早見和真著 祥伝社 日本文芸書7/25

41 経済特区自由村 黒野伸一著 徳間書店 日本文芸書7/10

42 関ヶ原 岡田秀文著 双葉社 日本文芸書7/16

43 わたしをみつけて 中脇初枝著 ポプラ社 日本文芸書7/10

44 奇跡－ミラクル－ 長田弘著 みすず書房 日本文芸書7/上

45 月神（ゲッシン） 葉室麟著 角川春樹事務所日本文芸書7/中

46 風に立つライオン さだまさし著 幻冬舎 日本文芸書7/16

47 リターン 五十嵐貴久著 幻冬舎 日本文芸書7/上

48 こんなわたしで、ごめんなさい 平安寿子著 実業之日本社 日本文芸書7/10

49 総理の夫 原田マハ著 実業之日本社 日本文芸書7/

50 娘の結婚 小路幸也著 祥伝社 日本文芸書7/23

51 ファミレス 重松清著 日本経済新聞出版社日本文芸書7/22

52 手の中の天秤 桂望実著 ＰＨＰ研究所 日本文芸書7/10

53 人生なんて、そんなものさ  カート・ヴォネガットの生涯 チャールズ・シールズ著
金原瑞人ほか訳柏書房 外国文芸書7/

54 失踪者たちの画家 ポール・ラファージ著
柴田元幸訳中央公論新社 外国文芸書7/10

55 さよならまでの読書会 ( ハヤカワ・ノンフィクション ） ウィル・シュワーベ著
高橋知子訳早川書房 外国文芸書7/23

56 ジェイコブを守るため ( ハヤカワ・ミステリー ） ウィリアム・ランデイ著
東野さやか訳早川書房 外国文芸書7/9

57 海底バール ステファノ・ベンニ著
石田聖子訳河出書房新社 外国文芸書7/10

58 名もなき人たちのテーブル マイケル・オンダーチェ著
田栗美奈子訳作品社 外国文芸書7/下

59 ヘミングウェイの妻 ポーラ・マクレイン著
高見浩訳新潮社 外国文芸書7/31

60 緑衣の女 ※ガラスの鍵賞／英国ＣＷＡゴールドダガー賞受賞作品アーナルデュル・インドリダソン著
柳沢由美子訳東京創元社 外国文芸書7/10

61 チャイルド・オブ・ゴッド コーマック・マッカーシー著
黒原敏行訳早川書房 外国文芸書7/9

62 出訴期限 スコット・トゥロー著
二宮磬訳文藝春秋 外国文芸書7/30

63 ワードローブお手入れＢＯＯＫ ジョルニ編集部編 実業之日本社 くらしの実用書7/1

64 おいしい！さっぱり！！　　柑橘レシピ（仮） 本多京子著 日東書院本社 くらしの実用書7/下

65 おかず、おつまみ、おもてなしに　すぐ使える　絶品マリネ 坂田阿希子著 家の光協会 くらしの実用書7/8
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66 また作って！と言われる　孫ごはん 本谷惠津子著 世界文化社 くらしの実用書7/19

67 ダンボール織り機でおしゃれ小物 蔭山はるみ著 日本ヴォーグ社くらしの実用書7/18

68 あなたのお葬式 川上知紀著 日本経済新聞出版社くらしの実用書7/1

69 乾めんですぐにごはん 飛田和緒著 文化出版局 くらしの実用書7/4

70 きものの仕立て方 小田美代子著 文化出版局 くらしの実用書7/4

71 図解まるわかり　お金の基本 丸田潔著 新星出版社 ビジネス・くらしの経済7/29

72 ＴＥＤトーク　世界最高のプレゼン術 ジェレミー・ドノバン著
中西真雄美訳新潮社 ビジネス・くらしの経済7/18

73 しつもん！労務トラブル５０ 須田美貴著 中央経済社 ビジネス・くらしの経済7/

74 ニュースを読み解く　やさしい経済学 日本経済新聞社編 日本経済新聞出版社ビジネス・くらしの経済7/19

75 本当はもっとこわい相続税 須田邦裕著 日本実業出版社ビジネス・くらしの経済7/10

76 荻原博子の物価上昇、消費増税に負けない生活防衛術（仮） 荻原博子著 毎日新聞社 ビジネス・くらしの経済7/

77 小さな多肉植物たち 羽兼直行監修 为婦の友社 すまいと住宅7/18

78 竹垣づくりのテクニック 吉河功監修 誠文堂新光社 すまいと住宅7/12

79 藤森照信×山口晃　日本建築集中講義 藤森照信談
山口晃画・談 淡交社 すまいと住宅7/24

80 うつ病放浪記 工藤美代子著 講談社 健康と家庭の医学7/26

81 副作用の対処法がわかる　抗がん剤治療中の生活ケアＢＯＯＫ 中川靖章監修 実業之日本社 健康と家庭の医学7/下

82 ゼロからわかる大腸がん ( 聖路加国際病院の健康講座 ） 聖路加国際病院監修 世界文化社 健康と家庭の医学7/19

83 ママのための帝王切開の本 竹内正人著
横手直美著
細田恭子著中央法規出版 健康と家庭の医学7/下

84 ホントはコワイ夏バテ　５１の対策（仮） 福田千晶監修 日東書院本社 健康と家庭の医学7/上

85 イラストでわかる　腎臓病 富野康日己著 法研 健康と家庭の医学7/1

86 スーパー図解　坐骨神経痛 ( トップ専門医の「家庭の医学」シリーズ） 久野木順一著 法研 健康と家庭の医学7/1

87 今すぐ受けたい授業 朝日新聞社編 朝日新聞出版 教育と福祉 7/5

88 自宅で死ぬということ 内藤いづみ著 講談社 教育と福祉 7/25

89 どうしたらうまくいく？　きょうだい子育て ( Ｃｏｍｏ子育てＢｏｏｋｓ ） Ｃｏｍｏ編集部編 为婦の友社 教育と福祉 7/12

90 後悔しない介護のヒント 読売新聞生活部編 中央公論新社 教育と福祉 7/25

91 これ１冊で安心！介護保険のしくみ・使い方・お金のすべて 中林梓監修
飯田道子監修 ナツメ社 教育と福祉 7/中

92 ここがポイント！　学校事故の救急処置 全国養護教諭サークル協議会著農山漁村文化協会教育と福祉 7/29

93 「じいじ」「ばあば」のためのあそび図鑑 エガリテ大手前監修 ベースボール・マガジン社教育と福祉 7/4

94 事業者必携　入門図解　労働安全衛生法のしくみと労働保険の手続き 林智之監修 三修社 くらしの法律7/

95 終戦　～なぜ早く決められなかったのか～ 吉見直人著 ＮＨＫ出版 歴史と紀行 7/

96 昭和時代２　戦後転換期 ( 全５巻 ） 読売新聞昭和時代プロジェクト著中央公論新社 歴史と紀行 7/10

97 カメラが撮らえた　明治・大正・昭和の富士山 石津伸子著 中経出版 歴史と紀行 7/12

98 気候で読み解く日本の歴史　異常気象との攻防１４００年 田家康著 日本経済新聞出版社歴史と紀行 7/22

99 安部龍太郎　「英雄」を歩く 安部龍太郎著 日本実業出版社歴史と紀行 7/18

100 ヤルタからヒロシマへ　終戦と冷戦の覇権争い マイケル・ドブズ著
三浦元博訳白水社 歴史と紀行 7/上

101 日本の戦争と独立（仮） 保阪正康著 山川出版社 歴史と紀行 7/下

102 七十二候の切り紙 佐藤蕗野著 誠文堂新光社 日本の文化7/16

103 アメリカに渡った日本文化 寺澤行忠著 淡交社 日本の文化7/3

104 時代劇の見方・楽しみ方 大石学著 吉川弘文館 日本の文化7/25

105 クロアチアを知るための６０章 ( エリア・スタディーズ ） 柴宣弘編
石田信一編 明石書店 世界の文化7/下

106 ベラルーシ　－境界領域の歴史学－ 早坂眞理（ﾏｺﾄ）著 彩流社 世界の文化7/1

107 はじめてのヒエログリフ実践講座 ビル・マンリー著
近藤二郎訳原書房 世界の文化7/下

108 生き心地はどうだ！この町の自殺率の低さには理由（ワケ）がある 岡檀（ﾏﾕﾐ）著 講談社 現代社会 7/18

109 戦争を知らない若者たち 古市憲寿著 講談社 現代社会 7/16

110 未来の食卓（仮）　２０３５年のメニューを探す旅 ジョシュ・シェーンバルド著
宇丹貴代美訳講談社 現代社会 7/24

111 母と娘の関係がいちばん危ない 斎藤学著
村山由佳著 大和書房 現代社会 7/8

112 傷つく人、傷つける人 信田さよ子著 集英社 現代社会 7/26

113 ゼロから理解する　水の基本 ( すぐわかる　すごくわかる！ ） 千賀裕太郎監修 誠文堂新光社 現代社会 7/16

114 光るキノコと夜の森 西野嘉憲写真
大場裕一解説岩波書店 サイエンス 7/3

115 カラー完全図解　天気と気象　異常気象のすべてがわかる！ 佐藤公俊著
木本昌秀監修 学研マーケティングサイエンス 7/23

116 炭素文明論 （ 新潮選書 ） 佐藤健太郎著 新潮社 サイエンス 7/26

117 雲のかたち　立体的観察図鑑（仮） 村井昭夫文・写真 草思社 サイエンス 7/中

118 微生物の科学 ( おもしろサイエンス ） 中島春紫（ﾊﾙｼ）著 日刊工業新聞社サイエンス 7/25

119 イラスト図解　ウイルス・カビ・菌（仮） 畠山昌則著 日東書院本社 サイエンス 7/上

120 深海の世界（仮） ( Ｎｅｗｔｏｎ別冊 ） ニュートンプレスサイエンス 7/27

121 天才と異才の日本科学史 後藤秀機著 ミネルヴァ書房サイエンス 7/

122 火薬学の基礎 久保田浪之介著 日刊工業新聞社テクノロジー7/23

123 みるみるわかるネットワークキーワード１５０（仮） 日経ＢＰマーケティングテクノロジー7/31

124 サイバーセキュリティ読本 一田和樹著 原書房 テクノロジー7/20

125 滝平二郎きりえ名作集２　夏から秋篇　朝日新聞日曜版から 滝平二郎著 朝日新聞出版 芸術・スポーツ7/5

126 《第九》虎の巻 曽我大介著 音楽之友社 芸術・スポーツ7/下

127 落語家２０名人が残した「感どころ」 立川志らく著
根本隆一郎著講談社 芸術・スポーツ7/29

128 神のごときミケランジェロ ( とんぼの本 ） 池上英洋著 新潮社 芸術・スポーツ7/30

129 魅惑のミュージカル　鑑賞入門 中島薫ほか著 世界文化社 芸術・スポーツ7/19

130 遊び文字で心をひらく（仮） 森千景著 日貿出版社 芸術・スポーツ7/上
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131 高く遠い夢（仮）　三浦雄一郎８０歳の挑戦 三浦雄一郎著 双葉社 芸術・スポーツ7/20

132 実例から学べる！　山の病気とケガ ( インプレスコミュニケーションズ ) 野口いづみ著 山と渓谷社 芸術・スポーツ7/17

133 絵本屋さんがおすすめする絵本１００ 柿田友広著 インプレスコミュニケーションズライブラリアン7/下

134 情報資源の組織化と提供 ( シリーズ図書館情報学２　全３巻) 根本彰編
岸田和明編 東京大学出版会ライブラリアン7/25

135 新美单吉　生誕１００年記念出版 ( 別冊太陽　スペシャル ) 別冊太陽編集部編 平凡社 ライブラリアン7/

136 おにいちゃんといもうと シャーロット・ゾロトウ文
はたこうしろう絵
おーなり由子訳あすなろ書房 児童読み物7/下

137 どうぶつこうむてん　こうじちゅう シャロン・レンタ作・絵
まえざわあきえ訳岩崎書店 児童読み物7/8

138 らくごで笑学校 斉藤洋作
陣崎草子絵 偕成社 児童読み物7/14

139 どじにんじゃ ( 講談社の創作絵本 ) 新井洋行作・絵 講談社 児童読み物7/22

140 ３人のパパとぼくたちの夏 ( 講談社文学の扉 ) 井上林子作
宮尾和孝絵 講談社 児童読み物7/5

141 わらうきいろオニ 梨屋アリエ作
こがしわかおり絵講談社 児童読み物7/24

142 おれのミューズ！ にしがきようこ作 小学館 児童読み物7/3

143 ウリオ 室井滋作
長谷川義史絵 世界文化社 児童読み物7/10

144 空とぶペーター フィリップ・ヴェヒター作・絵
天沼春樹訳徳間書店 児童読み物7/5

145 ハナちゃんのトマト 市川里美作・絵 ＢＬ出版 児童読み物7/15

146 ３びきのくま ( 児童図書館・絵本の部屋 ) ゲルダ・ミューラー作・絵
まつかわまゆみ訳評論社 児童読み物7/下

147 おにいちゃんになるひ ローラ・Ｍ・シェーファー作
ジェシカ・ミザーヴ絵
垣内磯子訳フレーベル館 児童読み物7/

148 おさきにどうぞ 森山京作
ささめやゆき絵 文溪堂 児童読み物7/1

149 しあわせなワニくん　あべこべの１日 神沢利子作
はたこうしろう絵ポプラ社 児童読み物7/上

150 ミルクこぼしちゃだめよ！ スティーヴン・デイヴィーズ文
クリストファー・コー絵
福本友美子訳ほるぷ出版 児童読み物7/

151 うみあそび ( おとうさん　もういっかい２　全３巻) はたこうしろう作・絵 アリス館 児童読み物7/上

152 はれたまたまこぶた 矢玉四郎作・絵 岩崎書店 児童読み物7/

153 ネコの目からのぞいたら シルヴァーナ・ガンドルフィ作
関口英子訳岩波書店 児童読み物7/23

154 おまつりのねがいごと ( 講談社の創作絵本　つんつくむらシリーズ２) たしろちさと作・絵 講談社 児童読み物7/30

155 ９月のおはなし　お月見テンテン 蜂飼耳作
おくはらゆめ絵 講談社 児童読み物7/25

156 最初の質問 ( 講談社の創作絵本 ) 長田弘詩
いせひでこ絵 講談社 児童読み物7/25

157 図工室の日曜日 ( 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7/下

158 おしろがあぶない ( かわいいとのさま２ ) 筒井敬介作
堀内誠一絵 小峰書店 児童読み物7/上

159 もしかして　ぼくは ( おはなしのくに ) 内田麟太郎作
早川純子絵 鈴木出版 児童読み物7/22

160 とびばこのひるやすみ 村上しいこ作
長谷川義史絵ＰＨＰ研究所 児童読み物7/下

161 ひとりひとりのやさしさ ※２０１３年シャーロット・ゾロトウ賞／コレッタ・スコット・キング賞オナーブック賞受賞作品ジャクリーン・ウッドソン文
Ｅ・Ｂ・ルイス絵ＢＬ出版 児童読み物7/15

162 マッチ箱日記 ポール・フライシュマン作
バクラム・イバトゥーリン絵ＢＬ出版 児童読み物7/下

163 海賊 ( ポプラ社の絵本２０ ) 田島征三作・絵 ポプラ社 児童読み物7/

164 おばけのゆかいなふなたび ジャック・デュケノワ作・絵
大澤晶訳ほるぷ出版 児童読み物7/中

165 きょうのシロクマ あべ弘士作・絵 光村教育図書 児童読み物7/下

166 電気の図鑑 理科教育研究会著 技術評論社 児童ノンフィクション7/11

167 宇宙探検えほん　 ( 小学館の図鑑ＮＥＯの科学絵本) 宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）監修
高橋伸宏文小学館 児童ノンフィクション7/17

168 カマキリの生きかた　 ( 小学館の図鑑ＮＥＯの科学絵本) 筒井学写真・文 小学館 児童ノンフィクション7/10

169 ギモンかいけつ！天達さんのお天気教室 天達武史監修 文化出版局 児童ノンフィクション7/上

170 世界クワガタムシ探険記 ( ちしきのぽけっと ) 山口進写真・文 岩崎書店 児童ノンフィクション7/

171 ホタルの光は、なぞだらけ ( くもんジュニアサイエンス ) 大場裕一著 くもん出版 児童ノンフィクション7/9

172 東京消防庁　芝消防署２４時　すべては命を守るために 岩貞るみこ著
田丸瑞穂写真講談社 児童ノンフィクション7/中

173 日本の戦争遺跡図鑑（仮）歴史を正しく知るために( 楽しい調べ学習 ) 戦争遺跡保存全国ネットワーク監修ＰＨＰ研究所 児童ノンフィクション7/3

174 富士山の大図鑑 ( 楽しい調べ学習 ) 富士学会監修 ＰＨＰ研究所 児童ノンフィクション7/11

175 木曜日は曲がりくねった先にある 長江優子著 講談社 ヤングアダルト7/

176 ２．４３　清陰高校男子バレー部 壁井ユカコ著 集英社 ヤングアダルト7/26

177 さよならを待つ　ふたりのために ( ＳＴＡＭＰ　ＢＯＯＫＳ ) ジョン・グリーン作
金原瑞人訳
竹内茜訳岩波書店 ヤングアダルト7/25

178 庭師の娘 ジークリート・ラウベ作
若松宣子訳岩波書店 ヤングアダルト7/30

179 グラウンドの詩 あさのあつこ著
佐々木こづえイラスト角川グループホールディングスヤングアダルト7/30

180 星空散歩 ( １５歳の寺子屋 ) 林完次著 講談社 ヤングアダルト7/

181 二軍三国志 ( ここはボツコニアン３　 ) 宮部みゆき著 集英社 ヤングアダルト7/

182 ローズの小さな図書館 キンバリー・ウィリス・ホルト作
谷口由美子訳徳間書店 ヤングアダルト7/5

183 国語、数学、理科、誘拐 青柳碧人著 文藝春秋 ヤングアダルト7/10


