
2014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 札幌アンダーソング 小路幸也著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 1/27

2 破門 黒川博行著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 1/31

3 キャバクラ探偵事務所 新堂冬樹著 河出書房新社日本文芸書 1/20

4 新生 ( ＮＯＶＡコレクション ) 瀬名秀明著 河出書房新社日本文芸書 1/20

5 １９６４年の東京オリンピック（仮） 石井正己編 河出書房新社日本文芸書 1/20

6 天使の子 小手鞠るい著 河出書房新社日本文芸書 1/16

7 未刊行小説集　いとうせいこうレトロスペクティブ いとうせいこう著河出書房新社日本文芸書 1/17

8 おい！山田 安藤祐介著 講談社 日本文芸書 2/

9 シャンプーが目に沁みる 山下貴光著 講談社 日本文芸書 1/28

10 夕焼けソース（仮） 石田千著 講談社 日本文芸書 1/23

11 ＬＩＦＥ ※ 第150回芥川賞候補作品松波太郎著 講談社 日本文芸書 1/24

12 ラフ・アンド・タフ 馳星周著 講談社 日本文芸書 1/30

13 天切り松闇がたり　第五巻　ライムライト 浅田次郎著 集英社 日本文芸書 1/24

14 八月の青い蝶 ※ 第２６回小説すばる新人賞受賞作品 周防柳著 集英社 日本文芸書 2/5

15 その手をにぎりたい 柚木麻子著 小学館 日本文芸書 1/29

16 穴 ※ 第150回芥川賞候補作品小山田浩子著 新潮社 日本文芸書 1/31

17 手のひらの音符 藤岡陽子著 新潮社 日本文芸書 1/20

18 冬眠する熊に添い寝してごらん 古川日出男著 新潮社 日本文芸書 1/20

19 フィルムノワール／黒色影片 （ 二村永爾シリーズ ） 矢作俊彦著 新潮社 日本文芸書 2/

20 コルバトントリ ※ 第150回芥川賞候補作品山下澄人著 文藝春秋 日本文芸書 1/下

21 てらさふ 朝倉かすみ著 文藝春秋 日本文芸書 2/8

22 ミッドナイト・バス 伊吹有喜著 文藝春秋 日本文芸書 1/下

23 陽だまりの家　いくつになっても 渡辺淳一著 講談社 日本文芸書 1/30

24 教授と少女と錬金術師 ※ 第３７回すばる文学賞受賞作品 金城孝祐著 集英社 日本文芸書 2/5

25 春、戻る 瀬尾まいこ著 集英社 日本文芸書 2/5

26 左目に映る星 ※ 第３７回すばる文学賞受賞作品奥田亜希子著 集英社 日本文芸書 2/5

27 大江戸恐龍伝　第4巻 夢枕獏著 小学館 日本文芸書 1/上

28 大江戸恐龍伝　第5巻 夢枕獏著 小学館 日本文芸書 1/26

29 首折り男のための協奏曲 伊坂幸太郎著 新潮社 日本文芸書 1/29

30 月光の誘惑 赤川次郎著 新潮社 日本文芸書 1/20

31 怒り　上 吉田修一著 中央公論新社日本文芸書 1/25

32 怒り　下 吉田修一著 中央公論新社日本文芸書 1/25

33 ぎやまん物語 北原亞以子著 文藝春秋 日本文芸書 2/

34 山桜記 葉室麟著 文藝春秋 日本文芸書 1/

35 カウントダウン１６８（仮） ※ 日本ミステリー文学大賞新人賞受賞作品市川智洋著 光文社 日本文芸書 2/

36 黄昏の光と影（仮） 柴田哲孝著 光文社 日本文芸書 1/17

37 父の生きる（仮） 伊藤比呂美著 光文社 日本文芸書 1/17

38 迷宮捜査（仮） 緒川怜著 光文社 日本文芸書 1/17

39 夫と犬はお留守番 玉岡かおる著 実業之日本社日本文芸書 1/

40 月のかけら 浮穴みみ著 祥伝社 日本文芸書 2/6

41 ラブ・オールウェイズ 小手鞠るい著 祥伝社 日本文芸書 2/6

42 関越えの夜　東海道浮世がたり 澤田瞳子著 徳間書店 日本文芸書 2/

43 桃ノ木坂互助会（仮） 川瀬七緒著 徳間書店 日本文芸書 2/

44 乱丸　上 宮本昌孝著 徳間書店 日本文芸書 1/30

45 乱丸　下 宮本昌孝著 徳間書店 日本文芸書 1/30

46 サテライト「三国志」　上 塚本青史著 日経ＢＰマーケティング日本文芸書 1/17

47 サテライト「三国志」　下 塚本青史著 日経ＢＰマーケティング日本文芸書 1/17

48 シュレーダーの階段 小島達矢著 双葉社 日本文芸書 1/20

49 ワースト・インプレッション 滝田務雄著 双葉社 日本文芸書 1/20

50 内通者 堂場瞬一著 朝日新聞出版日本文芸書 2/

51 連写　ＴＯＫＡＧＥ３　特殊遊撃捜査隊 今野敏著 朝日新聞出版日本文芸書 2/

52 スタンダップダブル！　甲子園編 小路幸也著 角川春樹事務所日本文芸書 1/下

53 （タイトル未定　）道警シリーズ　 佐々木譲著 角川春樹事務所日本文芸書 1/下

54 阿修羅（仮） （ 20周年記念特別書き下ろし作品） 真山仁著 幻冬舎 日本文芸書 2/

55 相も変わらず　きりきり舞い 諸田玲子著 光文社 日本文芸書 2/

56 探しものはなんですか？（仮） 大崎梢著 光文社 日本文芸書 2/

57 渋谷署強行犯係　虎の尾 今野敏著 徳間書店 日本文芸書 1/17
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58 波形の声 長岡弘樹著 徳間書店 日本文芸書 2/

59 とまどい本能寺の変 岩井三四二著 ＰＨＰ研究所日本文芸書 1/15

60 トラップ 相場英雄著 双葉社 日本文芸書 1/20

61 東京日記４ 川上弘美著 平凡社 日本文芸書 1/

62 日暮れまでに マイケル・カニンガム著
馬籠清子訳岩波書店 外国文芸書 1/21

63 写字室の旅 （ 池田書店 ） ポール・オースター著
柴田元幸訳新潮社 外国文芸書 1/29

64 とろみの料理帖 魚柄仁之助著 池田書店 くらしの実用書1/下

65 思わずつくりたくなる！　極上のチョコレートレシピ（ 生活実用シリーズ ） ＮＨＫ出版編 ＮＨＫ出版 くらしの実用書1/18

66 毎日、こまめに、すこしずつ。　ためないキッチンと暮らし ワタナベマキ著ＫＡＤＯＫＡＷＡくらしの実用書1/下

67 親の家を片づける実践ハンドブック 主婦の友社編 主婦の友社くらしの実用書1/31

68 お茶と和菓子のテーブルセッティング 浜裕子著 誠文堂新光社くらしの実用書1/17

69 入学式・卒業式のあいさつ 鳥谷朝代監修 日本文芸社くらしの実用書1/下

70 まっすぐ縫いの子供服 野木陽子著 文化出版局くらしの実用書1/下

71 同時通訳者のノートは必ずわかりやすい 工藤紘実著 ＫＡＤＯＫＡＷＡビジネス・くらしの経済1/下

72 エイジングでつくる　オールドテイストの家具と庭 伊波英吉著 ＮＨＫ出版 すまいと住宅1/28

73 季節を感じる和の暮らし （ 学研インテリアムック） 学研パブリッシング編学研マーケティングすまいと住宅1/4

74 卵巣がん、子宮体がん （ ４０歳からの女性の医学シリーズ５　全５巻） 竹田省著 岩波書店 健康と家庭の医学1/30

75 図解でわかる　脳卒中　家族でできる簡単リハビリ 三好正堂著
藤野邦夫著実業之日本社健康と家庭の医学1/下

76 アルツハイマー病を治す！　ＮＨＫスペシャル ＮＨＫスペシャル取材班著主婦と生活社健康と家庭の医学1/下

77 セラピスト 最相葉月著 新潮社 健康と家庭の医学1/29

78 片づけられない親のための幸せの生前整理 辰巳渚著 家の光協会教育と福祉 1/下

79 保育に生かせる！年中行事・園行事　ことばかけの本（ Ｇａｋｋｅｎ保育Ｂｏｏｋｓ） 横山洋子編著
中島千恵子編著学研マーケティング教育と福祉 1/28

80 ７０歳を過ぎた親がひとりになったら 河合千恵子監修河出書房新社教育と福祉 1/10

81 子どもを守る自然な手当て 山口温子著
望月索著農山漁村文化協会教育と福祉 1/20

82 家で介護が必要になったとき 田中元著 ぱる出版 教育と福祉 1/下

83 絵本の記憶、子どもの気持ち 山口雅子著 福音館書店教育と福祉 1/15

84 教養としての冤罪論 森炎（ﾓﾘﾎﾉｵ）著岩波書店 くらしの法律 1/23

85 ライフステージから学ぶ法律入門 吉田稔著
北山雅昭著
渡邉隆司著ミネルヴァ書房くらしの法律 1/

86 日露戦争史３ （ 全３巻 ） 半藤一利著 平凡社 歴史と紀行 1/

87 戦国大名と読書 小和田哲男著 柏書房 日本の文化 1/25

88 まじないの文化誌（仮） 花部英雄著 三弥井書店日本の文化 1/下

89 キッチンの歴史　料理道具が変えた人類の食文化 ビー・ウィルソン著
真田由美子訳河出書房新社世界の文化 1/10

90 １９７１年　－市場化とネット化の紀元 土谷英夫著 ＮＴＴ出版 現代社会 1/15

91 おひとりシニアのよろず人生相談 樋口恵子著 主婦の友社現代社会 1/31

92 こうして女性は強くなった。　～家庭面の１００年～ 読売新聞生活部編中央公論新社現代社会 1/10

93 いつまでも美しく　インド・ムンバイのスラムに生きる人びと※ ハヤカワ・ノンフィクション　２０１２年全米図書賞（ノンフィクション部門）受賞作品キャサリン・ブー著
石垣賀子訳早川書房 現代社会 1/

94 中国のブタが世界を動かす　食の「資源戦争」最前線 柴田明夫著 毎日新聞社現代社会 1/中

95 リスクの世界地図　－海外進出企業の危機管理ガイド 菅原出著 朝日新聞出版現代社会 1/

96 ネットで「つながる」ことの耐えられない軽さ（仮） 藤原智美著 文藝春秋 現代社会 1/下

97 図解　よくわかる貴金属材料 岡田勝蔵著 日刊工業新聞社テクノロジー 1/28

98 銀盤の軌跡　フィギュアスケート日本ソチ五輪への道（仮） 田村明子著 新潮社 芸術・スポーツ1/29

99 生きる力、絵本の力 柳田邦男著 岩波書店 ライブラリアン1/29

100 世界の夢の図書館 エクスナレッジライブラリアン1/15

101 あなたのママはね ケリー・ベネット文
デイヴィッド・ウォーカー絵　　　　　　　　　福本友美子訳岩崎書店 児童読み物 1/

102 さよならのドライブ （ 文学の森 ） ロディ・ドイル作　　　　こがしわかおり絵
こだまともこ訳フレーベル館児童読み物 1/

103 しあわせなワニくん　かんちがいレストラン （ ポプラ社の絵本２４ ） 神沢利子作
はたこうしろう絵ポプラ社 児童読み物 1/31

104 あたらしい子がきて （ おはなしガーデン４１） 岩瀬成子作
上路ナオ子絵岩崎書店 児童読み物 1/
105 えを　かく　かく　かく エリック・カール作・絵
アーサー・ビナード訳偕成社 児童読み物 2/
106 がっこうのおばけずかん （ どうわがいっぱい９７ ） 斉藤洋作
宮本えつよし絵講談社 児童読み物 1/28

107 ３月のおはなし　ひなまつりのお手紙 （ おはなし１２か月 ） まはら三桃作
朝比奈かおる絵講談社 児童読み物 1/21

108 名探偵犬バディ５　青い舌の怪獣をさがせ！　※ アメリカ探偵作家協会賞（エドガー賞）児童図書賞受賞作品ドリー・ヒルスタッド・バトラー作　　　　　　　　　　　　うしろだなぎさ絵
もりうちすみこ訳国土社 児童読み物 2/

109 透明人間になった男の子のはなし　 （ マジカル・チャイルド４） サリー・ガードナー作
三辺律子訳小峰書店 児童読み物 1/下

110 はこぶ 鎌田歩作・絵 教育画劇 児童ノンフィクション1/24

111 昭和の子ども生活絵図鑑 奥成達文
ながたはるみ絵金の星社 児童ノンフィクション1/16

112 小学館の子ども図鑑　プレＮＥＯ　よのなかの図鑑 寺本潔監修 小学館 児童ノンフィクション2/28

113 依存しないために （ 気をつけよう！　ＳＮＳ３　全３巻） 小寺信良著 汐文社 児童ノンフィクション1/20
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114 二つ、三つ　 いいわすれたこと （ ＳＴＡＭＰ　ＢＯＯＫＳ ） ジョイス・キャロル・オーツ作
神戸万知訳岩波書店 ヤングアダルト1/28

115 医者になりたい君へ　心臓外科医が伝える命の仕事（ １４歳の世渡り術 ） 須磨久善著 河出書房新社ヤングアダルト1/20

116 不完全な魔法使い　上 マーガレット・マーヒー著
山田順子訳東京創元社ヤングアダルト1/20

117 不完全な魔法使い　下 マーガレット・マーヒー著
山田順子訳東京創元社ヤングアダルト1/20

118 これならわかる！科学の基礎のキソ　単位と物質（ ジュニアサイエンス ） 左巻健男監修
こどもくらぶ著丸善出版 ヤングアダルト1/下

119 ナーダという名の少女 角野栄子著 ＫＡＤＯＫＡＷＡヤングアダルト1/31

120 政治、仕事、ジェンダー （ 世界の女性問題３　全３巻） 井上輝子著
関橋眞里著汐文社 ヤングアダルト1/20

121 翔ぶ少女 原田マハ著 ポプラ社 ヤングアダルト1/

122 源氏物語　紫の結び三 （ 全３巻 ） 荻原規子訳 理論社 ヤングアダルト1/17


