
2014年2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 愛の国 中山可穂著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 2/26

2 祈りの証明　３．１１の奇跡 森村誠一著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 2/27

3 作家の履歴書 阿川佐和子著
石田衣良著
江國香織ほか著ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 2/27

4 深海のアトム 服部真澄著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 2/28

5 スリーパー 楡周平著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 2/28

6 代償 伊岡瞬著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 2/28

7 獄（ﾋﾄﾔ）の棘 大門剛明著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 2/27

8 イーヨくん 大山淳子著 講談社 日本文芸書 2/

9 まほろばの小角（仮） 仁木英之著 講談社 日本文芸書 2/

10 創作の極意と掟 筒井康隆著 講談社 日本文芸書 2/25

11 立身いたしたく候 梶よう子著 講談社 日本文芸書 2/18

12 雨の降る日は学校に行かない 相沢沙呼著 集英社 日本文芸書 3/5

13 嗤う名医 久坂部羊著 集英社 日本文芸書 3/5

14 スープの国のお姫様 樋口直哉著 小学館 日本文芸書 2/27

15 いつまでも男と女 ( 老い方レッスン２ ) 渡辺淳一著 新潮社 日本文芸書 2/21

16 鐘の渡り 古井由吉著 新潮社 日本文芸書 2/28

17 極悪　五右衛門伝 萩耿介著 新潮社 日本文芸書 2/21

18 地震と独身 酒井順子著 新潮社 日本文芸書 2/21

19 長女たち 篠田節子著 新潮社 日本文芸書 2/21

20 よるのふくらみ 窪美澄著 新潮社 日本文芸書 2/21

21 あなたへの歌 楊逸著 中央公論新社 日本文芸書 2/25

22 川の光２　タミーを救え！ 松浦寿輝著 中央公論新社 日本文芸書 2/25

23 銀座千と一の物語 藤田宜永著 文藝春秋 日本文芸書 2/25

24 辞書になった男　ケンボー先生と山田先生 佐々木健一著 文藝春秋 日本文芸書 2/7

25 水軍遥かなり 加藤廣著 文藝春秋 日本文芸書 2/下

26 手妻遣いの思いもよらぬ手　縮尻鏡三郎 佐藤雅美著 文藝春秋 日本文芸書 2/下

27 日本橋本石町やさぐれ長屋 宇江佐真理著 講談社 日本文芸書 2/20

28 紅花染め秘帳　はやぶさ新八御用旅 平岩弓枝著 講談社 日本文芸書 2/13

29 約束の海 山崎豊子著 新潮社 日本文芸書 2/20

30 フル・スクラッチ 伊与原新著 幻冬舎 日本文芸書 3/4

31 一歩ずつ進む（仮） 石持浅海著 光文社 日本文芸書 2/

32 代理処罰　「カウントダウン１６８」より改題（１月ベル案内掲載）※第１７回日本ミステリー文学大賞新人賞受賞作品嶋中潤著 光文社 日本文芸書 2/18

33 鉄童の旅 佐川光晴著 実業之日本社 日本文芸書 2/上

34 スコールの夜 ※第５回日経小説大賞受賞作品芦崎笙著 日本経済新聞出版社日本文芸書 2/17

35 ローラの炎 長野慶太著 日本経済新聞出版社日本文芸書 2/17

36 僕と先生 坂木司著 双葉社 日本文芸書 2/13

37 首都崩壊 高嶋哲夫著 幻冬舎 日本文芸書 2/18

38 だったらボクがやる 幸田真音著 幻冬舎 日本文芸書 3/4

39 献残屋佐吉御用帖 山本一力著 ＰＨＰ研究所 日本文芸書 3/7

40 アトミック・ボックス 池澤夏樹著 毎日新聞社 日本文芸書 2/

41 隠れた花 パール・バック著
小林政子訳国書刊行会 外国文芸書 2/25

42 これなら作れる　シニアの１人分ごはん 村上祥子著 家の光協会 くらしの実用書2/

43 小瓶保存食の便利レシピ 谷島せい子著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ くらしの実用書2/21

44 水産庁・ウエカツの サカナはここまで旨くなる！（仮） 上田勝彦著 東京書籍 くらしの実用書2/14

45 地域活動・同窓会・サークル　あいさつ・司会進行の事典 すぴーち工房著法研 くらしの実用書2/1

46 日本はこうしてオリンピックを勝ち取った！世界を動かすプレゼン力　ニック・バーリー著
佐久間裕美子訳ＮＨＫ出版 ビジネス・くらしの経済2/27

47 ＯＬ誕生物語　タイピストたちの憂愁 原克著 講談社 ビジネス・くらしの経済2/26

48 失敗しない廃業・事業継承のしかた事典 上夷（カミエビス）聡史著西東社 ビジネス・くらしの経済2/4

49 ちょっと心配な、健康診断の数値がすぐにわかる本( 学研実用ＢＥＳＴ ) 和田高士監修 学研マーケティング健康と家庭の医学2/18

50 レビー小体型認知症がよくわかる本 ( 健康ライブラリーイラスト版) 小阪憲司監修 講談社 健康と家庭の医学2/10

51 目の病気の最新治療　緑内障・糖尿病性網膜症・白内障・黄斑変形症杉田美由紀監修主婦の友社 健康と家庭の医学2/24

52 認知症　明日へのヒント 読売新聞「認知症」取材班著中央公論新社 健康と家庭の医学2/10

53 なぜ寄生虫を駆逐すると病気になるのか モイセズ・ベラスケス＝マノフ著
赤根洋子訳文藝春秋 健康と家庭の医学2/下

54 災害時に役立つサバイバル術を楽しく学ぶ防災ピクニックが子どもを守る！ママプラグ編 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 教育と福祉 2/21

55 ３５歳から子育てはじめました！ 主婦の友社編 主婦の友社 教育と福祉 2/21

56 小学１年生の困った！　レスキューブック 主婦の友社編 主婦の友社 教育と福祉 2/24

57 定年男のための老前整理 坂岡洋子著 徳間書店 教育と福祉 2/13
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58 〔０～４歳〕ことばと知能を豊かにのばす　お母さんの語りかけ 中川信子著 ＰＨＰ研究所 教育と福祉 2/24

59 電子レンジでカンタン！　はじめての離乳食（仮）( ＰＨＰビジュアル実用ＢＯＯＫＳ) 松尾みゆき著 ＰＨＰ研究所 教育と福祉 2/18

60 答えは子どもの中、お母さんの中に 渡辺範子文
山内ふじ江画
平岩淳写真福音館書店 教育と福祉 2/12

61 サラリーマン介護 佐藤博樹著
高口光子著法研 教育と福祉 2/1

62 図解よくわかる　地方税のしくみ ( 図解よくわかるシリーズ) 柏木恵著 学陽書房 くらしの法律 2/17

63 図解とＱ＆Ａでわかる　賠償額算定から民事・行政・刑事責任の有無まで( 最新　交通事故の法律とトラブル解決マニュアル128) 奈良恒則監修 三修社 くらしの法律 2/

64 もう知らないでは済まされない　著作権 奥田百子監修
鈴木龍介著
富田太郎著
山本浩司著中央経済社 くらしの法律 2/

65 磯野家に学ぶ　相続の新常識 長谷川裕雅著 文藝春秋 くらしの法律 2/24

66 斎藤茂吉　異形の短歌 ( 新潮選書 ) 品田悦一著 新潮社 日本の文化 2/21

67 「今昔物語」　いまむかし 野口武彦著 文藝春秋 日本の文化 2/21

68 １０年目の真実　９．１１からアラブの春へ 太勇次郎著 ＮＨＫ出版 現代社会 2/25

69 証言記録　東日本大震災ＩＩ ( 全３巻 ) ＮＨＫ東日本大震災プロジェクト著ＮＨＫ出版 現代社会 2/27

70 プロメテウスの罠６ 朝日新聞特別報道部著学研マーケティング現代社会 2/25

71 教誨師（キョウカイシ） 堀川惠子著 講談社 現代社会 2/

72 「放射能汚染地図」の今 木村真三著 講談社 現代社会 2/27

73 レーガンとサッチャー　新自由主義のリーダーシップ( 新潮選書 ) ニコラス・ワプショット著
久保恵美子訳新潮社 現代社会 2/21

74 検証　福島原発事故・記者会見３ 木野龍逸著 岩波書店 現代社会 2/27

75 震災ビッグデータ　未来につなぐいのちの記録 阿部博史編
ＮＨＫスペシャル「震災ビッグデータ」制作班編ＮＨＫ出版 現代社会 2/27

76 線路はつながった　三陸鉄道、復興の始発駅 冨手淳著 新潮社 現代社会 2/28

77 知っていますか？西洋科学者ゆかりの地　ＩＮ　ＪＡＰＡＮ　ＰＡＲＴ２西條敏美著 恒星社厚生閣 サイエンス 2/上

78 クラシック　魔の遊戯あるいは標題音楽の現象学 許光俊（キョミツトシ）著講談社 芸術・スポーツ2/10

79 さっちゃんの　てぶくろ ( こどものくに傑作絵本) 内田麟太郎作
つちだのぶこ絵金の星社 児童読み物 2/上

80 ミシンのうた ( 講談社の創作絵本 ) こみねゆら作・絵講談社 児童読み物 2/13

81 にげだした　ファングをさがせ！ ( ぼくはめいたんてい ) マージョリー・Ｗ・シャーマット作
マーク・シーモント絵
小宮由訳大日本図書 児童読み物 2/下

82 きょうりゅうじゃないんだ ( とっておきのどうわ ) 斉藤洋作
高畠純絵ＰＨＰ研究所 児童読み物 2/12

83 なぞなぞフッフッフー ( ほるぷ創作絵本 ) 武田美穂作・絵ほるぷ出版 児童読み物 2/中

84 ひそひそ森の妖怪 ( 妖怪一家九十九さん) 富安陽子作
山村浩二絵理論社 児童読み物 2/中

85 おたまじゃくしの　しょうがっこう ( かこさとしおはなしのほん１９) かこさとし作・絵偕成社 児童読み物 2/12

86 あおいめのめりーちゃん　おかいもの( かこさとしおはなしのほん２０) かこさとし作・絵偕成社 児童読み物 2/12

87 つぎのかたどうぞ　しおきちくんのたびにっき( おひさまのほん ) 飯野和好作・絵小学館 児童読み物 2/5

88 パンやのろくちゃん　げんきだね ( おひさまのほん ) 長谷川義史作・絵小学館 児童読み物 2/27

89 あみだだだ ( 日本傑作絵本シリーズ) 谷川俊太郎文
元永定正絵　福音館書店 児童読み物 2/5

90 親子で学ぶ　はじめての書道入門 石飛博光監修
ＮＨＫ出版編ＮＨＫ出版 児童ノンフィクション2/20

91 もっと知りたい！　本屋さんの秘密 ( 本屋さんのすべてがわかる本４　全４巻) 秋田喜代美著
稲葉茂勝著ミネルヴァ書房 児童ノンフィクション2/25

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

93 夢見の森の虎 ( タイガーズ・カース・シリーズ２) コリーン・ハウック著ヴィレッジ・ブックスヤングアダルト2/20

94 偽善のすすめ　１０代からの倫理学講座( １４歳の世渡り術 ) パオロ・マッツァリーノ著河出書房新社 ヤングアダルト2/6

95 ちゃんとわかる消費税（仮） 斎藤貴男著 河出書房新社 ヤングアダルト3/上

96 泥だらけのカルテ ( 世の中への扉 ) 柳原三佳著 講談社 ヤングアダルト2/27

97 まるごと日本の世界遺産 ( 世の中への扉 ) 増田明代著 講談社 ヤングアダルト2/27

98 ぼくの守る星 神田茜著 集英社 ヤングアダルト2/26

99 ルーシー変奏曲 ( ＳＵＰＥＲ！　ＹＡ ) サラ・ザール作
西本かおる訳小学館 ヤングアダルト2/19

100 生きるために進もう 柳田邦男著 ＰＨＰ研究所 ヤングアダルト2/
101 ジンリキシャングリラ 山本幸久著 ＰＨＰ研究所 ヤングアダルト3/5
102 思い出をレスキューせよ！ 堀米薫著 くもん出版 ヤングアダルト2/下

103 アイスプラネット 椎名誠著 講談社 ヤングアダルト2/25


