
2014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 校閲ガール 宮木あや子著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 3/14

2 冬空トランス 長沢樹著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 3/24

3 上野駅公園口 柳美里著 河出書房新社 日本文芸書 3/14

4 馬琴綺伝 小谷野敦著 河出書房新社 日本文芸書 3/25

5 狐さんの恋結び 北夏輝著 講談社 日本文芸書 3/19

6 寂しい丘で狩りをする（仮） 辻原登著 講談社 日本文芸書 3/25

7 盤上に散る 塩田武士著 講談社 日本文芸書 3/26

8 謀略航路 鳴海章著 講談社 日本文芸書 3/13

9 学生との対話 小林秀雄著 新潮社 日本文芸書 3/26

10 寝相 滝口悠生著 新潮社 日本文芸書 3/26

11 月に捧ぐは清き酒  鴻池流事始 小前亮著 文藝春秋 日本文芸書 3/19

12 さいごの毛布 近藤史恵著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 3/25

13 ジェームズ・ボンドが来ない 松岡圭祐著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 3/31

14 微睡み（マドロミ）の海 熊谷達也著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 3/7

15 半自变伝 古井由吉著 河出書房新社 日本文芸書 3/11

16 異国合戦 岩井三四二著 講談社 日本文芸書 4/1

17 スペードの３ 朝井リョウ著 講談社 日本文芸書 3/13

18 そして、星の輝く夜がくる 真山仁著 講談社 日本文芸書 3/7

19 愚者よ、お前がいなくなって淋しくてたまらない 伊集院静著 集英社 日本文芸書 4/4

20 フェイバリット・ワン 林真理子著 集英社 日本文芸書 3/26

21 上野池之端　鱗や繁盛記 西條奈加著 新潮社 日本文芸書 3/18

22 書かずにはいられない　北村薫のエッセイ 北村薫著 新潮社 日本文芸書 3/26

23 乗合船　慶次郎縁側日記 北原亞以子著 新潮社 日本文芸書 3/18

24 豆の上で眠る 湊かなえ著 新潮社 日本文芸書 3/26

25 満願 米澤穂信著 新潮社 日本文芸書 3/18

26 ありふれた愛じゃない 村山由佳著 文藝春秋 日本文芸書 3/26

27 決意とリボン　週刊エッセイ 林真理子著 文藝春秋 日本文芸書 3/12

28 小さな異邦人 連城三紀彦著 文藝春秋 日本文芸書 3/6

29 バベル 福田和代著 文藝春秋 日本文芸書 3/25

30 無縁旅人 香納諒一著 文藝春秋 日本文芸書 3/25

31 悪采師 平茂寛著 朝日新聞出版 日本文芸書 3/7

32 ソマリアの海賊（仮） 望月諒子著 幻冬舎 日本文芸書 3/18

33 雨宿り（仮） ※ 第６回小説宝石新人賞受賞作品宮本紀子著 光文社 日本文芸書 3/18

34 探偵が腕貫を外すとき 西澤保彦著 実業之日本社 日本文芸書 3/12

35 鏡よ、鏡 飛鳥井千砂著 双葉社 日本文芸書 3/18

36 逆流　 ( 越境捜査４ ) 笹本稜平著 双葉社 日本文芸書 3/18

37 ひかりの人（仮） 山本甲士著 双葉社 日本文芸書 3/18

38 師父の遺言 松井今朝子著 ＮＨＫ出版 日本文芸書 3/22

39 仮面同窓会（仮） 雫井脩介著 幻冬舎 日本文芸書 3/18

40 ワンナイト（仮） 大島真寿美著 幻冬舎 日本文芸書 3/18

41 我慢ならない女 桂望実著 光文社 日本文芸書 3/18

42 出好き、ネコ好き、私好き 林真理子著 光文社 日本文芸書 3/18

43 冬天の昴 ( 弥勒シリーズ５ ) あさのあつこ著光文社 日本文芸書 3/18

44 オバさんになっても抱きしめたい 平安寿子著 祥伝社 日本文芸書 3/12

45 龍の行方 遠藤武文著 祥伝社 日本文芸書 3/10

46 願いながら、祈りながら 乾ルカ著 徳間書店 日本文芸書 3/11

47 団地で暮らそう！ 長野まゆみ著 毎日新聞社 日本文芸書 3/13

48 鼻持ちならないガウチョ ( ボラーニョ・コレクション) ロベルト・ボラーニョ著
久野量一訳白水社 外国文芸書 3/24

49 鄙（ヒナ）の宿 ( ゼーバルト・コレクション) Ｗ．Ｇ．ゼーバルト著
鈴木仁子訳白水社 外国文芸書 3/24

50 コンプリケーション ( ハヤカワ・ミステリ ) アイザック・アダムスン著
清水由貴子訳早川書房 外国文芸書 3/21

51 ウィニー・ザ・プー ( 新潮モダン・クラシックス) Ａ・Ａ・ミルン著
阿川佐和子訳新潮社 外国文芸書 3/26

52 ドリトル先生航海記 ( 新潮モダン・クラシックス) ヒュー・ロフティング著
福岡伸訳新潮社 外国文芸書 3/26

53 旋舞の千年都市　上 ( 創元海外ＳＦ叢書/※２０１０年英国ＳＦ協会賞・キャンベル記念賞受賞作品) イアン・マクドナルド著
下楠昌哉訳東京創元社 外国文芸書 3/25

54 旋舞の千年都市　下 ( 創元海外ＳＦ叢書/※２０１０年英国ＳＦ協会賞・キャンベル記念賞受賞作品) イアン・マクドナルド著
下楠昌哉訳東京創元社 外国文芸書 3/25

55 親の家を片付ける　－土地　建物　相続問題編－( ゆうゆうブックス ) 主婦の友社編 主婦の友社 くらしの実用書3/27

56 山菜・野草の食いしん坊図鑑 松本則行著 農山漁村文化協会くらしの実用書3/21

57 「産む」と「働く」の教科書　２０代のための 齊藤英知著
白河桃子著講談社 ビジネス・くらしの経済3/24



2014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

58 社長の奥さんの仕事便利帳 植野正子著 新星出版社 ビジネス・くらしの経済3/4

59 腎臓病の最新治療 ( よくわかる最新医学 ) 川村哲也監修
湯浅愛監修主婦の友社 健康と家庭の医学3/27

60 全部見える　脳・神経疾患 成美堂出版編集部編成美堂出版 健康と家庭の医学3/10

61 認知症介護が楽になる本 ( 介護ライブラリー ) 三好春樹著
多賀洋子著講談社 教育と福祉 3/14

62 発達障がいの幼児へのかかわり 橋場隆著 小学館 教育と福祉 3/14

63 わが子の「スマホデビュー」安全ガイド 小林直樹著 日経ＢＰマーケティング教育と福祉 3/13

64 どうか忘れないでください、子どものことを。 佐々木正美著 ポプラ社 教育と福祉 3/11

65 痴漢に間違われたらこうなります！ 坂根真也監修
Ｓａｔｏｋｉ著自由国民社 くらしの法律 3/21

66 話しづらいけれど、話しておかないと後悔する相続と節税のこと 川合宏一著
武石竜著
関岡駿介著ダイヤモンド社 くらしの法律 3/27

67 ニッポンの里山１００ 今森光彦監修・写真
ＮＨＫ「ニッポンの里山」制作班編ＮＨＫ出版 歴史と紀行 3/25

68 こんな写真があったのか　幕末明治の歴史風俗写真館 石黒敬章著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 歴史と紀行 3/21

69 これを語りて日本人を戦慄せしめよ　柳田国男が言いたかったこと( 新潮選書 ) 山折哲雄著 新潮社 日本の文化 3/26

70 日本語のミッシング・リンク ( 新潮選書 ) 今野真二著 新潮社 日本の文化 3/26

71 昔話入門 花部英雄編
松本孝三編三弥井書店 日本の文化 3/28

72 限界にっぽん　－悲鳴をあげる雇用と経済 朝日新聞経済部編岩波書店 現代社会 3/27

73 モンスター　尼崎連続殺人事件の真実 一橋文哉著 講談社 現代社会 3/21

74 謝るなら、いつでもおいで ※ 第１０回開高健ノンフィクション賞最終候補作川名壮志著 集英社 現代社会 3/26

75 紙は死なせない－日本製紙石巻工場、被災から復興までの５３８日間の総力戦佐々涼子著 早川書房 現代社会 3/下

76 秘密保護法　何が問題か 海渡雄一編
清水勉編　　　　　　　　田島泰彦編岩波書店 現代社会 3/28

77 記者たちは海に向かった　津波と放射能と福島民友新聞 門田隆将著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 現代社会 3/6

78 老いのこころ　加齢と成熟の発達心理学( 有斐閣アルマ ) 佐藤眞一ほか著有斐閣 現代社会 3/下

79 ホーキング、自らを語る スティーヴン・ホーキング著　　　　　　　　　　佐藤勝彦監修
池央耿訳あすなろ書房 サイエンス 3/31

80 ＮＨＫスペシャル　超常現象　～科学が挑む不可思議の世界 梅原勇樹著
苅田章著ＮＨＫ出版 サイエンス 3/25

81 人体　ミクロの大冒険　６０兆の細胞が紡ぐ人生 ＮＨＫスペシャル取材班著ＫＡＤＯＫＡＷＡ サイエンス 3/26

82 酸素の科学 ( おもしろサイエンス ) 神崎　　（ヤスシ）著日刊工業新聞社サイエンス 3/24

83 図解よくわかる　炭の力 杉浦銀治監修
炭活用研究会編著日刊工業新聞社サイエンス 3/21

84 いまさら聞けないヴァイオリンの常識 川上久雄監修
川合左余子著音楽之友社 芸術・スポーツ3/21

85 ヨーロッパを知る　５０の映画 狩野良規著 国書刊行会 芸術・スポーツ3/21

86 スカッシュ上達テクニック 松井千夏著 実業之日本社 芸術・スポーツ3/21

87 もっと知りたいミレー　生涯と作品 高橋明也著
安井裕雄著東京美術 芸術・スポーツ3/26

88 花子とアンへの道 村岡恵理編 新潮社 ライブラリアン3/26

89 時空をこえて　魔鏡マジック ( 妖怪道中膝栗毛６ ) 三田村信行作
十々夜絵あかね書房 児童読み物 3/21

90 トーラとパパの夏休み リーサ・モローニ文
エヴァ・エリクソン絵
菱木晃子訳あすなろ書房 児童読み物 3/5

91 ハヤト、ずっといっしょだよ 井上こみち作
平澤朊子絵アリス館 児童読み物 3/25

92 おやすみ　おやすみ シャーロット・ゾロトウ文
ウラジーミル・ボブリ絵
ふしみみさを訳岩波書店 児童読み物 3/18

93 あっ・ほっ 五味太郎作・絵絵本館 児童読み物 3/10

94 クグノビックリバコ いとうひろし作・絵偕成社 児童読み物 3/10

95 プラスマンとカズカズせいじん ( みやにしたつやのさんすうえほん) 宮西達也作・絵
坪田耕三監修学研ホールディングス児童読み物 3/25

96 あひるの手紙 ( おはなしみーつけた！シリーズ) 朽木祥作
ささめやゆき絵佼成出版社 児童読み物 3/30

97 おつきさまは１ねんせい ( 講談社の創作絵本 ) きたやまようこ文
アンドレ・ダーハン絵講談社 児童読み物 3/17

98 つかまえた！ ( 講談社の創作絵本 ) 鈴木まもる作・絵講談社 児童読み物 3/11

99 やぎや ( たんぽぽえほんシリーズ) 長野ヒデ子作
スズキコージ絵鈴木出版 児童読み物 3/10

100 かあさんの　しっぽっぽ ( おはなしいちばん星) 村中李衣作
藤原ヒロコ絵ＢＬ出版 児童読み物 3/10
101 ボタ山であそんだころ ( 日本傑作絵本シリーズ) 石川えりこ作・絵福音館書店 児童読み物 3/12
102 ギンジとユキの１３４０日 ( えほんのもり ) 渡辺有一作・絵文研出版 児童読み物 3/11

103 ほうれんそうはないています ( ポプラ社の絵本２６ ) 鎌田實文
長谷川義史絵ポプラ社 児童読み物 3/11

104 おじいちゃんとのやくそく 石津ちひろ文
松成真理子絵光村教育図書 児童読み物 3/14

105 ならんでるならんでる 竹下文子作
鈴木まもる絵偕成社 児童読み物 3/24

106 ターシャの農場の１２カ月 ターシャ・テューダー作・絵
内藤里永子訳ＫＡＤＯＫＡＷＡ 児童読み物 3/21

107 はなかっぱとひのかっぱ あきやまただし作・絵ＫＡＤＯＫＡＷＡ 児童読み物 3/14

108 ノンキーとホンキーのカレーやさん ( おはなしみーつけた！シリーズ) 村上しいこ作
こばようこ絵佼成出版社 児童読み物 3/30

109 子どもたちへ 　まどさんからの手紙 まどみちお文
ささめやゆき絵講談社 児童読み物 4/1

110 月見草の花嫁 飯野和好作・絵ＢＬ出版 児童読み物 3/25

111 ラスコーの洞窟 ( 絵本　地球ライブラリー) エミリー・アーノルド・マッカリー作
青山南訳小峰書店 児童ノンフィクション3/20

112 ビブリオバトルを楽しもう　ゲームで広がる読書の輪 谷口忠大監修
粕谷亮美文
しもづきみずほ絵さ・え・ら書房 児童ノンフィクション3/10

113 育てて、発見！「トマト」 ( 福音館の科学シリーズ) 真木文絵文
石倉ヒロユキ写真・絵
多田多恵子監修福音館書店 児童ノンフィクション3/19
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114 あまがえる先生　１ねんずかん（仮） ( ポプラ社の絵本２５ ) まつおかたつひで作・絵ポプラ社 児童ノンフィクション3/19

115 両生類・爬虫類 ( ポプラディア大図鑑ＷＯＮＤＡ１１) 西川完途監修
森哲監修ポプラ社 児童ノンフィクション3/18

116 人体 ( ポプラディア大図鑑ＷＯＮＤＡ１２) 坂井建雄監修 ポプラ社 児童ノンフィクション3/18

117 １５の夏を抱きしめて ( ＳＴＡＭＰ　ＢＯＯＫＳ ) ヤン・デ・レーウ作
西村由美訳岩波書店 ヤングアダルト3/26

118 3年7組食物調理科 須藤靖貴著 講談社 ヤングアダルト3/27

119 魔使いの血 ( 創元ブックランド　魔使いシリーズ１０) 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3/25

120 算数が好きになる本　算数を学ぶ意味と方法がわかる( 世の中への扉 ) 芳沢光雄著
小松亜紗実絵講談社 ヤングアダルト3/24


