
2014年5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 木霊草霊＇コダマクサダマ（ 伊藤比呂美著 岩波書店 日本文芸書 5/27

2 事故調＇ジコチョウ（ 伊兼源太郎著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 5/30

3 就職相談員蛇足軒の生活と意見 松崎有理著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 5/30

4 そこはかさん ( 幽ブックス ※第8回『幽』怪談文学賞短篇部門大賞受賞作品) 沙木とも子著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 5/13

5 遠野物語拾遺ｒｅｔｏｌｄ 京極夏彦著
柳田國男著ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 5/

6 常夜 ( 幽ブックス ※第8回『幽』怪談文学賞長編部門大賞受賞作品) 石川緑著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 5/13

7 寂聴まんだら対談＇仮（
瀬戸内寂聴
著

講談社 日本文芸書 5/20

8 夫婦のルール 三浦朱門著
曽野綾子著
上阪徹著講談社 日本文芸書 5/22

9 メリーランド 畑野智美著 講談社 日本文芸書 5/20

10 わけあり師匠事の顛末  物書同心居眠り紋蔵 佐藤雅美著 講談社 日本文芸書 5/23

11 結び屋おえん 糸を手繰れば 志川節子著 新潮社 日本文芸書 5/20

12 下戸は勘定に入れません 西澤保彦著 中央公論新社 日本文芸書 5/22

13 男ともだち 千早茜著 文藝春秋 日本文芸書 5/22

14 モンフォーコンの鼠 鹿島茂著 文藝春秋 日本文芸書 5/21

15 利休の茶杓 ( とびきり屋見立て帖4) 山本兼一著 文藝春秋 日本文芸書 5/27

16 八月の六日間 北村薫著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 5/2

17 風 青山七恵著 河出書房新社 日本文芸書 5/20

18 女系の総督 藤田宜永著 講談社 日本文芸書 5/13

19 夜は終わらない 星野智幸著 講談社 日本文芸書 5/22

20 戌亥の追風 山本一力著 集英社 日本文芸書 5/下

21 眠る魚 坂東眞砂子著 集英社 日本文芸書 5/15

22 ミチルさん、今日も上機嫌 原田ひ香著 集英社 日本文芸書 5/22

23 ポケットに物語を入れて 角田光代著 小学館 日本文芸書 5/28

24 狂書伝 勝山海百合著 新潮社 日本文芸書 5/20

25 平凡 角田光代著 新潮社 日本文芸書 5/28

26 迷子の王様 ( 君たちに明日はない５) 垣根涼介著 新潮社 日本文芸書 5/20

27 盲目的な恋と友情 辻村深月著 新潮社 日本文芸書 5/20

28 瓜子姫の艶文＇ウリコヒメノツヤブミ（ 坂東眞砂子著 中央公論新社 日本文芸書 5/22

29 大晩年 永六輔著 中央公論新社 日本文芸書 5/1

30 あぽわずらい ( あぽやん３ ) 新野剛志著 文藝春秋 日本文芸書 5/12

31 女を観る歌舞伎 酒井順子著 文藝春秋 日本文芸書 5/26

32 ホリデー・イン 坂木司著 文藝春秋 日本文芸書 5/23

33 いまのあなたへ 村上春樹でつなぐ１２の物語 ＮＨＫ出版編 ＮＨＫ出版 日本文芸書 5/21

34 とんぼさま 仁志耕一郎著 幻冬舎 日本文芸書 5/20

35 沈黙の書 ( オーリエラントシリーズ ) 乾石智子著 東京創元社 日本文芸書 5/20

36 スマドロ ※ 第35回小説推理新人賞受賞作品悠木シュン著 双葉社 日本文芸書 5/下

37 デッドエンド 柴田哲孝著 双葉社 日本文芸書 5/20

38 カツ丼わしづかみ食いの法則 ( ナマコのからえばり９) 椎名誠著 毎日新聞社 日本文芸書 5/1

39 ことり屋おけい探鳥双紙 梶よう子著 朝日新聞出版 日本文芸書 5/16

40 どれほどの青を越えたら君に届くだろう＇仮（ 仁木英之著 角川春樹事務所日本文芸書 5/30

41 虚ろな十字架 東野圭吾著 光文社 日本文芸書 5/

42 恋情の果て 北原亞以子著 光文社 日本文芸書 5/

43 可愛いベイビー 五十嵐貴久著 実業之日本社 日本文芸書 5/7

44 決断 小杉健治著 双葉社 日本文芸書 5/20

45 アップルソング 小手鞠るい著 ポプラ社 日本文芸書 5/12

46 沈黙を破る者 ※ ドイツ・ミステリ大賞第１位メヒティルト・ボルマン著
赤坂桃子訳河出書房新社 外国文芸書 5/20

47 岸辺なき流れ 上 ハンス・ヘニー・ヤーン著
沼崎雅行ほか訳国書刊行会 外国文芸書 5/18

48 岸辺なき流れ 下 ハンス・ヘニー・ヤーン著
沼崎雅行ほか訳国書刊行会 外国文芸書 5/18

49 大いなる不満 ( 新潮クレスト・ブックス ※プッシュカート賞受賞作品２篇を含む) セス・フリード著
藤井光訳新潮社 外国文芸書 5/30

50 ネルーダ事件 ( ハヤカワミステリ ) ロベルト・アンプエロ著
宮﨑真紀訳早川書房 外国文芸書 5/8

51 ペスト＆コレラ パトリック・ドゥヴィル著
辻由美訳みすず書房 外国文芸書 5/23

52 被告側の証人 ( 論創海外ミステリ ) Ａ・Ｅ・Ｗ・メイスン著
寺坂由美子訳論創社 外国文芸書 5/

53 キル・リスト Ｔｈｅ Ｋｉｌｌ Ｌｉｓｔ フレデリック・フォーサイス著
黒原敏行訳ＫＡＤＯＫＡＷＡ 外国文芸書 5/

54 ランサローテ島 ミシェル・ウエルベック著
野崎歓訳河出書房新社 外国文芸書 5/20

55 ぼくと数字の世界 ダニエル・タメット著
古屋美登里訳講談社 外国文芸書 5/下

56 心獣 ※ IMPAC国際タブリン文学賞受賞作品ヘルタ・ミュラー著
小黒康正訳三修社 外国文芸書 5/下
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57 闇の中の男 ポール・オースター著
柴田元幸訳新潮社 外国文芸書 5/28

58 時の番人 ｔｈｅ ｔｉｍｅ ｋｅｅｐｅｒ ミッチ・アルボム著
甲斐理恵子訳静山社 外国文芸書 5/14

59 霧に橋を架ける ※ ヒューゴー賞・ネビュラ賞受賞作品キジ・ジョンスン著
三角和代訳東京創元社 外国文芸書 5/28

60 バージェス家の出来事 ( ＜ニューヨーク・タイムズ＞ベストセラー) エリザベス・ストラウト著
小川高義訳早川書房 外国文芸書 5/22

61 お料理上手と思われる ほっとくだけレシピ 馬場香織著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ くらしの実用書5/16

62 卵・乳製品・白砂糖をつかわない やさしい焼き菓子教室＇仮（ 今井洋子著 河出書房新社 くらしの実用書5/15

63 万能！にんにく味噌床レシピ＇仮（ 松田美智子著 河出書房新社 くらしの実用書5/15

64 冷たいデザート 脇雅世監修料理成美堂出版 くらしの実用書5/20

65 コウケンテツのおやこ食堂 コウケンテツ著白泉社 くらしの実用書5/21

66 クイズに挑戦！ 楽しく理解！ プロが教える 年金知識 原令子著 ぎょうせい ビジネス・くらしの経済5/中

67 「ポイント・会員制ビジネス」入門 安岡寛道著 東洋経済新報社ビジネス・くらしの経済5/29

68 自分でやさしく殖やせる 「確定拠出年金」最良の運用術 岡本和久著 日本実業出版社ビジネス・くらしの経済5/21

69 学校では教えてくれないお金の授業＇仮（ 山崎元著 ＰＨＰ研究所 ビジネス・くらしの経済5/23

70 新しい「物流」の教科書 湯浅和夫著 ＰＨＰ研究所 ビジネス・くらしの経済5/21

71 育ちや味がどんどんよくなる 自然菜園で野菜づくり 竹内孝功著 家の光協会 すまいと住宅5/26

72 世界で一番美しい駅舎 エクスナレッジ すまいと住宅5/15

73 屋根の建築 ～現代数寄屋建築のエッセンス 今里隆著 ＮＨＫ出版 すまいと住宅5/27

74 屋根付きウッドデッキの作り方 ドゥーパ！編集部編学研マーケティングすまいと住宅5/8

75 植物の病気と害虫＇仮（ 予防・なおし方・駆除 西東社 すまいと住宅6/上

76 図解でよくわかる 農薬のきほん 寺岡徹監修 誠文堂新光社 すまいと住宅5/23

77 食物アレルギーのことがよくわかる本( 健康ライブラリー イラスト版) 海老澤元宏監修講談社 健康と家庭の医学5/12

78 配慮の必要な保護者への支援 ( Ｇａｋｋｅｎ保育Ｂｏｏｋｓ) 徳田克己編著
西館有沙ほか編著学研マーケティング教育と福祉 5/13

79 「小学校で困ること」を減らす親子遊び１０ 木村順著 小学館 教育と福祉 5/28

80 ネットに奪われる子どもたち 清川輝基著
古野陽一著
山田眞理子著尐年写真新聞社教育と福祉 5/下

81 車いすの人でも楽しめる！ レクリエーション５０＋盛り上げるアイデア１００世田谷区社会福祉事業団監修誠文堂新光社 教育と福祉 5/

82 損害賠償がわかる本＇仮（ ケース+金額+解決手段 小山智弘著
玉井信人著自由国民社 くらしの法律 5/上

83 デジタルコンテンツの著作権Ｑ＆Ａ 結城哲彦著 中央経済社 くらしの法律 5/13

84 図でわかる マイナンバー法のすべてＱ＆Ａ みずほ情報総研編中央経済社 くらしの法律 5/

85 両親への提案書 これからの相続対策 黒木貞彦著 中央経済社 くらしの法律 5/30

86 両親への提案書 これからの贈与のしかた 黒木貞彦著 中央経済社 くらしの法律 5/23

87 調査・慰謝料・離婚への最強アドバイス 元榮太一郎編著
池田康太郎著
安部直子著
平沼夏樹著中央経済社 くらしの法律 5/

88 よくわかる家族法 ( やわらかアカデミズム・〈わかる〉シリーズ) 本澤巳代子著
大杉麻美著
高橋大輔著
付月＇フウユエ（著ミネルヴァ書房 くらしの法律 5/下

89 アイヌ史入門 平山裕人編著 明石書店 歴史と紀行 5/下

90 潜伏キリシタン 江戸時代の禁教政策と民衆( 選書メチエ５７４ ) 大橋幸泰著 講談社 歴史と紀行 5/9

91 ゼンリン 住宅地図と最新ネット地図の秘密 内田宗治著 実業之日本社 歴史と紀行 5/28

92 アラスカへ行きたい 石塚元太良著
井出幸亮著新潮社 歴史と紀行 5/28

93 インフォグラフィックで見る１３８億年の歴史 ヴァレンチナ・デフィリッポ著
ジェイムズ・ボール著創元社 歴史と紀行 5/21

94 一瓦一説(ｲﾁｶﾞｲｯｾﾂ) 瓦からみる日本古代史 森郁夫著 淡交社 歴史と紀行 5/26

95 昭和史をどう生きたか 半藤一利著 東京書籍 歴史と紀行 5/27

96 新 日本の絶景 山梨勝弘著 パイインターナショナル歴史と紀行 5/

97 レンズが撮らえた 幕末明治 日本の風景 小沢健志監修山本光正監修山川出版社 歴史と紀行 5/上

98 日本の森１００ 日本森林インストラクター協会監修山と渓谷社 歴史と紀行 5/21

99 横丁と路地を歩く 小林一郎著 柏書房 日本の文化 5/下
100 盆栽の誕生 依田徹著 大修館書店 日本の文化 5/
101 図説 英国紅茶の歴史 ( ふくろうの本/世界の文化) ＣｈａＴｅａ紅茶教室著河出書房新社 世界の文化 5/15

102 漢字世界の地平 私たちにとって文字とは何か( 新潮選書 ) 齋藤希史著 新潮社 世界の文化 5/23

103 大英帝国博覧会の歴史 松村昌家著 ミネルヴァ書房 世界の文化 5/1

104 スペースシップアースの未来 松井孝典著
ジャレド・ダイアモンドほか著ＮＨＫ出版 現代社会 5/28

105 ファストファッション 狂気の産業 エリザベス・Ｌ・クライン著春秋社 現代社会 5/

106 金持ちは税率７０％でもいい ＶＳ みんな１０％課税がいい
ポール・ク
ルーグマン著

東洋経済新報社現代社会 5/22

107 時代Ｑｕｅｓｔ－災害編＇仮（ 矢守克也編
ＡＳＯＢＯＴ編集協力弘文堂 現代社会 5/下

108 半径１メートルの想像力 サブカル時代の子ども若者 山崎鎮親著 旬報社 現代社会 5/下

109 誤解学 ( 新潮選書 ) 西成活裕著 新潮社 現代社会 5/23

110 スノーデン・ファイル ルーク・ハーディング著
三木俊哉訳日経ＢＰマーケティング現代社会 5/28

111 毒ヘビのやさしいサイエンス
ＡｎｔｈｏｎｙＴ．
Ｔｕ著

化学同人 サイエンス 5/20

112 絵でわかるプレートテクトニクス ( 絵でわかるシリーズ ) 是永淳著 講談社 サイエンス 5/21
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113 ヤドカリ ( ネイチャーウォッチングガイドブック) 有馬啓人著 誠文堂新光社 サイエンス 5/

114 遅い光と魔法の透明マント シドニー・パーコウィッツ著
阪本芳久訳草思社 サイエンス 5/下

115 赤ちゃんを科学する＇仮（ ( Ｎｅｗｔｏｎ別冊 ) ニュートンプレス サイエンス 5/27

116 好奇心の赴くままに －ドーキンス自伝－( ハヤカワ・ポピュラー・サイエンス) リチャード・ドーキンス著
垂水雄二訳早川書房 サイエンス 5/22

117 半導体が一番わかる ( しくみ図解 ) 内富直隆著 技術評論社 テクノロジー 5/1

118 トコトンやさしい ３Ｄプリンタの本 ( 今日からモノ知りシリーズ) 佐野義幸著
柳生眞喜男ほか著日刊工業新聞社テクノロジー 5/27

119 和洋折衷日本音楽史 奥中康人著 春秋社 芸術・スポーツ5/

120 デッサンの基本 どうすれば上達するかがよくわかる 国政一真著 誠文堂新光社 芸術・スポーツ5/9

121 絶対！進化する ピアノレッスン１００のコツ 黒河好子著 ヤマハミュージックメディア芸術・スポーツ5/下

122 絶対！伸ばせる 吹奏楽指導１００のコツ 小澤俊朗著 ヤマハミュージックメディア芸術・スポーツ5/

123 だれも知らないムーミン谷 熊沢里美著 朝日出版社 ライブラリアン5/1

124 石井桃子のことば ( とんぼの本 ) 中川李枝子著
松井直著
松岡亨子著
若菜晃子ほか著新潮社 ライブラリアン5/23

125 謎ときガルシア＝マルケス ( 新潮選書 ) 木村榮一著 新潮社 ライブラリアン5/23

126 読書について＇仮（ アルベルト・マングェル著
野中邦子訳白水社 ライブラリアン5/下

127 「場所」から読み解く世界児童文学事典 川端有子著
藤田のぼる著原書房 ライブラリアン5/下

128 １２にんのいちにち 杉田比呂美作・絵あすなろ書房 児童読み物 5/下

129 こもりさくせん はじめます ( おばけやさん４ ) おかべりか作・絵偕成社 児童読み物 5/2

130 ヒワとゾウガメ 安東みきえ作
ミロコマチコ絵佼成出版社 児童読み物 5/15

131 あめふりうります ( 講談社の創作絵本 ) 平田昌広文
野村たかあき絵講談社 児童読み物 5/14

132 あめふりさんぽ ( 講談社の創作絵本 ) 江頭路子作・絵講談社 児童読み物 5/14

133 江戸の象吉 太田大輔作・絵講談社 児童読み物 5/8

134 てがみぼうやのゆくところ ( 講談社の創作絵本 ※第３５回講談社絵本新人賞受賞作品) 加藤晶子作・絵講談社 児童読み物 5/28

135 手作り小路のなかまたち ( わくわくライブラリー ) 新藤悦子著
河村怜絵講談社 児童読み物 5/27

136 じてんしゃにのろう ( 講談社の創作絵本 ) 斉藤洋作
田中六大絵講談社 児童読み物 5/28

137 ブービーとすべりだい ( 講談社の創作絵本 ) 高畠じゅん子作
高畠純絵講談社 児童読み物 5/14

138 ゆうれい回転ずし２ 消えた尐年のなぞ( わくわくライブラリー ) 佐川芳枝作
やぎたみこ絵講談社 児童読み物 5/26

139 ドーナツなんかいらないよ マーク・アラン・スタマティー作・絵
徳永里砂訳国書刊行会 児童読み物 5/20

140 石のライオン＇仮（ マーガレット・ワイルド作・絵
木坂涼訳国土社 児童読み物 5/下

141 もじゃもじゃヒュー・シャンプー カレン・ジョージ作・絵
なかがわちひろ訳鈴木出版 児童読み物 5/30

142 かしこいウサギと はずかしがりやの大きな鳥 パスカル・マレ文
デルフィーヌ・ジャコ絵
平岡敦訳徳間書店 児童読み物 5/16

143 あめあめぱらん 木坂涼文
松成真理子絵のら書店 児童読み物 5/中

144 しろちゃんとはりちゃん あめのいちにち たしろちさと作・絵ひかりのくに 児童読み物 5/下

145 いもむしってね… ( 福音館の科学シリーズ) 澤口たまみ文
あずみ虫絵福音館書店 児童読み物 5/14

146 ないしょのかくれんぼ ビバリー・ドノフリオ文
バーバラ・マクリントック絵
福本友美子訳ほるぷ出版 児童読み物 5/20

147 かみなりなんてこわくない ジェイミー・Ａ・スウェンソン文
デイヴィッド・ウォーカー絵
ひがしかずこ訳岩崎書店 児童読み物 5/1

148 アルパカパカパカやってきて おおなり修司文
丸山誠司絵絵本館 児童読み物 5/14

149 かしこくいきるしまりす 手島圭三郎作・絵絵本塾出版 児童読み物 5/8

150 コロッケくんのぼうけん 二宮由紀子作
あべ弘士絵偕成社 児童読み物 5/8

151 むしばあちゃん ( 創作絵本 ) 苅田澄子作
おかべりか絵佼成出版社 児童読み物 5/15

152 がっこうのおばけずかん ワンデイてんこうせい( どうわがいっぱい ) 斉藤洋作
宮本えつよし絵講談社 児童読み物 5/下

153 のっぺらぼうのおじさん ( どうわがいっぱい ) そうまこうへい作
タムラフキコ絵講談社 児童読み物 5/15

154 あのほし なんのほし みきつきみ文
柳原良平絵こぐま社 児童読み物 5/14

155 とおせんぼ 村上しいこ作
たごもりのりこ絵小学館 児童読み物 5/14

156 ながねぎきょうだい ( 絵本・こどものひろば) 中川ひろたか文
鈴木真実絵童心社 児童読み物 5/28

157 かむさりやまの おまじない 三浦しをん原作
山岡みね文・絵徳間書店 児童読み物 5/23

158 いっしょにいってもいい？ ブライアン・パッテン文
ニコラ・ベイリー絵ＢＬ出版 児童読み物 5/中

159 ソフィーのやさいばたけ ゲルダ・ミューラー作・絵
ふしみみさを訳ＢＬ出版 児童読み物 5/下

160 ふたごのたこたこウィンナー 林木林作
西村敏雄絵ひさかたチャイルド児童読み物 5/12

161 なんでもあらう ( ランドセルブックス ) 鎌田歩作・絵 福音館書店 児童読み物 5/7

162 メランコリー・サガ ( 福音館創作童話シリーズ/モールランド・ストーリー１　全3巻) ひこ・田中作
中島梨絵画福音館書店 児童読み物 5/21

163 いえのなかの かみさま もとしたいづみ文
早川純子絵光村教育図書 児童読み物 5/30

164 飼育員さんおしえて！パンダのひみつ 松橋利光写真
池田菜津美文新日本出版社 児童ノンフィクション5/21

165 イヤムシずかん 盛口満文・絵 ハッピーオウル社児童ノンフィクション5/1

166 もっと しごとば 鈴木のりたけ作・絵ブロンズ新社 児童ノンフィクション5/19

167 パパママおしえて アートミステリー１３話 アンジェラ・ヴェンゼル著
野崎武夫訳＋日本語版編辰巳出版 児童ノンフィクション5/20
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168 カラスのひみつ ( 楽しい調べ学習シリーズ) 松原始監修 ＰＨＰ研究所 児童ノンフィクション5/下

169 石の卵 ( たくさんのふしぎ傑作集) 山田英春文・写真福音館書店 児童ノンフィクション5/7

170 死神うどんカフェ１号店 ( ＹＡ！ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ) 石川宏千花著 講談社 ヤングアダルト5/28

171 情熱大陸８００回記念本 ＭＢＳ『情熱大陸』編双葉社 ヤングアダルト5/27

172 はるか遠く、彼方の君へ 安澄加奈著 ポプラ社 ヤングアダルト5/7

173 クラスメイツ〈前期〉 ( クラスメイツ ) 森絵都著 偕成社 ヤングアダルト5/13

174 クラスメイツ〈後期〉 ( クラスメイツ ) 森絵都著 偕成社 ヤングアダルト5/13

175 地域を変える高校生
宮下与兵衛
編

かもがわ出版 ヤングアダルト5/15

176 １４歳からわかる生命倫理 ( １４歳の世渡り術 ) 雨宮処凛＇カリン（著河出書房新社 ヤングアダルト5/22

177 ダッシュ！ 村上しいこ著 講談社 ヤングアダルト5/29

178 なりたい二人 令丈ヒロ子作 ＰＨＰ研究所 ヤングアダルト5/23

179 林業男子 いまの森、100年後の森 山﨑真由子著 山と渓谷社 ヤングアダルト5/7


