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1 未来の記憶は蘭のなかで作られる 星野智幸著 岩波書店 日本文芸書 11/7

2 一私小説書きの日乗　野性の章 西村賢太著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 11/26

3 中尉 古処誠二著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 11/28

4 親愛なる いとうせいこう著河出書房新社 日本文芸書 11/20

5 風の如く　吉田松陰篇 富樫倫太郎著講談社 日本文芸書 11/19

6 しょっぱい夕陽 神田茜著 講談社 日本文芸書 11/25

7 だれの息子でもない 神林長平著 講談社 日本文芸書 11/10

8 いのちの姿 宮本輝著 集英社 日本文芸書 12/3

9 ｉｆ　　～サヨナラが言えない理由 垣谷美雨著 小学館 日本文芸書 11/11

10 通り魔 嶽本野ばら著小学館 日本文芸書 11/26

11 かぜまち美術館の謎便り 森晶麿著 新潮社 日本文芸書 11/19

12 氷の仮面 塩田武士著 新潮社 日本文芸書 11/19

13 ジュンのための６つの小曲 古谷田奈月著新潮社 日本文芸書 11/19

14 太陽・惑星 ※「太陽」は第４５回新潮新人賞受賞作品上田岳弘著 新潮社 日本文芸書 11/25

15 波の音が消えるまで　上 沢木耕太郎著新潮社 日本文芸書 11/18

16 波の音が消えるまで　下 沢木耕太郎著新潮社 日本文芸書 11/18

17 フィルムノワール／黒色影片 矢作俊彦著 新潮社 日本文芸書 11/25

18 ぐるぐる登山 高橋陽子著 中央公論新社 日本文芸書 11/6

19 稽古長屋 音わざ吹き寄せ 奥山景布子著 文藝春秋 日本文芸書 11/13

20 注文の多い美術館　美術探偵・神永美有 門井慶喜著 文藝春秋 日本文芸書 11/21

21 泣き虫弱虫諸葛孔明　第４部 酒見賢一著 文藝春秋 日本文芸書 11/19

22 伶也と 椰月美智子著文藝春秋 日本文芸書 11/11

23 ＧＯＳＩＣＫ　ＢＬＵＥ 桜庭一樹著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 11/27

24 水やりはいつも深夜だけど 窪美澄著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 11/13

25 アルタッドに捧ぐ ※第５１回文藝賞受賞作品金子薫著 河出書房新社 日本文芸書 11/10

26 死にたくなったら電話して ※第５１回文藝賞受賞作品李龍徳（イ・ヨンドク）著河出書房新社 日本文芸書 11/10

27 決戦！関ヶ原 葉室麟著
冲方丁著
伊東潤著講談社 日本文芸書 11/18

28 ＴＡＴＳＵＭＡＫＩ　特命捜査対策室７係 曽根圭介著 講談社 日本文芸書 11/19

29 私の命はあなたの命より軽い 近藤史恵著 講談社 日本文芸書 11/12

30 鳩の撃退法　上 佐藤正午著 小学館 日本文芸書 11/14

31 鳩の撃退法　下 佐藤正午著 小学館 日本文芸書 11/14

32 逢魔（オウマ） 唯川恵著 新潮社 日本文芸書 11/25

33 図書館奇譚 村上春樹著
カット・メンシック絵新潮社 日本文芸書 11/25

34 夜の木の下で 湯本香樹実著新潮社 日本文芸書 11/25

35 誤断 堂場瞬一著 中央公論新社 日本文芸書 11/20

36 認知の母にキッスされ ねじめ正一著 中央公論新社 日本文芸書 11/6

37 暗黒寓話集 島田雅彦著 文藝春秋 日本文芸書 11/26

38 陰陽師　螢火ノ巻 ( 陰陽師シリーズ１４) 夢枕獏著 文藝春秋 日本文芸書 11/13

39 キャプテンサンダーボルト 阿部和重著
伊坂幸太郎著文藝春秋 日本文芸書 11/26

40 慶應本科と折口信夫　 ( いとま申して２ ) 北村薫著 文藝春秋 日本文芸書 11/20

41 忙中閑語 安野光雅著 朝日新聞出版 日本文芸書 11/5

42 店長がいっぱい（仮） 山本幸久著 光文社 日本文芸書 11/13

43 鳳雛（ホウスウ）の夢 上田秀人著 光文社 日本文芸書 11/13

44 地図とスイッチ 朝倉かすみ著 実業之日本社 日本文芸書 11/

45 オルゴーリェンヌ ( ミステリ・フロンティア) 北山猛邦著 東京創元社 日本文芸書 11/21

46 密室館殺人事件 ( 名探偵の証明２ ) 市川哲也著 東京創元社 日本文芸書 11/12

47 化石少女 麻耶雄嵩著 徳間書店 日本文芸書 11/12

48 ニルヤの島 ※ハヤカワＳＦシリーズ　Ｊコレクション／ 第２回ハヤカワＳＦコンテスト大賞受賞作品柴田勝家著 早川書房 日本文芸書 11/20

49 続・作家の遊び方（仮） 伊集院静著 双葉社 日本文芸書 11/18

50 たった、それだけ 宮下奈都著 双葉社 日本文芸書 11/11
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51 舎人の部屋 花村萬月著 双葉社 日本文芸書 11/18

52 みんなの少年探偵団 ( 江戸川乱歩生誕１２０年記念プロジェクト) 万城目学／湊かなえ／小路幸也／向井湘吾／藤谷治著ポプラ社 日本文芸書 11/

53 つちくれさん 仁木英之著 朝日新聞出版 日本文芸書 11/5

54 ヤモリ、カエル、シジミチョウ 江國香織著 朝日新聞出版 日本文芸書 11/5

55 未来へ…… 新井素子著 角川春樹事務所日本文芸書 11/13

56 狂信者 江上剛著 幻冬舎 日本文芸書 11/10

57 ナオミとカナコ 奥田英朗著 幻冬舎 日本文芸書 11/10

58 １９８１年の一つだけの花 五十嵐貴久著 幻冬舎 日本文芸書 11/下

59 名探偵、溝ノ口に現る。（仮） 東川篤哉著 幻冬舎 日本文芸書 11/10

60 インデックス 誉田哲也著 光文社 日本文芸書 11/13

61 ボルケイノ・ホテル 谷村志穂著 光文社 日本文芸書 11/13

62 パスティス　大人のアリスと三月兎のお茶会 中島京子著 筑摩書房 日本文芸書 11/10

63 花野に眠る　秋葉図書館の四季 森谷明子著 東京創元社 日本文芸書 11/28

64 化土記（ケトウキ） 北原亞以子著 ＰＨＰ研究所 日本文芸書 11/7

65 天使の羽ばたき ポール・ホフマン著
金原瑞人訳　　　　　　井上里訳講談社 外国文芸書 11/20

66 マリアが語り遺したこと ( 新潮クレスト・ブックス) コルム・トビーン著
栩木伸明訳新潮社 外国文芸書 11/27

67 カウントダウン・シティ ※ハヤカワ・ミステリ ／フィリップ・Ｋ・ディック賞受賞作品ベン・Ｈ・ウィンタース著
上野元美訳早川書房 外国文芸書 11/6

68 繊細な真実 ( ハヤカワ・ノヴェルズ) ジョン・ル・カレ著
加賀山卓朗訳早川書房 外国文芸書 11/20

69 ファビアン　あるモラリストの物語 エーリヒ・ケストナー著
丘沢静也訳みすず書房 外国文芸書 11/下

70 おもち　Ｔｈｅ　ＭＯＣＨＩ　ｒｅｃｉｐｅ　ｂｏｏｋ 入江亮子監修・料理成美堂出版 くらしの実用書11/25

71 おいしい！　やわらかレシピ 河野雅子著
斎藤一郎・医学部分監修永岡書店 くらしの実用書11/10

72 いつでも手づくりルームシューズ　はる　なつ　あき　ふゆ 日本ヴォーグ社くらしの実用書11/7

73 図解　超入門　はじめての資産運用 大竹のり子監修 学研マーケティングビジネス・くらしの経済11/25

74 ぐるっと！原価 吉田延史著 すばる舎 ビジネス・くらしの経済11/8

75 会社の未来は女性が拓く！ 植田寿乃著 日本経済新聞出版社ビジネス・くらしの経済11/19

76 年収３００万円からのふるさと納税 森永卓郎著 ぱる出版 ビジネス・くらしの経済11/3

77 大人になって読む経済学の教科書 江口匡太著 ミネルヴァ書房ビジネス・くらしの経済11/下

78 壁塗り実例＆実践百科 ( 学研ムック　ＤＩＹシリーズ) ドゥーパ！編集部編学研マーケティングすまいと住宅 11/5

79 高層建築が一番わかる ( しくみ図解 ) 五十嵐太郎著
佐藤考一ほか著技術評論社 すまいと住宅 11/20

80 とっておきのひと鉢づくり 明るい部屋著 グラフィック社 すまいと住宅 11/5
81 おいしい野菜がたくさんできる！　土・肥料の作り方・使い方 西東社 すまいと住宅 11/中

82 女性なら知っておきたい「遺伝性がん」のこと( 健康ライブラリー ) 市川喜仁著 講談社 健康と家庭の医学11/25

83 頭痛薬が効かない頭痛になったとき読む本( 健康ライブラリー ) 寺本純著 講談社 健康と家庭の医学11/7

84 脳卒中の重度マヒでもあきらめない！腕が上がる手が動くリハビリ・ハンドブック( 健康ライブラリー ) 安保雅博監修 講談社 健康と家庭の医学11/21

85 甲状腺の病気 野口仁志監修 主婦の友社 健康と家庭の医学11/25
86 痛いところから分かる　骨・関節・神経の逆引診断事典（仮） 井尻慎一郎著 創元社 健康と家庭の医学11/14
87 スーパー図解　慢性腎臓病（ＣＫＤ） 富野康日己著 法研 健康と家庭の医学11/13
88 １００歳まで元気！　寝たきりにならない簡単体操と食事法 熊谷嘉輝監修 池田書店 教育と福祉 11/21
89 家庭で学校で使える　子どもの発達障害事典（仮） 原仁編 合同出版 教育と福祉 11/下
90 大人ごはんから取り分ける　赤ちゃんごはん 宗祥子著 主婦と生活社 教育と福祉 11/28
91 はじめての保育園　保活から園生活まですべてがわかる 保育園を考える親の会編主婦と生活社 教育と福祉 11/14
92 オールカラー図解　すぐに使える介護術（仮） 橋本正明監修 西東社 教育と福祉 11/上
93 相続対策の９割は遺言書で決まる 本田桂子著 家の光協会 くらしの法律 11/27
94 トピックス憲法 大林啓吾ほか著 三省堂 くらしの法律 11/28
95 身の回りのトラブル解決　町内会・自治会編 水津陽子著 実業之日本社 くらしの法律 11/28
96 オン・ザ・マップ　地図と人類の物語 サイモン・ガーフィールド著
黒川由美訳太田出版 歴史と紀行 11/28
97 日本の古代道路　道路は社会をどう変えたのか 近江俊秀著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ歴史と紀行 11/20

98 階級の日本近代史 ( 講談社選書メチエ ) 坂野潤治著 講談社 歴史と紀行 11/10

99 徹底解剖！東京駅１００年　過去　現在　そして未来へ( ＪＴＢの交通ムック ) ＪＴＢパブリッシング歴史と紀行 11/27

100 熱風の日本史 井上亮著 日本経済新聞出版社歴史と紀行 11/21
101 チベットに舞う日本刀　モンゴル騎兵の現代史 楊海英（ﾖｳｶｲｴｲ）著文藝春秋 歴史と紀行 11/上
102 和歌のルール 渡部泰明編 笠間書院 日本の文化 11/4
103 日本の伝統文化しきたり事典 中村義裕著 柏書房 日本の文化 11/25

104 昭和の結婚 ( らんぷの本 ) 小泉和子編 河出書房新社 日本の文化 11/17



2014年11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

105 あらもの図鑑 ( とんぼの本 ) 松野弘編 新潮社 日本の文化 11/27

106 不採用語辞典（仮） 飯間浩明著 ＰＨＰ研究所 日本の文化 11/25

107 納豆の起源　照葉樹林文化論から考える( ＮＨＫブックス ) 横山智著 ＮＨＫ出版 世界の文化 11/22

108 レモンの歴史 ( 「食」の図書館 ) トビー・ゾンネマン著
高尾菜つこ訳原書房 世界の文化 11/下

109 アメリカ最強の特殊戦闘部隊が「国家の敵」を倒すまで NO　ＥＡＳＹ　ＤＡＹマーク・オーウェン著
ケヴィン・マウラー著
熊谷千寿訳講談社 現代社会 11/17
110 文藝春秋オピニオン２０１５年の論点１００ 文藝春秋 現代社会 11/13

111 ジャスミンの残り香　「アラブの春」がかえたもの※第１２回開高健ノンフィクション賞受賞作品田原牧著 集英社 現代社会 11/26

112 そうだったのか！　朝鮮半島 池上彰著 集英社 現代社会 11/26

113 ビッグデータの罠 ( 新潮選書 ) 岡嶋裕史著 新潮社 現代社会 11/27
114 実家の活かし方　相続した実家を空き家にしないための活用術 千葉利宏著
谷内信彦著日経ＢＰマーケティング現代社会 11/18
115 数学史　数学５０００年の歩み 中村滋著
室井和男著共立出版 サイエンス 11/23
116 活断層でわかる！地盤の「今」と「未来」 渡辺満久著 日経ＢＰマーケティングサイエンス 11/18
117 世界でもっとも正確な長さと重さの物語 ロバート・Ｐ・クリース著　　　　　　　　　　　　　吉田三知世訳日経ＢＰマーケティングサイエンス 11/19

118 富士山大噴火と日本の火山（仮） ( Ｎｅｗｔｏｎ別冊 ) ニュートンプレスサイエンス 11/27

119 ぼくは物覚えが悪い　健忘症患者Ｈ・Ｍの生涯 スザンヌ・コーキン著
鍛原多恵子訳早川書房 サイエンス 11/21

120 猫的感覚　動物行動学が教えるネコの心理※Ｉｎｄｅｐｅｎｄｅｎｔ　Ｐｕｂｌｉｓｈｅｒ　Book　Awards　Gold　Medal賞受賞作ジョン・ブラッドショー著
羽田詩津子訳早川書房 サイエンス 11/21

121 アインシュタインの逆オメガ　脳の進化から教育を考える 小泉英明著 文藝春秋 サイエンス 11/12
122 ニホンヤモリ夜な夜な観察記（仮） 鈴木欣司著
鈴木悦子著緑書房 サイエンス 11/上

123 ネットを支えるオープンソース　ソフトウェアの進化( 角川インターネット講座２) まつもとゆきひろ著ＫＡＤＯＫＡＷＡテクノロジー 11/20

124 シニアが使いやすいウェブサイトの基本ルール グラフィック社編集部編グラフィック社 テクノロジー 11/5
125 図解でよくわかる植物工場のきほん 古在豊樹監修 誠文堂新光社 テクノロジー 11/17
126 図解　燃料電池技術（仮） 燃料電池開発情報センター編日刊工業新聞社テクノロジー 11/26

127 粉体の科学 ( おもしろサイエンス) 内藤牧男著
牧野尚夫著　　　　　　　野田直稀著日刊工業新聞社テクノロジー 11/20

128 小惑星探査機「はやぶさ２」の挑戦（仮） 松浦晋也著 日経ＢＰマーケティングテクノロジー 11/18
129 ゼロから始める　トライアスロン入門 白戸太朗監修 ＫＡＤＯＫＡＷＡ芸術・スポーツ11/14
130 一流選手になるためのスポーツビジョン・トレーニング 石垣尚男著 講談社 芸術・スポーツ11/20
131 日本画　名作から読み解く技法の謎 東京藝術大学大学院保存修復日本画研究室監修世界文化社 芸術・スポーツ11/5
132 はるかなる野球大国をたずねて 田代学著 東京書籍 芸術・スポーツ11/25
133 絵本作家ターシャ・テューダー 内藤里永子著 ＫＡＤＯＫＡＷＡライブラリアン11/14
134 本の力　これから出版界は何をすべきか 高井昌史著 ＰＨＰ研究所 ライブラリアン11/20
135 村上春樹を読む午後 湯川豊著
小山鉄郎著文藝春秋 ライブラリアン11/下

136 おとのさま、ひこうきにのる ( おとのさまシリーズ３) 中川ひろたか作
田中六大絵佼成出版社 児童読み物 11/17

137 かぐやのかご ( こころのつばさシリーズ) 塩野米松作
はまのゆか絵佼成出版社 児童読み物 11/17

138 くるみわり人形　 ( クラシックバレエ　おひめさま物語２) 斉藤洋文
わたべめぐみ絵講談社 児童読み物 11/10

139 魔女バジルと魔法のつえ ( わくわくライブラリー) 茂市久美子作
よしざわけいこ絵講談社 児童読み物 11/

140 キャンディーがとけるまで もとしたいづみ作
石井聖岳画集英社 児童読み物 11/21
141 ないしょに　かんぱい！ 宮川ひろ作
小泉るみ子絵童心社 児童読み物 11/20
142 わたしのひみつ 石津ちひろ作
きくちちき絵童心社 児童読み物 11/20

143 やっぱりノミタくん！ ( 絵本の部屋 ) ヘレン・スティーヴンズ作・絵
せなあいこ訳評論社 児童読み物 11/20

144 パンツはながれる ( ランドセルブックス) 林正博文
殿内真帄絵福音館書店 児童読み物 11/5

145 メリーさんのひつじ ( 世界傑作絵本シリーズ) ウィル・モーゼス作・絵
こうのすゆきこ訳福音館書店 児童読み物 11/5

146 いかだにのって とよたかずひこ作・絵アリス館 児童読み物 11/上7

147 まばたき ( えほんのぼうけん６７) 穂村弘作
酒井駒子絵岩崎書店 児童読み物 11/25

148 ルゥルゥおはなしして たかどのほうこ作・絵岩波書店 児童読み物 11/19
149 続・１２月の夏休み　ケンタとミノリのつづきの冒険日記 川端裕人作
杉田比呂美絵偕成社 児童読み物 11/20
150 まほろ姫とブッキラ山の大テング なかがわちひろ作・絵偕成社 児童読み物 11/11

151 銀の扉 ( 勇者ライと３つの扉２) エミリー・ロッダ著
岡田好惠訳ＫＡＤＯＫＡＷＡ児童読み物 11/14

152 おばあちゃんのななくさがゆ ( クローバーえほんシリーズ) 野村たかあき作・絵佼成出版社 児童読み物 11/17

153 いえのおばけずかん ( 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 11/17

154 家庭科室の日曜日 ( 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 11/10

155 はくぶつかんのひみつ ( としょかんねずみ４　) ダニエル・カーク作・絵
わたなべてつた訳瑞雲舎 児童読み物 11/15

156 遠い日の呼び声 ( ウェストール短編集) ロバート・ウェストール作
野沢佳織訳徳間書店 児童読み物 11/12

157 こぶたのぶーぷ ( 福音館創作童話シリーズ) 西内ミナミ作
真島節子絵福音館書店 児童読み物 11/12

158 フワフワさんは　けいとやさん 日本傑作絵本シリーズ樋勝朊巳文・絵 福音館書店 児童読み物 11/12
159 てぶくろのふたご 二宮由紀子作
フィリケえつこ絵理論社 児童読み物 11/19
160 キッズペディア　科学館 小学館編
日本科学未来館／筑波大学附属小学校監修小学館 児童ノンフィクション11/28

161 イルカのひみつ　 ( 飼育員さんおしえて！) 松橋利光写真
池田菜津実文新日本出版社 児童ノンフィクション11/21
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162 日本の寺院 ( これだけは知っておきたい教科書に出てくる神社仏閣１　全２巻) 教科書に出てくる日本の神社仏閣編集委員会著汐文社 児童ノンフィクション11/下

163 もしも表とグラフがなかったら？ ( 表とグラフを使おう！ 自由研究・プレゼンにチャレンジ２　全３巻) 渡辺美智子監修 汐文社 児童ノンフィクション11/下

164 スピード勝負！　夏の競技 ( まるわかり！ パラリンピック１　２配　全５巻) 日本障がい者スポーツ協会編文研出版 児童ノンフィクション11/25

165 どうしたら参加できる？ ( Ｑ＆Ａでわかる！ はじめてのスポーツボランティア３　全４巻) 日本スポーツボランティアネットワーク監修ベースボール・マガジン社児童ノンフィクション11/7

166 ビジュアル版　世界の歴史 増田ユリヤ日本語版監修ポプラ社 児童ノンフィクション11/19

167 善玉も悪玉もいる　細菌のはたらき ( のぞいてみようウイルス・細菌・真菌　図鑑２　全３巻) 北元憲利著 ミネルヴァ書房児童ノンフィクション11/上

168 タヌキ ( 北国からの動物記) 竹田津実文・写真アリス館 児童ノンフィクション11/7

169 なんでもまる見え大図鑑 左巻健男日本語版監修
ジャクリーン・ミットンほか著河出書房新社 児童ノンフィクション11/25

170 調べてみよう、書いてみよう ( 世の中への扉 ) 最相葉月著 講談社 児童ノンフィクション11/20

171 新聞はあなたと世界をつなぐ窓 木村葉子著 汐文社 児童ノンフィクション11/中

172 地図博士になろう！　基本から歴史・最新技術まで( 楽しい調べ学習シリーズ) 梅澤真一監修 ＰＨＰ研究所 児童ノンフィクション11/25

173 食べているのは生きものだ ( 福音館の科学シリーズ) 森枝卓士文・写真福音館書店 児童ノンフィクション11/12

174 ただいま稽古中 ( シロガラス３　 ) 佐藤多佳子著　　　　　　　　　　　　　　鶴田謙二イラスト偕成社 ヤングアダルト11/20

175 世界の見方が変わる「数学」入門 ( １４歳の世渡り術 ) 桜井進著 河出書房新社 ヤングアダルト11/25

176 死神うどんカフェ１号店　三杯目 ( ＹＡ！　ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ) 石川宏千花著 講談社 ヤングアダルト11/27

177 声優さんになりたいっ！ ８１プロデュース監修
仲川僚子著講談社 ヤングアダルト11/27

178 ハデスの館 ( オリンポスの神々と７人の英雄４) リック・リオーダン作
金原瑞人ほか訳ほるぷ出版 ヤングアダルト11/中

179 ブロード街の１２日間 デボラ・ホプキンソン著
千葉茂樹訳あすなろ書房 ヤングアダルト11/1
180 僕は小説が書けない 中村航著
中田永一著ＫＡＤＯＫＡＷＡヤングアダルト11/1
181 学びの技　１４歳からの探求・論文・プレゼンテーション 後藤芳文著
伊藤史織著
登本洋子著玉川大学出版部ヤングアダルト11/5


