
2015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 今日も一日きみを見てた 角田光代著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 1/29
2 警視庁文書捜査官 麻見和史著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 1/28

3 ラスト・ワルツ 柳広司著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 1/15

4 妄想科学小説 赤瀬川原平著 河出書房新社 日本文芸書 1/15
5 愛と人生 滝口悠生著 講談社 日本文芸書 1/14
6 恋路ヶ島サービスエリアとその夜の獣たち 森晶麿著 講談社 日本文芸書 1/20
7 砂漠の青がとける夜 ※第２７回小説すばる新人賞受賞作品中村理聖著 集英社 日本文芸書 2/3
8 狗賓（グヒン）童子の島 飯嶋和一著 小学館 日本文芸書 1/28
9 でんでら国 平谷美樹著 小学館 日本文芸書 1/14

10 波に乗る はらだみずき著 小学館 日本文芸書 1/29
11 サナキの森 ※２０１４年第１回新潮ミステリー大賞受賞作品彩藤アザミ著 新潮社 日本文芸書 1/22
12 ソラシド 吉田篤弘著 新潮社 日本文芸書 1/30
13 指の骨 ※第４６回新潮新人賞受賞作品高橋弘希著 新潮社 日本文芸書 1/30
14 谷崎潤一郎の恋文 松子・重子姉妹との書簡集 谷崎潤一郎著
千葉俊二編中央公論新社 日本文芸書 1/10
15 創業社長死す 高杉良著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 1/29
16 透明カメレオン 道尾秀介著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 1/29
17 パノララ 柴崎友香著 講談社 日本文芸書 1/14
18 叛徒（ハント） 下村敦史著 講談社 日本文芸書 1/20
19 悪足掻きの跡始末 厄介弥三郎 佐藤雅美著 講談社 日本文芸書 1/19
20 暗闇・キッス・それだけで 森博嗣著 集英社 日本文芸書 1/26
21 島と人類 ※第３８回すばる文学賞受賞作品足立陽著 集英社 日本文芸書 2/3
22 みずうみのほうへ ※第３８回すばる文学賞受賞作品上村亮平著 集英社 日本文芸書 2/3
23 サーカスの夜に 小川糸著 新潮社 日本文芸書 1/30
24 絶唱 湊かなえ著 新潮社 日本文芸書 1/22
25 冷蔵庫を抱きしめて 荻原浩著 新潮社 日本文芸書 1/22
26 賢者の愛 山田詠美著 中央公論新社 日本文芸書 1/10
27 保春院義姫 高橋義夫著 中央公論新社 日本文芸書 1/25
28 連作集 エベナ（仮） 椎名誠著 文藝春秋 日本文芸書 1/下
29 桑港（ソウコウ）特急 山本一力著 文藝春秋 日本文芸書 1/29
30 奴隷小説 桐野夏生著 文藝春秋 日本文芸書 1/30
31 点をつなぐ 加藤千恵著 角川春樹事務所日本文芸書 1/中
32 神さまたちの遊ぶ庭（仮） 宮下奈都著 光文社 日本文芸書 1/15
33 心臓異色 中島たい子著 光文社 日本文芸書 1/15
34 学園天国 五十嵐貴久著 実業之日本社 日本文芸書 1/30
35 森に願いを 乾ルカ著 実業之日本社 日本文芸書 1/30
36 嗤う淑女 中山七里著 実業之日本社 日本文芸書 1/30
37 恋形見 山口恵以子著 徳間書店 日本文芸書 1/15
38 少年探偵 みんなの少年探偵団 小路幸也著 ポプラ社 日本文芸書 1/14
39 壊れた自転車でぼくはゆく 市川拓司著 朝日新聞出版 日本文芸書 1/7
40 ゆるい生活 群ようこ著 朝日新聞出版 日本文芸書 1/20
41 雨に泣いてる ※幻冬舎２０周年記念特別作品真山仁著 幻冬舎 日本文芸書 1/27
42 サーカスナイト よしもとばなな著 幻冬舎 日本文芸書 1/21
43 三成の不思議な条々 岩井三四二著 光文社 日本文芸書 1/15
44 探偵・竹花 帰り来ぬ青春 藤田宜永著 双葉社 日本文芸書 1/20
45 我が心の底の光 貫井徳郎著 双葉社 日本文芸書 1/20
46 悲嘆の門 上 宮部みゆき著 毎日新聞社 日本文芸書 1/中
47 悲嘆の門 下 宮部みゆき著 毎日新聞社 日本文芸書 1/中
48 育てて楽しむはじめてのハーブ 高浜真理子著
植松良枝著家の光協会 くらしの実用書1/28
49 アルファベット刺しゅう 佐藤ちひろ著 ＮＨＫ出版 くらしの実用書1/24
50 整える、調（ととの）える。 料理、掃除・片づけも少しずつ ワタナベマキ著 ＫＡＤＯＫＡＷＡくらしの実用書1/22
51 いたわりスープ（仮） 今泉久美著 河出書房新社 くらしの実用書1/15
52 魚焼きグリルのかんたん絶品レシピ 川上文代著 为婦と生活社 くらしの実用書1/30
53 ホットケーキミックスなら簡単！ ３００レシピ 为婦の友社編 为婦の友社 くらしの実用書1/30
54 現役ママのお弁当の裏ワザ 小さなおかず大事典（仮）( タツミムック ) 若杉由美子著 辰巳出版 くらしの実用書1/15
55 やさしいガーゼで作る手ぬいのかわいいベビーウェア 高橋恵美子著 日東書院本社 くらしの実用書1/29
56 ひらめき！食べもの加工 岡本靖史著 農山漁村文化協会くらしの実用書1/中
57 焼きいもが、好き！ 日本いも類研究会「焼きいも研究チーム」編農山漁村文化協会くらしの実用書1/下
58 紙でつくる 夢のいえづくり（仮） ムラバヤシケンジ著ＰＨＰ研究所 くらしの実用書1/22
59 ナンバーセンス（仮） カイザー・ファング著ＣＣＣメディアハウスビジネス・くらしの経済1/28
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60 ぐるっと！ マーケティング（仮） 安部徹也著 すばる舎 ビジネス・くらしの経済1/
61 労働時間改革 大内伸哉著 中央経済社 ビジネス・くらしの経済1/下
62 カンブリア宮殿 村上龍×変革者 村上龍著
テレビ東京報道局編日本経済新聞出版社ビジネス・くらしの経済1/28
63 日本建築思想史（仮） ( ａｔプラス叢書 ) 磯崎新著　　　　　　　　横手義洋／聞き手太田出版 すまいと住宅 1/
64 ハンドクラフトインテリア作例３０ Ｓｔｕｄｉｏ ＤＭ－１著誠文堂新光社 すまいと住宅 1/5
65 健康ダイエット 肥満が招く１１の病を防ぐ( 別冊ＮＨＫきょうの健康) 宮崎滋監修
ＮＨＫ出版編ＮＨＫ出版 健康と家庭の医学1/31
66 女性ホルモンを整えて幸せになる！ぽかぽか子宮のつくり方やまがたてるえ著
池川明監修河出書房新社 健康と家庭の医学1/8
67 舌を見る、動かす、食べるで健康になる！ やさしい漢方の本・舌診入門平地治美著 日貿出版社 健康と家庭の医学1/15
68 図解 中高年のための「生活習慣病」を予防する ＜検査数値＞の見方がわかる本（仮）阿久澤まさ子監修
小池弘人監修日東書院本社 健康と家庭の医学1/16
69 認知症にならない！「もの忘れ外来」徹底ガイド 奥村歩著 日本文芸社 健康と家庭の医学1/下
70 お年寄りに喜ばれる 楽しいレクリエーション ベスト５５（仮） 小林正幸著
大澤麻衣著池田書店 教育と福祉 1/中
71 保育所・幼稚園でのちいさな生き物飼育手帖 山下久美著
鋳物太郎著かもがわ出版 教育と福祉 1/5
72 在宅介護応援ブック 介護の基本Ｑ＆Ａ ( 介護ライブラリー ) 三好春樹著
東田勉編集協力講談社 教育と福祉 1/15
73 発達障害の親子ケア 親子どちらも発達障害だと思ったときに読む本( 健康ライブラリー ) 宮尾益知監修 講談社 教育と福祉 1/29
74 末期がん患者の家族のための「看取り」の教科書 吉澤明孝監修 为婦の友社 教育と福祉 1/23
75 小学生の考える力を伸ばす「国算社理」の１０００冊 白井文子著
小松田知子ほか著小学館 教育と福祉 1/28
76 発達障害の子に「ちゃんと伝わる」言葉がけ（仮） 佐々木正美著 すばる舎 教育と福祉 1/15
77 子どもをトイレ上手にする本（仮） 井桁容子監修 辰巳出版 教育と福祉 1/中
78 子どものネットトラブルに悩む親の法律相談Ｑ＆Ａ 牧野和夫編 中央経済社 くらしの法律 1/下
79 読み方・使いこなし方のコツがわかる 日本一やさしい条文・判例の教科書品川皓亮著
土井真一監修日本実業出版社くらしの法律 1/29
80 宇宙ビジネスのための宇宙法入門 青木節子著
小塚荘一郎ほか編著有斐閣 くらしの法律 1/下
81 祖国の選択 城戸久枝著 新潮社 歴史と紀行 1/16
82 航海の歴史 探検・海戦・貿易の四千年史 ブライアン・レイヴァリ著
千葉喜久枝訳創元社 歴史と紀行 1/13
83 江戸文様こよみ 熊谷博人著 朝日新聞出版 日本の文化 1/20
84 「食いもの」の神語り 言葉が伝える太古の列島食 木村紀子著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本の文化 1/22
85 ４７都道府県・肉食文化百科 成瀬宇平著
横山次郎著丸善出版 日本の文化 1/下
86 舞の本をよむ 武将が愛した舞の世界の物語 石川透編 三弥井書店 日本の文化 1/中
87 ハーブの歴史 ( 「食」の図書館 ) ゲイリー・アレン著
竹田円訳原書房 世界の文化 1/中
88 日中韓マナー・慣習基本事典 佐藤貢悦著
斎藤智文ほか著
勉誠出版 世界の文化 1/
89 デジタル時代の知識創造 変容する著作権( 角川インターネット講座３) 長尾真監修 ＫＡＤＯＫＡＷＡ現代社会 1/22
90 ファーマゲドン 安い肉に隠された知られざる真実 フィリップ・リンベリー著　　　　　　　　　　　　　イザベル・オークショット著
野中香方子訳日経ＢＰマーケティング現代社会 1/28
91 詳解 国家安全保障会議 千々和泰明著 原書房 現代社会 1/下
92 「就活」と日本社会 平等幻想の百年 ( ＮＨＫブックス ) 常見陽平著 ＮＨＫ出版 現代社会 1/29
93 プライバシー大論争 日経コンピュータ編日経ＢＰマーケティング現代社会 1/30
94 イスラム国 テロリストが国家をつくる時 ロレッタ・ナポリオーニ著
村井章子訳文藝春秋 現代社会 1/7
95 老いてさまよう ※新聞協会賞 ※菊池寛賞受賞作品毎日新聞特別報道グループ編著毎日新聞社 現代社会 1/中
96 毒と薬の科学 ( おもしろサイエンス) 佐竹元吉編著 日刊工業新聞社サイエンス 1/26
97 エボラの正体 死のウイルスの謎に迫る デビッド・クアメン著
山本光伸訳日経ＢＰマーケティングサイエンス 1/13
98 偉大なる失敗 天才科学者たちはどう間違えたか マリオ・リヴィオ著
千葉敏生訳早川書房 サイエンス 1/下
99 植物が出現し、気候を変えた デイヴィッド・ビアリング著
西田佐知子訳みすず書房 サイエンス 1/中

100 音と振動の科学 ( おもしろサイエンス) 山田伸志著 日刊工業新聞社テクノロジー 1/27
101 体系的に学ぶＷｉ－Ｆｉ／３Ｇ／４Ｇ／ＬＴＥ／ＷｉＭＡＸ 神崎洋治著　　　　　　　西井美鷹著日経ＢＰマーケティングテクノロジー 1/21
102 年譜でたどる琳派 ４００年 河野元昭監修 淡交社 芸術・スポーツ1/23
103 ドキュメンタリー映画史 エリック・バーナウ著
安原和見訳筑摩書房 芸術・スポーツ1/8
104 源流から辿る近代図書館 日本図書館史話 石山洋著 紀伊國屋書店（発売）／日外アソシエーツ（発行）ライブラリアン1/23
105 日本十進分類法 新訂１０版 ( １ 本表・補助表編／２ 使用法・相関索引編　分売不可) もりきよし原編
日本図書館協会分類委員会改訂日本図書館協会ライブラリアン1/下
106 はなちゃんの はやあるき はやあるき( いのちのえほん２４) 宇部京子文
菅野博子絵岩崎書店 児童読み物 1/23
107 踊る光 トンケ・ドラフト作
宮越暁子絵
西村由美訳岩波書店 児童読み物 1/28
108 アラスカの小さな家族 バラードクリークのボー( 文学の扉) ※２０１４年スコット・オデール賞受賞作品カークパトリック・ヒル著
ルウィン・ファム絵　　　　　　　　　　　田中奈津子訳講談社 児童読み物 1/15
109 ジゼル クラシックバレエ おひめさま物語 吉野万理子文
丹地陽子絵　　　　　　　　　　　ハイネ原作講談社 児童読み物 1/20
110 ゆうれい回転ずし たまご焼きのひみつ( 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 1/15
111 うめぼしさん かんざわとしこ文
ましませつこ絵こぐま社 児童読み物 1/下
112 おばけの たまごにいちゃん ( ひまわりえほんシリーズ) あきやまただし作・絵
鈴木出版 児童読み物 1/20
113 ロバのジョジョとおひめさま マイケル・モーパーゴ作
ヘレン・スティーヴンズ絵　　　　　　　　　　　　　　おびかゆうこ訳徳間書店 児童読み物 1/15
114 トヤのひっこし ( 世界傑作絵本シリーズ) イチンノロブ・ガンバートル文/バーサンスレン・ボロルマー絵
津田紀子訳福音館書店 児童読み物 1/21
115 ネコのナペレオン・ファミリー ( ランドセルブックス) 木坂涼文
はたこうしろう絵福音館書店 児童読み物 1/14
116 おばあちゃんからライオンをかくすには ヘレン・スティーヴンズ作・絵
さくまゆみこ訳ブロンズ新社 児童読み物 1/20
117 ねこの手かします５ ねこじたのまき ( わくわくえどうわ ) 内田麟太郎文
川端理絵絵文研出版 児童読み物 1/中
118 虫愛づる姫もどき おのりえん作
秋山あゆ子絵理論社 児童読み物 1/下
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119 妖怪きょうだい学校へ行く ( 妖怪一家九十九さん４) 富安陽子作
山村浩二絵理論社 児童読み物 1/下
120 リリコは眠れない ( スプラッシュ・ストーリーズ２１) 高楼方子作
松岡潤絵あかね書房 児童読み物 1/中
121 それいけ！ ぼっこくん 富安陽子作
小松良佳絵偕成社 児童読み物 1/20
122 おばあちゃんのひなちらし ( 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 1/30
123 子ヤギがうまれたよ 長谷川知子作・絵新日本出版社 児童読み物 1/下
124 ひなまつり編 炉・薄茶のお点前（仮） ( おしゃれさんの茶道はじめて物語３) 永井郁子作・絵 淡交社 児童読み物 2/4
125 とおくがみえるね、ムーミントロール ( ムーミンのおはなしえほん６) トーベ・ヤンソン/ラルス・ヤンソン原作・絵
当麻ゆか訳徳間書店 児童読み物 1/15
126 限界をこえる！ 夏の競技３ ( まるわかり！　パラリンピック　全５巻) 日本障がい者スポーツ協会監修文研出版 児童ノンフィクション1/25
127 下着 ( ビジュアルでわかる世界ファッションの歴史４　全５巻) ヘレン・レイノルズ文
徳井淑子監修ほるぷ出版 児童ノンフィクション1/20
128 よくわかる ＬＥＤ・発光ダイオードのしくみ( 子供の科学★サイエンスブックス) 伊藤尚未著 誠文堂新光社 児童ノンフィクション1/16
129 これだけは知っておきたい教科書に出てくる日本の神社 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1/下
130 なりたて中学生 初級編 ひこ・田中著 講談社 ヤングアダルト1/29
131 地球を初めてめぐった日本人 万次郎 岡崎ひでたか著 新日本出版社 ヤングアダルト1/24
132 シンドローム ( ボクラノＳＦシリーズ) 佐藤哲也作
西村ツチカ画福音館書店 ヤングアダルト1/14
133 コミック密売人 ( ＳＴＡＭＰ　ＢＯＯＫＳ) ピエルドメニコ・バッカラリオ作
杉本あり訳岩波書店 ヤングアダルト1/29
134 ＡＢＣ！ 曙第二中学校放送部 市川朔久子著 講談社 ヤングアダルト1/22
135 ハーフ・バッド 上 ネイサン・バーンと悪の血脈 サリー・グリーン著
田辺千幸訳早川書房 ヤングアダルト1/23
136 ハーフ・バッド 下 ネイサン・バーンと悪の血脈 サリー・グリーン著
田辺千幸訳早川書房 ヤングアダルト1/23
137 ラオス 山の村に図書館ができた ( 福音館の単行本 ) 安井清子著 福音館書店 ヤングアダルト1/14
138 歌う樹の星 ( ＴＥＥＮＳ’　ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ１４) 風野潮著 ポプラ社 ヤングアダルト1/上


