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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 お引っ越し 真梨幸子著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 3/20

2 札幌アンダーソング　間奏曲 ( 全３巻 ) 小路幸也著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 3/27

3 土方歳三　上　青春邂逅篇 富樫倫太郎著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 3/30
4 土方歳三　下　新選組血闘篇 富樫倫太郎著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 3/30
5 家康の遺言 仁志耕一郎著 講談社 日本文芸書 3/18
6 大奥の座敷童子 堀川アサコ著 講談社 日本文芸書 3/17
7 ただいまラボ 片川優子著 講談社 日本文芸書 3/17
8 夏のおわりのハル 畑野智美著 講談社 日本文芸書 3/24
9 思い出は満たされないまま 乾緑郎著 集英社 日本文芸書 3/24

10 虹 周防柳著 集英社 日本文芸書 3/26
11 人間のしわざ 青来有一著 集英社 日本文芸書 4/3
12 東京帝大叡古教授 門井慶喜著 小学館 日本文芸書 3/13
13 神様が降りてくる 白川道著 新潮社 日本文芸書 3/20
14 友は野末に　九つの短編 色川武大著 新潮社 日本文芸書 3/31
15 恋づくしー宇野千代伝 工藤美代子著 中央公論新社 日本文芸書 3/10
16 出張料理・おりおり堂　卯月～長月 安田依央著 中央公論新社 日本文芸書 3/25
17 つなわたり 小林信彦著 文藝春秋 日本文芸書 3/6
18 ひとりぼっちのあいつ 伊岡瞬著 文藝春秋 日本文芸書 3/19
19 火花 又吉直樹著 文藝春秋 日本文芸書 3/11
20 利休の闇 加藤廣著 文藝春秋 日本文芸書 3/10
21 手のひらの幻獣 三崎亜記著 集英社 日本文芸書 3/26
22 田園発　港行き自転車　上 宮本輝著 集英社 日本文芸書 4/3
23 田園発　港行き自転車　下 宮本輝著 集英社 日本文芸書 4/3
24 太宰治の辞書 北村薫著 新潮社 日本文芸書 3/31
25 小さな幸せ４６こ よしもとばなな著中央公論新社 日本文芸書 3/10
26 ナイルパーチの女子会 柚木麻子著 文藝春秋 日本文芸書 3/26
27 マリコ、カンレキ！ 林真理子著 文藝春秋 日本文芸書 3/20
28 誓約 薬丸岳著 幻冬舎 日本文芸書 3/17
29 ゼロデイ 福田和代著 幻冬舎 日本文芸書 3/17
30 それを愛とは呼ばず 桜木紫乃著 幻冬舎 日本文芸書 3/10
31 春雷 ( 羽根藩シリーズ３ ) 葉室麟著 祥伝社 日本文芸書 3/10
32 断裂回廊 逢坂剛著 徳間書店 日本文芸書 3/20
33 無限のビィ 朱川湊人著 徳間書店 日本文芸書 3/10
34 恐怖の緑魔帝王 芦原すなお著 ポプラ社 日本文芸書 3/4
35 単細胞にも意地がある ( ナマコのからえばり１０ ) 椎名誠著 毎日新聞社 日本文芸書 3/11
36 ＥＰＩＴＡＰＨ（エピタフ）東京 恩田陸著 朝日新聞出版 日本文芸書 3/6
37 公事宿事件書留帳　冤罪凶状 澤田ふじ子著 幻冬舎 日本文芸書 3/12
38 洪水の年　上 ( 全２巻 ) マーガレット・アトウッド著 佐藤アヤ子訳岩波書店 外国文芸書 3/24
39 イザベルに　ある曼荼羅 アントニオ・タブッキ著 和田忠彦訳河出書房新社 外国文芸書 3/25
40 それはどっちだったか（仮） マーク・トウェイン著 里内克巳訳彩流社 外国文芸書 3/25
41 ヴォルテール、ただいま参上！ ( 新潮クレスト・ブックス ) ハンス・ヨアヒム＝シェートリヒ著 松永美穂訳 新潮社 外国文芸書 3/31
42 サリンジャーと過ごした日々 ジョアンナ・ラコフ著 井上里訳柏書房 外国文芸書 3/25
43 無意味の祝祭 ミラン・クンデラ著 西永良成訳河出書房新社 外国文芸書 3/25
44 パールストリートのクレイジー女たち トレヴェニアン著 江國香織訳集英社 外国文芸書 4/3
45 おうちで、できたて！　パン屋さんのサンドイッチ 岩﨑啓子著 新星出版社 くらしの実用書3/16
46 寝かせおかず　時間が経つほどおいしくなる　まとめて仕込む作りおきレシピ青木敦子著 誠文堂新光社 くらしの実用書3/5
47 はじめて作る和菓子のいろは 宇佐美桂子著 高根幸子著世界文化社 くらしの実用書3/11
48 野菜のマリネとおかずサラダ 庄司いずみ著 世界文化社 くらしの実用書3/19
49 子どもと暮らす　ラクに片付く部屋づくり（仮） 宇高有香著 辰巳出版 くらしの実用書3/5
50 ひだパン 飛田和緒著 東京書籍 くらしの実用書3/4
51 着物地で作る　キッズとベビーのおでかけ服（仮） 安楽きわ著 日東書院本社 くらしの実用書3/13
52 ３６５日しっかり朝ごはん 浜内千波著 日本文芸社 くらしの実用書3/5
53 手作りしたい女の子のドレス ( レディブティックシリーズ３９５８) ブティック社 くらしの実用書3/12
54 見てわかるバイクメンテナンス＆洗車完全ガイド　【スクーター対応】 太田潤著 池田書店 くらしの実用書3/13
55 江戸時代の先祖と出会う　自分でつくる２００年家系図 橋本雅幸著 旬報社 くらしの実用書3/1
56 宇治抹茶問屋４代目が教える　お抹茶のすべて 桑原秀樹監修 誠文堂新光社 くらしの実用書3/5
57 世界のじゃがいも料理 誠文堂新光社編誠文堂新光社 くらしの実用書3/6
58 ＮＨＫ「あさイチ」　お金が貯まる財布のひみつ 横山光昭著 伊豫部紀子著新潮社 ビジネス・くらしの経済3/31
59 １５００万人の働き手が消える２０４０年問題 野口悠紀雄著 ダイヤモンド社ビジネス・くらしの経済3/5
60 トコトンやさしい物流の本 ( 今日からモノ知りシリーズ) 鈴木邦成著 日刊工業新聞社ビジネス・くらしの経済3/20
61 宇沢弘文の経済学　社会的共通資本の論理 宇沢弘文著 日本経済新聞出版社ビジネス・くらしの経済3/16
62 ケースで学ぶ　社員の不祥事・トラブルの予防と対策 清見勝利監修 本間邦弘著日本経済新聞出版社ビジネス・くらしの経済3/20
63 起業の疑問と不安がなくなる本 中野裕哲著 日本実業出版社ビジネス・くらしの経済3/12
64 育てておいしい　ヘルシー植物 ( 生活実用シリーズ　ＮＨＫ趣味の園芸ビギナーズ) 池上文雄監修 ＮＨＫ出版編ＮＨＫ出版 すまいと住宅 3/18
65 こだわり野菜づくり　品種ガイドブック ( 学研ムック ) 学研マーケティングすまいと住宅 3/14
66 １４歳からのケンチク学 五十嵐太郎編 彰国社 すまいと住宅 3/23
67 図解でよくわかる農業のきほん 堀江武監修 誠文堂新光社 すまいと住宅 3/2
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68 由来がわかる　山野草の呼び名事典 亀田龍吉著・写真世界文化社 すまいと住宅 3/20
69 人もペットも気をつけたい　園芸有毒植物図鑑 土橋豊著 淡交社 すまいと住宅 3/17
70 もっと知りたいル・コルビュジエ　生涯と作品 林美佐著 東京美術 すまいと住宅 3/12
71 農家が教えるキュウリ・ウリ類つくり 農文協編 農山漁村文化協会すまいと住宅 3/1
72 プランターの田畑リレー栽培　用土を変えずに連作できる 中島康甫著 農山漁村文化協会すまいと住宅 3/10
73 世界遺産　姫路城を鉄骨でつつむ。 文藝春秋編 文藝春秋 すまいと住宅 3/11
74 今すぐできる！　肩こり・首痛を治す３２のルール( 健康図解 ) 檜垣暁子監修 学研マーケティング健康と家庭の医学3/11
75 女性のアスペルガー症候群 ( 健康ライブラリーイラスト版) 宮尾益知監修 講談社 健康と家庭の医学3/10
76 食物アレルギーは生活習慣病（仮） 中川静紀著 山本智子著 二瓶敦子著合同出版 健康と家庭の医学3/10
77 腎臓を長持ちさせる安心献立レシピ 忍田聡子監修 主婦の友社 健康と家庭の医学3/20
78 寝たまんまできる〈病気封じ〉体操 健康編集部編 主婦の友社 健康と家庭の医学3/13
79 １０歳若返る！　姿勢バイブル ( ＬＡＤＹ　ＢＩＲＤ　小学館実用シリーズ) 中村格子著 小学館 健康と家庭の医学3/18
80 ビジュアル版　東洋医学　漢方薬・生薬の教科書 花輪壽彦監修 新星出版社 健康と家庭の医学3/18
81 ６０歳からのスロートレーニング（仮） 石井直方監修 日東書院本社 健康と家庭の医学3/15
82 手づくりで元気がでる！　ハンドメイドレク（仮） 寺西恵理子著 朝日新聞出版 教育と福祉 3/31
83 この１冊であんしん　はじめての育児事典 細部千晴監修 アーク・コミュニケーションズ編朝日新聞出版 教育と福祉 3/6
84 この１冊であんしん　はじめての妊娠・出産事典 竹内正人監修 朝日新聞出版 教育と福祉 3/6
85 ０．１．２歳児　保育アイディア１００ ( 保育力ＵＰ！シリーズ ) 「あそびと環境０１２歳」指導計画チーム編著学研マーケティング教育と福祉 3/3
86 ２～５歳児　あそびアイディア１００ ( 保育力ＵＰシリーズ ) 犬飼聖二監修
鈴木翼ほか原案学研マーケティング教育と福祉 3/3
87 運動会までにどんどん子どもの足が速くなる！ 川本和久著 河出書房新社 教育と福祉 3/16
88 頭がよくなる整理術 大法まみ著 主婦と生活社 教育と福祉 3/13
89 年金世代の介護よろずお悩み相談 おちとよこ著 主婦の友社 教育と福祉 3/18
90 障害者の読書と電子書籍 日本盲人社会福祉施設協議会情報サービス部会編小学館 教育と福祉 3/25
91 子どもはみんな問題児。 中川李枝子著 新潮社 教育と福祉 3/31
92 季節のリハビリクラフト１２カ月 ( 高齢者のクラフトサロン２) 佐々木隆志監修 工房弦著誠文堂新光社 教育と福祉 3/5
93 相続で家族がもめないための「生前会議」の開き方 五十嵐明彦著 ＫＡＤＯＫＡＷＡくらしの法律 3/10
94 図解とＱ＆Ａでわかるネットトラブルの法律知識と( プロバイダへの削除依頼・開示請求の仕方) 服部真和監修 三修社 くらしの法律 3/30
95 図解で早わかり　知的財産権のしくみ 渡辺弘司監修 三修社 くらしの法律 3/30
96 家事事件手続きハンドブック　家庭裁判所利用術 矢野輝雄著 緑風出版 くらしの法律 3/1
97 ニッポン灯台紀行 岡克己著 世界文化社 歴史と紀行 3/26
98 産業遺産を旅する ( 別冊太陽　太陽の地図帖３０) 平凡社 歴史と紀行 3/28
99 日本人は日本をどうみてきたか 田中優子編 笠間書院 日本の文化 3/13

100 「青」の民俗学　地名と葬制 筒井功著 河出書房新社 日本の文化 3/10
101 はじめましての郷土玩具 甲斐みのり著 グラフィック社 日本の文化 3/5
102 女たちの平安宮廷　『栄花物語』によむ権力と性( 講談社選書メチエ ) 木村朗子著 講談社 日本の文化 3/10
103 日本まじない大全 花部英雄編著 東京堂出版 日本の文化 3/31
104 迷った時にすぐ引ける　勘違い敬語の辞典 西谷裕子編 東京堂出版 日本の文化 3/25
105 糧は野にあり　現代に息づく縄文的生活技術 かくまつとむ著 農山漁村文化協会日本の文化 3/10
106 オフ・ザ・マップ　世界から隔絶された場所 アレステア・ボネット著 夏目大訳イースト・プレス世界の文化 3/16
107 食べられる世界地図（仮）　３９の料理でめぐる世界 エクスナレッジ 世界の文化 3/31
108 弥勒の来た道 ( ＮＨＫブックス ) 立川武蔵著 ＮＨＫ出版 世界の文化 3/24
109 イギリス菓子図鑑　お菓子の由来と作り方 羽根則子著 誠文堂新光社 世界の文化 3/10
110 世界のかわいいパッチワーク・キルト 誠文堂新光社編誠文堂新光社 世界の文化 3/5
111 くさい食べもの大全 小泉武夫著 東京堂出版 世界の文化 3/25
112 記録された記憶　東洋文庫の書物からひもとく世界の歴史( 東洋文庫創立９０周年記念出版) 東洋文庫編 山川出版社 世界の文化 3/11
113 未来を変えた島の学校　隠岐島前発ふるさと再興への挑戦 山内道雄著 岩本悠ほか著岩波書店 現代社会 3/24
114 プロメテウスの罠９ 朝日新聞特別報道部著 学研マーケティング現代社会 3/10
115 海と湖の貧栄養化問題　水清ければ魚棲まず 山本民次編 花里孝幸編地人書館 現代社会 3/15
116 レジリエンスとは何か 枝廣淳子著 東洋経済新報社現代社会 3/12
117 ２０５０年からの警告 ウィリアム・ノードハウス著 藤崎香里訳日経ＢＰマーケティング現代社会 3/24
118 香港バリケード　若者たちはなぜ立ち上がったのか 遠藤誉著 明石書店 現代社会 3/5
119 防災・減災につなげる　ハザードマップの活かし方 鈴木康弘編 岩波書店 現代社会 3/27
120 解放老人　認知症がもたらす“救い”の世界 野村進著 講談社 現代社会 3/10
121 家裁調査官が見た現代の非行と家族 廣井亮一編 創元社 現代社会 3/24
122 「居場所」のない男、「時間」がない女 水無田気流著 日本経済新聞出版社現代社会 3/18
123 農畜産物・飲食品の地理的表示制度 高橋梯二著 農山漁村文化協会現代社会 3/20
124 ６度目の大量絶滅 エリザベス・コルバート著 鍛原多惠子訳ＮＨＫ出版 サイエンス 3/25
125 人類５０万年の闘い　マラリア全史 ソニア・シャー著 夏野徹也訳太田出版 サイエンス 3/31

126 火星　最新画像で見る「赤い惑星」のすべて
ジャイルズ・ス
パロウ著 日暮

河出書房新社 サイエンス 3/10

127 数学の言葉で世界を見たら 大栗博司著 幻冬舎 サイエンス 3/10
128 生物学の「ウソ」と「ホント」 池田清彦著 新潮社 サイエンス 3/18
129 錆の科学 ( おもしろサイエンス ) 堀石七生著 日刊工業新聞社サイエンス 3/26
130 地層の科学 ( おもしろサイエンス ) 西川有司著 日刊工業新聞社サイエンス 3/20
131 ＰＭ２．５危機の本質と対応 石川憲二著 日刊工業新聞社サイエンス 3/10
132 生き物の超能力２（仮） ( Ｎｅｗｔｏｎ別冊 ) ニュートンプレイスサイエンス 3/28
133 進化の謎を数字で解く アンドレアス・ワーグナー著  垂水雄二訳文藝春秋 サイエンス 3/25
134 ユーザーがつくる知のかたち　集合知の深化( 角川インターネット講座６) 西垣通著 ＫＡＤＯＫＡＷＡテクノロジー 3/23
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135 品質管理が一番わかる ( しくみ図解 ) 小林勝美監修 宇喜多義敬著 技術評論社 テクノロジー 3/5
136 ネットの危険を正しく知る、ファミリー・セキュリティ読本 一田和樹著 原書房 テクノロジー 3/15
137 風景写真の正しい撮り方 ( 学研カメラムック ) ＣＡＰＡ＆デジキャパ！編集部編 学研マーケティング芸術・スポーツ3/28
138 みるみる上達！バスケットボール基礎からマスター( 学研スポーツブックス ) 陸川章著 学研マーケティング芸術・スポーツ3/17
139 錯視芸術図鑑２　古典から最新作まで１９１点 ブラッド・ハニーカット著 北川玲訳創元社 芸術・スポーツ3/16
140 もっと知りたい片岡球子　生涯と作品 土岐美由紀著 中村麗子著 東京美術 芸術・スポーツ3/26
141 ディック・ブルーナ　ミッフィーが愛される本当の理由とは？ 森本俊司著 美術出版社 芸術・スポーツ3/25
142 ぼくのジィちゃん ( クローバーえほんシリーズ) くすのきしげのり作 吉田尚令絵佼成出版社 児童読み物 3/16
143 しろがくろのパンダです。 平田昌広文 平田景絵国土社 児童読み物 3/19
144 にしきのなかの馬 ( 童心社の絵本 ) やえがしなおこ文 つかさおさむ絵童心社 児童読み物 3/11
145 りゆうがあります（仮） ( ＰＨＰわたしのえほん ) ヨシタケシンスケ作・絵ＰＨＰ研究所 児童読み物 3/6
146 ちっちゃなトラック　レッドくんとイエローくん みやにしたつや作・絵ひさかたチャイルド児童読み物 3/13
147 ニニ、まいごになる ( 児童図書館・絵本の部屋) アニタ・ローベル作・絵 まつかわまゆみ訳評論社 児童読み物 3/27
148 おべんとう　だれと　たべる？ ( 日本傑作絵本シリーズ ) あずみ虫作・絵 福音館書店 児童読み物 3/18
149 めがねがなくてもちゃんとみえてるもん！ エリック・バークレー作・絵 木坂涼訳ブロンズ新社 児童読み物 3/10
150 マララとイクバル　パキスタンのゆうかんな子どもたち ジャネット・ウィンター作・絵 道傳愛子訳岩崎書店 児童読み物 3/11
151 ヒト　ニ　ツイテ 五味太郎作・絵 絵本塾出版 児童読み物 3/25
152 えんぴつ太郎のぼうけん ( おはなしのくに ) 佐藤さとる作 岡本順絵鈴木出版 児童読み物 3/20
153 アレハンドロの大旅行 ( 福音館創作童話シリーズ) きたむらえり作・絵福音館書店 児童読み物 3/11
154 やさしさとおもいやり（仮） ( 絵本の時間５６ ) 宮西達也作・絵 ポプラ社 児童読み物 3/18
155 契約書～夢をかなえる約束 ( 伝説のメジャーリーガー　デレク・ジーター１) デレク・ジーター著 ポール・マンテル著 日当陽子訳岩崎書店 児童ノンフィクション3/16
156 かこさとし　あそびずかん　はるのまき ( 全４巻 ) かこさとし作・絵 小峰書店 児童ノンフィクション3/25
157 巣のはなし　くふういっぱいの、いきものたちのいえ（仮） ダイアナ・アストン文 シルビア・ロング絵 千葉茂樹訳ほるぷ出版 児童ノンフィクション3/26
158 雲をつかむ尐女 藤野恵美著 講談社 ヤングアダルト3/26
159 死神うどんカフェ１号店　四杯目 ( ＹＡ！ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ) 石川宏千花著 講談社 ヤングアダルト3/10
160 医者になりたい　夢をかなえた四人の女性 島田和子作 北住ユキ絵新日本出版社 ヤングアダルト3/28
161 ウォーズ・オブ・ジャパン 磯田道史監修 宮永忠将文・構成偕成社 ヤングアダルト3/6
162 酒天童子 竹下文子作 平沢下戸絵偕成社 ヤングアダルト3/16
163 夏目漱石の読み方（仮） ( １４歳の世渡り術 ) 奥泉光著 河出書房新社 ヤングアダルト3/25
164 思春期 小手鞠るい著 講談社 ヤングアダルト3/26
165 時穴みみか 藤野千夜著 講談社 ヤングアダルト3/上


