
2015年4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 晴れ女の耳 東直子著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 4/23

2 四月は少しつめたくて 谷川直子著 河出書房新社 日本文芸書 4/6

3 動物記 高橋源一郎著 河出書房新社 日本文芸書 4/16

4 茅原家の兄妹 藤谷治著 講談社 日本文芸書 4/20

5 狐さんの恋活 北夏輝著 講談社 日本文芸書 4/8

6 テノヒラ幕府株式会社 安藤祐介著 講談社 日本文芸書 4/21

7 二度寝とは、遠くにありて想うもの 津村記久子著 講談社 日本文芸書 4/8

8 ヒア・カムズ・ザ・サン ( 東京バンドワゴン１０ ) 小路幸也著 集英社 日本文芸書 4/24

9 あぶない叔父さん 麻耶雄嵩著 新潮社 日本文芸書 4/22

10 大江健三郎＋古井由吉 対談集 大江健三郎著 古井由吉著新潮社 日本文芸書 4/28

11 女たち三百人の裏切りの書 古川日出男著 新潮社 日本文芸書 4/28

12 随想 春夏秋冬 宮城谷昌光著 新潮社 日本文芸書 4/20

13 志士の峠 植松三十里著 中央公論新社 日本文芸書 4/25

14 マインド・クァンチャ Ｔｈｅ Ｍｉｎｄ Ｑｕｅｎｃｈｅｒ 森博嗣著 中央公論新社 日本文芸書 4/25

15 若冲 澤田瞳子著 文藝春秋 日本文芸書 4/22

16 鷹ノ目 犬飼六岐著 文藝春秋 日本文芸書 4/21

17 ヌエのいた家 ※第１５２回芥川賞候補作品 小谷野敦著 文藝春秋 日本文芸書 4/下

18 閉店屋五郎 原宏一著 文藝春秋 日本文芸書 4/9

19 路傍のダムド 真藤順丈著 文藝春秋 日本文芸書 4/上

20 鬼談(ｷﾀﾞﾝ) 京極夏彦著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 4/2

21 過ぎ去りし王国の城 宮部みゆき著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 4/22

22 明日の色 新野剛志著 講談社 日本文芸書 4/21

23 山月庵茶会記 葉室麟著 講談社 日本文芸書 4/21

24 透明人間は２０４号室の夢を見る 奥田亜希子著 集英社 日本文芸書 5/1

25 持たざる者 金原ひとみ著 集英社 日本文芸書 4/24

26 夏の雷音 堂場瞬一著 小学館 日本文芸書 4/23

27 世界はゴ冗談 筒井康隆著 新潮社 日本文芸書 4/28

28 地下水路の夜 阿刀田高著 新潮社 日本文芸書 4/22

29 トットひとり 黒柳徹子著 新潮社 日本文芸書 4/28

30 孫物語 椎名誠著 新潮社 日本文芸書 4/21

31 五十坂(ｲｻｶ)家の百年 斉木香津著 中央公論新社 日本文芸書 4/25

32 界 藤沢周著 文藝春秋 日本文芸書 4/24

33 樹海 鈴木光司著 文藝春秋 日本文芸書 4/上

34 武道館 朝井リョウ著 文藝春秋 日本文芸書 4/下

35 モダン 原田マハ著 文藝春秋 日本文芸書 4/13

36 闘鬼 斎藤一 吉川永青著 ＮＨＫ出版 日本文芸書 4/25

37 いまのはなんだ？ 地獄かな（仮） 花村萬月著 光文社 日本文芸書 4/16

38 ブックのいた街 関口尚著 祥伝社 日本文芸書 4/10

39 未来恐慌 機本伸司著 祥伝社 日本文芸書 4/10

40 福家警部補の追及 ( 創元クライム・クラブ　福家警部補シリーズ４) 大倉崇裕著 東京創元社 日本文芸書 4/20

41 四季彩のサロメまたは背徳の省察 森晶麿著 早川書房 日本文芸書 4/22

42 少年時代 安野光雅著 山川出版社 日本文芸書 4/16

43 ボーイミーツガールの極端なもの 山崎ナオコーラ著イースト・プレス日本文芸書 4/15

44 リストランテ アモーレ 井上荒野著 角川春樹事務所日本文芸書 4/上

45 森は知っている 吉田修一著 幻冬舎 日本文芸書 4/21

46 ごんたくれ（仮） 西條奈加著 光文社 日本文芸書 4/16

47 ミツハの一族 乾ルカ著 東京創元社 日本文芸書 4/27

48 岩窟姫 近藤史恵著 徳間書店 日本文芸書 4/9

49 天下 家康伝 上 火坂雅志著 日本経済新聞出版社日本文芸書 4/下

50 天下 家康伝 下 火坂雅志著 日本経済新聞出版社日本文芸書 4/下

51 ジーン・ウルフの記念日の本 ( 未来の文学 ) ジーン・ウルフ著 酒井昭伸ほか訳国書刊行会 外国文芸書 4/25

52 歩道橋の魔術師 ( エクス・リブリス ) 呉明益(ｳｰﾐﾝｲｰ)著 天野健太郎訳白水社 外国文芸書 4/下

53 他人の墓の中に立ち ( ハヤカワ・ミステリ ) イアン・ランキン著 延原泰子訳早川書房 外国文芸書 4/8

54 ＮＯＶＥＬ１１， ＢＯＯＫ１８ ダーグ・ソールスター著 村上春樹訳中央公論新社 外国文芸書 4/10

55 ナポレオンに背いた「黒い将軍」（仮） ※ピュリツァー賞（伝記部門）受賞作品トム・リース著 高里ひろ訳白水社 外国文芸書 4/下
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56 紙の動物園 ( 新☆ハヤカワ・ＳＦ・シリーズ  ※ヒューゴー賞／ネビュラ賞／世界幻想文学大賞受賞作品) ケン・リュウ著 古沢嘉通訳早川書房 外国文芸書 4/22

57 忘れられた巨人 カズオ・イシグロ著 土屋政雄訳早川書房 外国文芸書 4/22

58 森のおはぎとあんこのおやつ 森百合子著 家の光協会 くらしの実用書4/20

59 ネコの看取りガイド 服部幸監修 エクスナレッジ くらしの実用書4/28

60 手作り「ジュース酵母」のパンレシピ（仮） 岡本智美著 河出書房新社 くらしの実用書4/10

61 １週間楽しめる 熟成サラダ ( 講談社のお料理ＢＯＯＫ ) 小田真規子著 講談社 くらしの実用書4/1

62 まっすぐ縫うだけでほめられ服 新星出版社編集部編新星出版社 くらしの実用書4/23

63 明日着る服 高階百合子著 日本ヴォーグ社くらしの実用書4/2

64 はじめてでもおいしくできる 梅干し・梅レシピの基本 小川睦子監修 上島亜紀料理 朝日新聞出版 くらしの実用書4/7

65 ひと目でわかる！ 食品保存事典 簡単！ 長持ち！ 節約！( 講談社の実用ＢＯＯＫ ) 島本美由紀著 講談社 くらしの実用書4/23

66 女の子のよそゆき服 特別な日のための１枚 かわいきみ子著 主婦と生活社 くらしの実用書4/17

67 一度に作れる！おとな弁当＆こども弁当（仮）( タツミムック ) 辰巳出版 くらしの実用書4/3

68 滋養ごはん 池田陽子著 検見﨑聡美著日本文芸社 くらしの実用書4/16

69 １００年レシピ ( 読売新聞家庭欄 ) 読売新聞生活部編文藝春秋 くらしの実用書4/上

70 「もらえるお金」がこんなにある！ やさしくわかる補助金・助成金のしくみと活用( 図解ビジネス ) 柏雅監修 誠文堂新光社 ビジネス・くらしの経済4/上

71 荻原博子のどんと来い、老後！ 荻原博子著 毎日新聞出版 ビジネス・くらしの経済4/16

72 寄せ植え実例もたくさん！ よくわかる多肉植物の育て方 田辺正則監修 池田書店 すまいと住宅 4/13

73 日本の名作住宅 間取り図鑑 ( ムック ) エクスナレッジ すまいと住宅 4/15

74 ローズレッスン１２か月Ｑ＆Ａ ( 別冊ＮＨＫ趣味の園芸 ) 小山内健著 ＮＨＫ出版 すまいと住宅 4/18

75 ヨーロッパのドボクを見に行こう 八馬智著 自由国民社 すまいと住宅 4/17

76 図解 規矩術の基礎と実践 大工道具研究会編誠文堂新光社 すまいと住宅 4/上

77 ＤＩＹで暮らすインテリアの本 日本ヴォーグ社すまいと住宅 4/21

78 野菜のかんたん水耕栽培 吉川泰正著 ブティック社 すまいと住宅 4/21

79 睡眠障害のなぞを解く 「眠りのしくみ」から「眠るスキル」まで( 健康ライブラリー ) 櫻井武著 講談社 健康と家庭の医学4/15

80 これからの乳房再建ＢＯＯＫ 岩平佳子著 主婦の友社 健康と家庭の医学4/30

81 図解 むし歯と歯周病を防ぐ予防と最新知識 倉治ななえ監修 日東書院本社 健康と家庭の医学4/23

82 尿道狭窄症 ( 完治できる名医の本 ) 堀口明男著 法研 健康と家庭の医学4/8

83 いちばんやさしい はじめて使う介護保険 角田とよ子監修 家の光協会 教育と福祉 4/20

84 コウケンテツのおやつめし（仮） コウケンテツ著 クレヨンハウス教育と福祉 4/25

85 在宅介護応援ブック いざという時の介護施設選び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 4/15

86 奨学金を借りるかどうするか見極めガイド 久米忠史著 合同出版 教育と福祉 4/9

87 基礎からわかる法令用語 長野秀幸著 学陽書房 くらしの法律 4/中

88 最新 訴訟のしくみ ( 図解で早わかり ) 藤田裕監修 三修社 くらしの法律 4/中

89 日本海ものがたり 世界地図からの旅 中野美代子著 岩波書店 歴史と紀行 4/22

90 江戸日本の転換点 新田開発の光と影 ( ＮＨＫ　ＢＯＯＫＳ ) 武井弘一著 ＮＨＫ出版 歴史と紀行 4/15

91 日本百名山一筆書き踏破 ～209日間7800㎞の旅 田中陽希著 ＮＨＫ出版 歴史と紀行 4/22

92 モナ・リザ・コード ダイアン・ヘイルズ著 仙名紀訳柏書房 歴史と紀行 4/24

93 地図入門 ( 講談社選書メチエ ) 今尾恵介著 講談社 歴史と紀行 4/10

94 豊臣大坂城 ( 新潮選書 ) 笠谷和比古著 黒田慶一著新潮社 歴史と紀行 4/22

95 ナショジオが行ってみた 究極の洞窟 ナショナルジオグラフィック著日経ＢＰマーケティング歴史と紀行 4/16

96 帳簿の世界史 ジェイコブ・ソール著 村井章子訳文藝春秋 歴史と紀行 4/8

97 沢田教一写真集 齋藤光政著 山川出版社 歴史と紀行 4/下

98 もういちど読む山川世界現代史 木谷勤著 山川出版社 歴史と紀行 4/17

99 歴史好きのための古文書入門 高尾善希著 柏書房 日本の文化 4/24

100 図説 日本のインテリア（仮） ( ふくろうの本／日本の文化) 小泉和子編 河出書房新社 日本の文化 4/15

101 唄めぐり 石田千著 新潮社 日本の文化 4/28

102 賀茂御祖神社 下鴨神社のすべて ( 世界文化遺産 ) 賀茂御祖神社編 淡交社 日本の文化 4/14

103 葬式は誰がするのか 葬儀の変遷史 新谷尚紀著 吉川弘文館 日本の文化 4/20

104 西洋異形大全 エドゥアール・ブラゼー著 松平俊久監修グラフィック社 世界の文化 5/5

105 柑橘類と文明 ヘレナ・アトリー著 三木直子訳築地書館 世界の文化 4/下

106 騒音の歴史 マイク・ゴールドスミス著 府川由美恵訳 泉流星訳東京書籍 世界の文化 4/17

107 コメの歴史 ( 「食」の図書館 ) レニー・マートン著 龍和子訳原書房 世界の文化 4/下

108 フルカラー図説 グリム童話の世界（仮） 大野寿子編 勉誠出版 世界の文化 4/

109 それでもボクは会議で闘う 周防正行著 岩波書店 現代社会 4/8

110 「アラブの春」とは何だったのか 池内恵著 東京大学出版会現代社会 4/下
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111 子宮頸がんワクチン事件 斎藤貴男著 集英社 現代社会 4/24

112 葬送の仕事師たち 井上理津子著 新潮社 現代社会 4/17

113 自然災害から人命を守るための 防災教育マニュアル 柴山元彦著 戟（ホコ）忠希著創元社 現代社会 4/22

114 ハトはなぜ首を振って歩くのか ( 岩波科学ライブラリー237) 藤田祐樹著 岩波書店 サイエンス 4/17

115 １２ヶ月のお天気図鑑 武田康男著 菊池真衣著河出書房新社 サイエンス 4/22

116 生活用品の化学が一番わかる ( しくみ図解シリーズ ) 武田徳司著 平松紘実ほか著技術評論社 サイエンス 4/9

117 鉱物レシピ 結晶づくりと遊びかた さとうかよこ監修 グラフィック社 サイエンス 5/5

118 毒と薬 ( 大人のための図鑑 ) 鈴木勉監修 新星出版社 サイエンス 4/16

119 図解でよくわかる 発酵のきほん 館博監修 誠文堂新光社 サイエンス 4/7

120 変わらないために変わり続ける マンハッタンで見つけた科学と芸術 福岡伸一著 文藝春秋 サイエンス 4/下

121 ＮＥＸＴ ＷＯＲＬＤ 未来を歩くためのハンドブック ミチオ・カク序文 ＮＥＸＴ　ＷＯＲＬＤ制作班編著ＮＨＫ出版 テクノロジー 4/8

122 検索の新地平 集める、探す、見つける、眺める( 角川インターネット講座８) 高野明彦著 ＫＡＤＯＫＡＷＡテクノロジー 4/23

123 電気のことがわかる事典 戸谷次延著 西東社 テクノロジー 4/上

124 トコトンやさしい食品添加物の本 ( 今日からモノ知りシリーズ) 仲村健弘著 日刊工業新聞社テクノロジー 4/27

125 長もちの科学 ( おもしろサイエンス ) 京都工芸繊維大学 長もちの科学研究センター編日刊工業新聞社テクノロジー 4/24

126 すごい！ 磁石 宝野和博著 本丸諒著日本実業出版社テクノロジー 4/27

127 水素エネルギーの時代、核融合への夢（仮）( Ｎｅｗｔｏｎ別冊 ) ニュートンプレステクノロジー 4/27

128 正楽三代 寄席紙切り百年 新倉典生著 インプレス（発売）／ｄZERO（発行）芸術・スポーツ4/27

129 アマチュアオーケストラに乾杯！ 畑農敏哉著 ＮＴＴ出版 芸術・スポーツ4/21

130 脳が目覚める！ けん玉レッスン 日本けん玉協会編著 白澤卓二監修主婦と生活社 芸術・スポーツ4/17

131 パイプオルガン入門 楽器のしくみから名曲まで 椎名雄一郎著 春秋社 芸術・スポーツ4/5

132 はじめようロードバイク（仮） ( タツミムック【自転車日和】特別編集) 辰巳出版 芸術・スポーツ4/1

133 かわいい絵巻 ( Ｋａｗａｉｉシリーズ２ ) 上野友愛著 岡本麻美著東京美術 芸術・スポーツ4/30

134 絵本の受容 ( 絵本学講座２　全４巻 ) 石井光恵ほか編著朝倉書店 ライブラリアン 4/13

135 学校図書館スタートガイド 学校図書館スタートガイド編集委員会著少年写真新聞社ライブラリアン 4/中

136 アール・デコの「挿絵本」 鹿島茂著 東京美術 ライブラリアン 4/30

137 世界を変えた１００の本の歴史図鑑 ロデリック・ケイヴ編 樺山紘一監修原書房 ライブラリアン 4/下

138 こいぬがいっぱい わんわんわん！ スーザン・メイヤーズ作 デイヴィッド・ウォーカー絵 本友美子訳岩崎書店 児童読み物 4/7

139 こねこがいっぱい にゃんにゃんにゃん！ スーザン・メイヤーズ作 デイヴィッド・ウォーカー絵 福本友美子訳岩崎書店 児童読み物 4/7

140 豆わたし 上嶋常夫原案 岡田潤構成・絵 おおたにみねこ文岩崎書店 児童読み物 4/21

141 ことばのいたずら 五味太郎作・絵 絵本館 児童読み物 4/下

142 よるのかえりみち みやこしあきこ作・絵偕成社 児童読み物 4/14

143 おむかえ まだかな もとしたいづみ作 おかだちあき絵学研マーケティング児童読み物 4/7

144 もりのホテル ふくざわゆみこ作・絵学研マーケティング児童読み物 4/21

145 うさぎちゃん ( こどものくに傑作絵本 ) せなけいこ作・絵金の星社 児童読み物 4/上

146 ともだちって だれのこと？ 岩瀬成子作 中沢美帆絵佼成出版社 児童読み物 4/30

147 いちねんせいの１年間 さんかんびに おめでとう( 講談社の創作絵本 ) くすのきしげのり作 つがねちかこ絵講談社 児童読み物 4/22

148 おんみょうじ 鬼のおっぺけぽー ( 講談社の創作絵本 ) 夢枕獏作 大島妙子絵講談社 児童読み物 4/16

149 ねこの そら ( 講談社の創作絵本 ) きくちちき作・絵 講談社 児童読み物 4/20

150 セイウチくんをさがせ！！ ( 児童図書館・絵本の部屋) スティーヴン・サヴェッジ作・絵評論社 児童読み物 4/下

151 カワと７にんのむすこたち クルドのおはなし( 日本傑作絵本シリーズ ) アマンジ・シャクリー文 野坂悦子文 おぼまこと絵福音館書店 児童読み物 4/15

152 あなたを まつ あいだに エミリー・ヴァスト作・絵 河野万里子訳ほるぷ出版 児童読み物 4/中

153 だれかさん 今森光彦切り絵 内田麟太郎文アリス館 児童読み物 4/上

154 ちっちゃなサリーは みていたよ ジャスティン・ロバーツ文 クリスチャン・ロビンソン絵 中井はるの訳岩崎書店 児童読み物 4/9

155 ベッツィ・メイと こいぬ イーニッド・ブライトン作 ジョーン・Ｇ・ロビンソン絵 小宮由訳岩波書店 児童読み物 4/24

156 つきよのくろてん 手島圭三郎文・絵絵本塾出版 児童読み物 4/24

157 けんかともだち ( ひまわりえほんシリーズ ) 丘修三作 長谷川知子絵鈴木出版 児童読み物 4/15

158 ぼろイスのボス ダイアナ・ウィン・ジョーンズ作 佐竹美保絵 野口絵美訳徳間書店 児童読み物 4/9

159 はらぺことらたと ふしぎなクレヨン ( ＰＨＰにこにこえほん ) あまんきみこ作 広瀬弦絵ＰＨＰ研究所 児童読み物 4/1

160 ごはん ( 日本傑作絵本シリーズ ) 平野恵理子作・絵福音館書店 児童読み物 4/8

161 リンドバーグ 空飛ぶネズミの大冒険 トーベン・クールマン作・絵 金原瑞人訳ブロンズ新社 児童読み物 4/中

162 三つのまほうのおくりもの ジェイムズ・リオーダン文（再話） エロール・ル・カイン絵 なかがわちひろ訳ほるぷ出版 児童読み物 4/中

163 絵本で学ぶ イスラームの暮らし 松原直美文 佐竹美保絵あすなろ書房 児童ノンフィクション4/15

164 日本の音 日本の音楽 ( 音楽はともだち２ ) 小塩さとみ文 アリス館 児童ノンフィクション4/上

165 雲 ( ずかん ) 武田康男著 技術評論社 児童ノンフィクション4/15
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166 動物の骨 ( 骨の博物館１　全３巻 ) 遠藤秀紀監修 黒輪篤嗣訳辰巳出版 児童ノンフィクション4/3

167 えほん 障害者権利条約 ふじいかつのり著 里圭絵汐文社 児童ノンフィクション4/下

168 神社・お寺のふしぎ１００ 藤本頼生ほか監修 田中ひろみ文偕成社 児童ノンフィクション4/21

169 いもむし・ようちゅう図鑑 これはなんのようちゅうかな？ 岡島秀治監修 福田晴夫監修 岸田泰則監修学研マーケティング児童ノンフィクション4/14

170 イラスト案内 社会のしくみ図鑑 奥澤朋美文 おおつかのりこ文 菅原由美子文 のだよしこ絵玉川大学出版部児童ノンフィクション4/下

171 マグロの大研究 生態のふしぎから食文化まで( 楽しい調べ学習シリーズ ) 河野博監修 ＰＨＰ研究所 児童ノンフィクション4/24

172 アリとくらすむし ( ふしぎいっぱい写真絵本２６) 島田たく写真・文 ポプラ社 児童ノンフィクション4/上

173 渋谷ギャル店員 ひとりではじめたアフリカボランティア 栗山さやか著 金の星社 ヤングアダルト4/中

174 いのちのパレード 八束澄子著 講談社 ヤングアダルト4/16

175 タイムライダーズ１ 紀元前６５００万年からの逆襲 アレックス・スカロウ著 金原瑞人ほか訳小学館 ヤングアダルト4/15

176 タイムライダーズ２ 紀元前６５００万年からの逆襲 アレックス・スカロウ著 金原瑞人ほか訳小学館 ヤングアダルト4/15

177 誰でもない彼の秘密 マイケラ・マッコール著 小林浩子訳東京創元社 ヤングアダルト4/27

178 １０代からの情報キャッチボール入門 下村健一著 岩波書店 ヤングアダルト4/24

179 よのなかを変える技術 ( １４歳の世渡り術 ) 今一生著 河出書房新社 ヤングアダルト4/15

180 仮面の街 ※２０１２年全米図書賞（児童文学部門）受賞作品ウィリアム・アレグザンダー著 斎藤倫子訳東京創元社 ヤングアダルト4/13

181 空色バウムクーヘン 吉野万理子著 徳間書店 ヤングアダルト4/9

182 歴史を変えた１００の大発見 元素 大森充香(ｱﾂｶ)著丸善出版 ヤングアダルト4/


