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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 ＢＬＯＯＤ ＡＲＭ（ブラッドアーム） 大倉崇裕著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 5/29

2 深紅の断片 警防課救命チーム 麻見和史著 講談社 日本文芸書 5/25

3 流（リュウ） 東山彰良著 講談社 日本文芸書 5/12

4 中年だって生きている 酒井順子著 集英社 日本文芸書 5/26

5 八万遠（ヤマト） 田牧大和著 新潮社 日本文芸書 5/29

6 君が笑えば 小手鞠るい著 中央公論新社 日本文芸書 5/25

7 世界は終わりそうにない 角田光代著 中央公論新社 日本文芸書 5/25

8 マインド ( 警視庁捜査一課・碓氷弘一シリーズ６) 今野敏著 中央公論新社 日本文芸書 5/25

9 キャパへの追走 沢木耕太郎著 文藝春秋 日本文芸書 5/6

10 蒼天見ゆ 葉室麟著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 5/27

11 ラプラスの魔女 東野圭吾著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 5/12

12 可愛い世の中 山崎ナオコーラ著講談社 日本文芸書 5/19

13 決戦！大坂城 葉室麟著 冲方丁著 伊東潤著講談社 日本文芸書 5/26

14 スマイルメイカー 横関大著 講談社 日本文芸書 5/19

15 リバース 湊かなえ著 講談社 日本文芸書 5/19

16 衣にちにち 群ようこ著 集英社 日本文芸書 6/5

17 鬼忘島（キボウジマ）金融捜査官・伊地知の密命 江上剛著 新潮社 日本文芸書 5/22

18 時計じかけの熱血ポンちゃん 山田詠美著 新潮社 日本文芸書 5/29

19 淵の王 舞城王太郎著 新潮社 日本文芸書 5/29

20 私の息子はサルだった 佐野洋子著 新潮社 日本文芸書 5/22

21 二人の親を見送って 岸本葉子著 中央公論新社 日本文芸書 5/10

22 踊り子と探偵とパリを 小路幸也著 文藝春秋 日本文芸書 5/15

23 オールド・テロリスト 村上龍著 文藝春秋 日本文芸書 5/6

24 さよなら、ニルヴァーナ 窪美澄著 文藝春秋 日本文芸書 5/25

25 長いお別れ 中島京子著 文藝春秋 日本文芸書 5/25

26 中島ハルコの恋愛相談室 林真理子著 文藝春秋 日本文芸書 5/8

27 よれよれ肉体百科 群ようこ著 文藝春秋 日本文芸書 5/15

28 ウツボカズラの甘い息 柚月裕子著 幻冬舎 日本文芸書 5/25

29 長良川  修羅としずくと女たち 松田悠八著 作品社 日本文芸書 5/14

30 狼のようなイルマ 結城充考著 祥伝社 日本文芸書 5/8

31 ふたり姉妹 瀧羽麻子著 祥伝社 日本文芸書 5/15

32 家族計画 芦崎笙著 日本経済新聞出版社日本文芸書 5/6

33 ダーク・シティ 永瀬隼介著 ＰＨＰ研究所 日本文芸書 5/22

34 アンタッチャブル 馳星周著 毎日新聞出版 日本文芸書 5/15

35 ちゃんぽん食べたかっ！ さだまさし著 ＮＨＫ出版 日本文芸書 5/30

36 戦場の聖歌（カンタータ） 森村誠一著 光文社 日本文芸書 5/19

37 ヒポクラテスの誓い 中山七里著 祥伝社 日本文芸書 5/15

38 闇に咲く ( おいち不思議がたり３ ) あさのあつこ著 ＰＨＰ研究所 日本文芸書 5/22

39 ブラック・ベルベット 恩田陸著 双葉社 日本文芸書 5/22

40 煩悩の子 大道珠貴著 双葉社 日本文芸書 5/19

41 あなたが消えた夜に 中村文則著 毎日新聞出版 日本文芸書 5/15

42 劉邦（リュウホウ） 上 宮城谷昌光著 毎日新聞出版 日本文芸書 5/15

43 美しき廃墟 ジェス・ウォルター著 児玉晃二訳岩波書店 外国文芸書 5/19

44 夏の沈黙 ルネ・ナイト著 古賀弥生訳東京創元社 外国文芸書 5/29

45 第二次世界大戦１９３９－４５ 上 ( 全３巻 ) アントニー・ビーヴァー著 平賀秀明訳白水社 外国文芸書 5/25

46 沈黙の山嶺 上 ※サミュエル・ジョンソン賞受賞作品ウェイド・デイヴィス著 秋元由紀訳白水社 外国文芸書 5/25

47 沈黙の山嶺 下 ※サミュエル・ジョンソン賞受賞作品ウェイド・デイヴィス著 秋元由紀訳白水社 外国文芸書 5/25

48 ウイダーの副王 ブルース・チャトウィン著 旦敬介訳みすず書房 外国文芸書 5/22

49 サリンジャー その生涯の真実 デイビッド・シールズ著ＫＡＤＯＫＡＷＡ外国文芸書 5/28

50 その後のブリジット・ジョーンズ 上 ヘレン・フィールディング著 亀井よし子訳ＫＡＤＯＫＡＷＡ外国文芸書 5/29

51 その後のブリジット・ジョーンズ 下 ヘレン・フィールディング著 亀井よし子訳ＫＡＤＯＫＡＷＡ外国文芸書 5/29

52 失われた時を求めて 全１冊 ( 新潮モダン・クラシックス ) マルセル・プルースト著 角田光代訳 芳川泰久訳新潮社 外国文芸書 5/29

53 かしこいおかず２ 楽らく美味しい！ 朝日新聞社編 朝日新聞出版 くらしの実用書5/20

54 家族を撮る。 子どもとの１０年を残す、デジカメＬｅｓｓｏｎ 藤本陽子著 インプレス くらしの実用書5/1

55 冷凍保存 フリージングの基本とおいしいストックおかず集 村田裕子著 主婦と生活社 くらしの実用書5/22
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56 高齢者につくってあげたいスイーツレシピ 代居真知子著 太田道子著誠文堂新光社 くらしの実用書5/8

57 牛乳パックで紙漉き おしゃれでかわいいナチュラル小物( レディブティックシリーズ３９９０) ブティック社 くらしの実用書5/15

58 カレーが食べたくなったら 坂田阿希子著 文化出版局 くらしの実用書5/下

59 行正り香のお酢料理 行正り香著 家の光協会 くらしの実用書6/4

60 カビ・菌を知る・防ぐ ６０の知恵（仮） 日本防菌防黴学会編化学同人 くらしの実用書5/下

61 手縫いでかんたん！ おうちでできる服のお直し 高畠海著 新星出版社 くらしの実用書5/29
62 コツがわかれば簡単！ らくらく１５分着付け 石田節子監修 世界文化社 くらしの実用書5/27
63 ごちそうたまごレシピ 浜内千波著 日本文芸社 くらしの実用書5/
64 農家が教える 産地のイチおし旬レシピ 農文協編 農山漁村文化協会くらしの実用書5/20
65 パセリ食堂 枝元なほみ著 ＰＨＰ研究所 くらしの実用書5/22
66 これから始める人の ふるさと納税らくらくガイド 叶温(ｶﾅｴﾕﾀｶ)著あさ出版 ビジネス・くらしの経済5/12
67 シニア人材マネジメントの教科書 長田久雄著 﨑山みゆき著日本経済新聞出版社ビジネス・くらしの経済5/15
68 はじめてのウッドデッキ作り ( 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 5/8
69 電動ドリルの職人技 高橋甫著 技術評論社 すまいと住宅 5/8
70 庭の色 吉谷桂子著 主婦の友社 すまいと住宅 5/11
71 有機野菜ビックリ教室 東山広幸著 農山漁村文化協会すまいと住宅 5/10
72 「てんかん」のことがよくわかる本 ( 健康ライブラリーイラスト版) 中里信和監修 講談社 健康と家庭の医学5/12
73 パニック症（パニック障害）の人の気持ちを考える本( こころライブラリーイラスト版) 貝谷久宣監修 講談社 健康と家庭の医学5/12
74 鼻のせいかもしれません 親子で読む鼻と発育の意外な関係 黄川田徹著 ヨシタケシンスケ画筑摩書房 健康と家庭の医学5/下
75 図解でわかる！ 小児ぜんそく 大矢幸弘著 法研 健康と家庭の医学5/15
76 歯の豆辞典 歯科医からみた歯の人類学 山田博之著 丸善出版（発売）／丸善プラネット（発行）健康と家庭の医学5/中
77 抗がん剤治療を受けるときに読む本 加藤隆佑著 緑書房 健康と家庭の医学5/下
78 この１冊であんしん はじめての幼児食事典 牧野直子監修・料理 小池澄子料理朝日新聞出版 教育と福祉 5/7
79 この１冊であんしん はじめての離乳食事典 上田玲子監修・料理 上田淳子料理朝日新聞出版 教育と福祉 5/7
80 できる子になる！ 毎日のお手伝い（仮） ( クーヨンブックス ) クレヨンハウス編集部編クレヨンハウス教育と福祉 6/4
81 納得する認知症ケア（仮） 本間昭監修 六角僚子監修日東書院本社 教育と福祉 5/14
82 企業に求められる対応をやさしく解説 マイナンバー制度の実務と業務フローがわかる本服部英治著 日本実業出版社くらしの法律 5/下
83 アウシュヴィッツを志願した男 小林公司著 講談社 歴史と紀行 5/21
84 軍人皇帝のローマ 変貌する元老院と帝国の衰亡( 講談社選書メチエ５９９ ) 井上文則著 講談社 歴史と紀行 5/8
85 「青春１８きっぷ」ポスター紀行 マシマレイルウェイピクチャーズ撮影 込山富秀著講談社 歴史と紀行 5/27
86 シベリア抑留 日本人はどんな目に遭ったのか( 新潮選書 ) 長勢了治著 新潮社 歴史と紀行 5/29
87 昭和時代 敗戦・占領・独立 読売新聞昭和時代プロジェクト著中央公論新社 歴史と紀行 5/25
88 江戸から伝わるおかず 柳原尚之著 池田書店 日本の文化 6/5
89 ごみと日本人 衛生・勤倹・リサイクルからみる近代史 稲村光郎著 ミネルヴァ書房日本の文化 5/
90 紙幣肖像の近現代史 植村峻著 吉川弘文館 日本の文化 5/15
91 図説 ヴィクトリア朝の暮らし（仮） ( ふくろうの本/世界の文化) Ｃｈａ Ｔｅａ紅茶教室著河出書房新社 世界の文化 5/15
92 修道院の歴史 ( 創元世界史ライブラリー ) 杉崎泰一郎著 創元社 世界の文化 5/19
93 ウイスキーの歴史 ( 「食」の図書館 ) ケビン・Ｒ・コザー著 神長倉伸義訳原書房 世界の文化 5/下
94 ジハーディストのベールをかぶった私 なぜ若者たちは「イスラム国」を目指すのか？アンナ・エレル著 日経ＢＰマーケティング現代社会 5/18
95 原爆供養塔 忘れられた遺骨の７０年 堀川惠子著 文藝春秋 現代社会 5/下
96 私たちのしごと 障害者雇用の現場から 小山博孝著 岩波書店 現代社会 5/28
97 追いつめる親 新しい虐待～教育虐待の闇 おおたとしまさ著 講談社 現代社会 5/11
98 差別と対立を拡散する世界経済（仮） ジョセフ・スティグリッツ著 峯村利哉訳徳間書店 現代社会 5/23
99 寺院消滅 鵜飼秀徳著 日経ＢＰマーケティング現代社会 5/25

100 できたての地球 生命誕生の条件 ( 岩波科学ライブラリー２３８) 廣瀬敬著 岩波書店 サイエンス 5/19
101 人のアブラはなぜ嫌われるのか ( 知りたい！サイエンス ) 近藤和雄著 技術評論社 サイエンス 5/13
102 「ゆらぎ」と「遅れ」 不確実さの数理学 ( 新潮選書 ) 大平徹著 新潮社 サイエンス 5/2
103 昆虫の擬態（仮） 自然が生んだ驚異の姿 海野和男著 誠文堂新光社 サイエンス 5/7
104 ２５の『仕事』でわかる、数学の本当の使われ方 篠崎菜穂子著 日本数学検定協会監修日本実業出版社サイエンス 5/27
105 絵とデータで読む太陽紫外線  太陽と賢く仲良くつきあう法 佐々木政子著 丸善出版 サイエンス 5/
106 コンピューターがネットと出会ったら モノとモノがつながりあう世界へ( 角川インターネット講座１４) 坂村健監修 ＫＡＤＯＫＡＷＡテクノロジー 5/21
107 絵でわかる地図と測量 ( 絵でわかるシリーズ ) 中川雅史著 講談社 テクノロジー 5/22
108 航空機の科学（仮） ( Ｎｅｗｔｏｎ別冊 ) ニュートンプレステクノロジー 5/28
109 新しいキャンプの教科書 ＳＴＥＰ ＣＡＭＰ監修池田書店 芸術・スポーツ6/5
110 はじめよう！ 山歩きレッスンブック 柏澄子著 大武美緒子著ＪＴＢパブリッシング芸術・スポーツ5/15
111 仏画入門 山田美和著 堀内伸二解説春秋社 芸術・スポーツ5/
112 はじめての合気道 千野進監修 誠文堂新光社 芸術・スポーツ5/7
113 ディック・ブルーナ ミッフィーの魅力、再発見( 別冊太陽スペシャル ) 別冊太陽編集部編平凡社 芸術・スポーツ5/上
114 日本の美しい図書館（仮） エクスナレッジ ライブラリアン 5/下
115 文豪の素顔 エクスナレッジ ライブラリアン 5/
116 親地連がすすめる読みきかせ絵本２５０ 高学年向２００４～２０１４ 親子読書地域文庫全国連絡会編絵本塾出版 ライブラリアン 5/上
117 発信する学校図書館ディスプレイ 吉岡裕子著 遊佐幸枝著少年写真新聞社ライブラリアン 5/下
118 ことりのみずあび マリサビーナ・ルッソ作・絵 なかがわちひろ訳あすなろ書房 児童読み物 5/25
119 やさいぺたぺた かくれんぼ 松田奈那子作・絵アリス館 児童読み物 5/上
120 くんくんくん これはどなたの わすれもの？ はやしますみ作・絵岩崎書店 児童読み物 5/
121 よるのがっこうでおしごとです ( おばけやさん５ ) おかべりか作・絵偕成社 児童読み物 5/18
122 へんしーん！ころころくるりん 長野ヒデ子作・絵教育画劇 児童読み物 5/下
123 まほうのかさ 小沢正文 はたこうしろう絵教育画劇 児童読み物 5/13
124 もういいよったら もういいよ ( こどものくに傑作絵本 ) 香山美子作 あんびるやすこ絵金の星社 児童読み物 5/中
125 うみへとびこめ おとうとうさぎ！（仮） ( おとうとうさぎシリーズ４ ) ヨンナ・ビョルンシェーナ作・絵 ヘレンハルメ・美穂訳クレヨンハウス児童読み物 6/上
126 かわうそオスカーのすべりだい ナサニエル・ベンチリー作 アーノルド・ローベル絵好学社 児童読み物 5/25
127 名古屋うみゃあもんのうた 長谷川義史作・絵佼成出版社 児童読み物 5/30
128 クエスト にじいろの地図のなぞ ( 講談社の翻訳絵本 ) アーロン・ベッカー作・絵講談社 児童読み物 5/27



2015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
129 ちいさなメリーゴーランド マーシャ・ブラウン作・絵 小宮由訳瑞雲舎 児童読み物 5/下
130 くろねこのロク 空をとぶ インガ・ムーア作・絵 なかがわちひろ訳徳間書店 児童読み物 5/20
131 ワニくんとパーティーにいったんだ ジュディス・カー作・絵 こだまともこ訳徳間書店 児童読み物 5/20
132 わすれものの森 岡田淳作 浦川良治絵ＢＬ出版 児童読み物 5/29
133 ベッツィ・メイと にんぎょう イーニッド・ブライトン作 ジョーン・Ｇ・トーマス絵 小宮由訳岩波書店 児童読み物 5/26
134 やぎのしずかのしんみりしたいちにち 田島征三作・絵 偕成社 児童読み物 5/15
135 勇者ライと３つの扉３ 木の扉 エミリー・ロッダ作・絵ＫＡＤＯＫＡＷＡ児童読み物 5/19
136 教室の日曜日 ( わくわくライブラリー/教室の日曜日シリーズ１０) 村上しいこ作 田中六大絵講談社 児童読み物 5/25
137 のりものおばけずかん ( どうわがいっぱい/おばけずかんシリーズ９) 斉藤洋作 宮本えつよし絵講談社 児童読み物 5/25
138 そらまめくんのあたらしいベッド ( そらまめくんシリーズ ) なかやみわ作・絵小学館 児童読み物 5/27
139 ちびのミイの おひっこし？ ( ミイのおはなしえほん ) トーベ・ヤンソン作 リーナ＆サミ・カーラ文・絵 もりしたけいこ訳徳間書店 児童読み物 5/20
140 なつはひるね ( えほんあらかると１５ ) 村上康成作・絵 フレーベル館 児童読み物 5/下
141 リトル・パパ ( 文研ブックランド ) パット・ムーン作 タカタカヲリ絵 もりうちすみこ訳文研出版 児童読み物 5/30
142 あなたをずっとあいしてる ( ティラノサウルスシリーズ) 宮西達也作・絵 ポプラ社 児童読み物 5/20
143 ちっちゃなねずみくん ( ねずみくんの絵本シリーズ３２) なかえよしを作 上野紀子絵ポプラ社 児童読み物 5/7
144 「えいっ」 三木卓作 高畠純絵理論社 児童読み物 5/19
145 ぞうのなみだ ひとのなみだ 藤原幸一文・写真アリス館 児童ノンフィクション5/中
146 わたしのタンポポ研究 ( 新・やさしい科学 ) 保谷彰彦著 さ・え・ら書房 児童ノンフィクション5/上
147 世界にほこる日本の和紙 ( 世界遺産になった和紙１ 全４巻) 紙の博物館監修 新日本出版社 児童ノンフィクション5/23
148 みんなの防災事典（仮） ( 楽しい調べ学習シリーズ ) 山村武彦監修 ＰＨＰ研究所 児童ノンフィクション5/25
149 ボルネオでオランウータンに会う ( 福音館の科学シリーズ ) たかはしあきら文 おおともやすお絵福音館書店 児童ノンフィクション5/20
150 ガザ～戦争しか知らない子どもたち（仮） 清田明宏作・写真ポプラ社 児童ノンフィクション5/下
151 ぼくは、チューズデー～介助犬チューズデーのいちにち※２０１４年米Amazon児童書部門ベストノンフィクションブック作品ルイス・カルロス・モンタルバン作 ブレッド・ウィッター共著 ダン・ディオン写真
おびかゆう訳ほるぷ出版 児童ノンフィクション5/中
152 かき氷 ( ちしきのぽけっと２０ ) 細島雅代写真 伊地知英信文岩崎書店 児童ノンフィクション5/13
153 アンネのバラ ４０年間つないできた平和のバトン( 世の中への扉/ビジュアル版) 國森康弘文・写真講談社 児童ノンフィクション5/14
154 なぜなに日本語 関根健一著 三省堂 児童ノンフィクション5/中
155 日本の国立公園まるわかり事典 ( 楽しい調べ学習シリーズ ) 加藤峰夫監修 ＰＨＰ研究所 児童ノンフィクション5/25
156 わたしが外人だったころ ( たくさんのふしぎ傑作集 ) 鶴見俊輔文 佐々木マキ絵福音館書店 児童ノンフィクション5/13
157 ぜんぶわかる！アサガオ ( しぜんのひみつ写真館４) 渡邉弘晴著 仁田坂英二監修ポプラ社 児童ノンフィクション5/22
158 夢へ翔けて～戦争孤児からトップバレリーナへ（仮）( ポプラせかいの文学１ ) ミケーラ・デプリンス著 エレーン・デプリンス著 田中奈津子訳ポプラ社 児童ノンフィクション5/20
159 風のヒルクライム ぼくらの自転車ロードレース( 物語の王国２ ) 加部鈴子作 小林系絵岩崎書店 ヤングアダルト5/13
160 春や春 森谷明子著 光文社 ヤングアダルト5/19
161 ウソつきとスパイ ( Ｓｕｎｎｙｓｉｄｅ Ｂｏｏｋｓ) ※２０１３年ガーディアン賞（イギリス）受賞作品レベッカ・ステッド作 樋渡正人訳小峰書店 ヤングアダルト5/下
162 ２．４３ 清陰高校男子バレー部 ｓｅｃｏｎｄ ｓｅａｓｏｎ 壁井ユカコ著 集英社 ヤングアダルト5/22
163 絶対！うまくなる 軽音楽部１００のコツ 荒木敦史監修 片桐慶久監修 室井利仁監修ヤマハミュージックメディアヤングアダルト5/21
164 オキノタユウの島で 無人島滞在“アホウドリ”調査日誌 長谷川博著 偕成社 ヤングアダルト5/中
165 世界を平和にするささやかな提案 ( １４歳の世渡り術 ) 河出書房新社編集部編河出書房新社 ヤングアダルト5/25
166 統計学の図鑑 ( まなびのずかん ) 涌井良幸著 涌井貞美著技術評論社 ヤングアダルト5/1
167 うたうとは小さないのちひろいあげ 村上しいこ著 講談社 ヤングアダルト5/15
168 マザーランドの月 ( ＳＵＰＥＲ！ＹＡ ) サリー・ガードナー著 三辺律子訳小学館 ヤングアダルト5/20
169 まだなにかある 上 パトリック・ネス著 三辺律子訳辰巳出版 ヤングアダルト5/25
170 まだなにかある 下 パトリック・ネス著 三辺律子訳辰巳出版 ヤングアダルト5/25


