
2015年6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 ロック・オブ・モーゼス 花村萬月著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 6/29

2 雨の裾 古井由吉著 講談社 日本文芸書 6/10

3 風の如く２　久坂玄瑞篇 富樫倫太郎著 講談社 日本文芸書 6/17

4 君の隣に 本多孝好著 講談社 日本文芸書 6/10

5 世界の果てのこどもたち 中脇初枝著 講談社 日本文芸書 6/17

6 その愛の程度 小野寺史宜著 講談社 日本文芸書 6/16

7 匿名芸術家 青木淳悟著 講談社 日本文芸書 6/10

8 春の嵐 ( 南部芸能シリーズ３ ) 畑野智美著 講談社 日本文芸書 6/16

9 分解日記　光二郎備忘ファイル 大山淳子著 講談社 日本文芸書 6/15

10 公器の幻影 芦﨑笙著 小学館 日本文芸書 6/1

11 ヒトリコ ※第１６回小学館文庫小説賞受賞作品額賀澪著 小学館 日本文芸書 6/24

12 考えられないこと 河野多惠子著 新潮社 日本文芸書 6/30

13 救済のゲーム 河合莞爾著 新潮社 日本文芸書 6/22

14 七夕の雨闇　毒草師 高田崇史著 新潮社 日本文芸書 6/22

15 私の恋人 ※第２８回三島由紀夫賞受賞作品上田岳弘著 新潮社 日本文芸書 6/30

16 ギャラリスト 里見蘭著 中央公論新社日本文芸書 6/25

17 破落戸（ｺﾞﾛﾂｷ） ( あくじゃれ瓢六５ ) 諸田玲子著 文藝春秋 日本文芸書 6/上

18 人魚ノ肉 木下昌輝著 文藝春秋 日本文芸書 6/下

19 アノニマス・コール 薬丸岳著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 6/下

20 私情対談 藤崎翔著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 6/25

21 豹変 今野敏著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 6/25

22 ジョン・マン５　立志編 山本一力著 講談社 日本文芸書 6/17

23 砂の王宮 楡周平著 集英社 日本文芸書 7/3

24 日付変更線　Ｔｈｅ　Ｄａｔｅ　Ｌｉｎｅ　上 辻仁成著 集英社 日本文芸書 7/3

25 日付変更線　Ｔｈｅ　Ｄａｔｅ　Ｌｉｎｅ　下 辻仁成著 集英社 日本文芸書 7/3

26 十字路が見える 北方謙三著 新潮社 日本文芸書 6/30

27 抱く女 桐野夏生著 新潮社 日本文芸書 6/30

28 波止場にて 野中柊著 新潮社 日本文芸書 6/22

29 ゆらやみ あさのあつこ著 新潮社 日本文芸書 6/22

30 朝が来る 辻村深月著 文藝春秋 日本文芸書 6/上

31 屋上のウインドノーツ ※第２２回松本清張賞受賞作品額賀澪著 文藝春秋 日本文芸書 6/下

32 黄金の時 堂場瞬一著 文藝春秋 日本文芸書 6/上

33 極悪専用 大沢在昌著 文藝春秋 日本文芸書 6/下

34 水死人の帰還 小野正嗣著 文藝春秋 日本文芸書 6/上

35 太陽は気を失う 乙川優三郎著 文藝春秋 日本文芸書 6/下

36 まったなし ( まんまこと５ ) 畠中恵著 文藝春秋 日本文芸書 6/上

37 リヴィジョンＡ 未須本有生著 文藝春秋 日本文芸書 6/下

38 鬼船（ｵﾆﾌﾞﾈ）の城塞 鳴神響一著 角川春樹事務所日本文芸書 6/中

39 今日からは、愛のひと（仮） 朱川湊人著 光文社 日本文芸書 6/17

40 作家を１０年続ける方法（仮） 鯨統一郎著 光文社 日本文芸書 6/17

41 あしたの朝子 山口恵以子著 实業之日本社日本文芸書 6/5

42 下山事件　暗殺者たちの夏 柴田哲孝著 祥伝社 日本文芸書 6/22

43 エクソダス症候群 宮内悠介著 東京創元社日本文芸書 6/29

44 回想のぬいぐるみ警部 西澤保彦著 東京創元社日本文芸書 6/12

45 天空の救命室　航空自衛隊航空機動衛生隊 福田和代著 徳間書店 日本文芸書 6/9

46 竜宮電車 堀川アサコ著 徳間書店 日本文芸書 6/9

47 ミステリーアリーナ ( ミステリー・リーグ ) 深水黎一郎著 原書房 日本文芸書 6/下

48 啓火心（ｹｲｶｼﾝ） ( 　Ｆｉｒｅ’ｓ　ｏｕｔシリーズ３) 日明恩著 双葉社 日本文芸書 6/16

49 三人屋 原田ひ香著 实業之日本社日本文芸書 6/5
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50 ティーンズ・エッジ・ロックンロール 熊谷達也著 实業之日本社日本文芸書 6/5

51 ライオンの歌が聞こえる ( 平塚おんな探偵の事件簿２) 東川篤哉著 祥伝社 日本文芸書 6/22

52 兄と弟、あるいは書物と燃える石 長野まゆみ著 大和書房 日本文芸書 6/25

53 怪獣の夏　はるかな星へ 小路幸也著 筑摩書房 日本文芸書 6/25

54 勁草 黒川博行著 徳間書店 日本文芸書 6/9

55 武士の碑（ｲｼﾌﾞﾐ） 伊東潤著 ＰＨＰ研究所日本文芸書 6/16

56 贖い 五十嵐貴久著 双葉社 日本文芸書 6/16

57 モンローが死んだ日 小池真理子著 毎日新聞出版日本文芸書 6/8

58 劉邦　中 宮城谷昌光著 毎日新聞出版日本文芸書 6/15

59 堕天使（ｱｻﾞｾﾞﾙ）殺人事件 ( ファンドーリンの捜査ファイル) ボリス・アクーニン著
沼野恭子訳岩波書店 外国文芸書 6/25

60 トルコ捨駒スパイ事件 ( ファンドーリンの捜査ファイル) ボリス・アクーニン著
奈倉有里訳岩波書店 外国文芸書 6/25

61 第二次世界大戦　１９３９－４５　中 ( 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 6/下

62 子供時代 ( 新潮クレスト・ブックス) リュドミラ・ウリツカヤ著
沼野恭子訳新潮社 外国文芸書 6/30

63 ドクター・スリープ　上 スティーヴン・キング著
白石朗訳文藝春秋 外国文芸書 6/下

64 ドクター・スリープ　下 スティーヴン・キング著
白石朗訳文藝春秋 外国文芸書 6/下

65 少しずつ体がととのう　常備菜 検見﨑聡美著 学研マーケティングくらしの实用書6/16

66 塩分１食２ｇ以下なのにコク旨！「減塩」レシピ( 講談社のお料理ＢＯＯＫ) 村上祥子著 講談社 くらしの实用書6/25

67 实例　大人の基本　手紙書き方大全( 講談社の实用ＢＯＯＫ) 中川越著 講談社 くらしの实用書6/16

68 こどもの手作り仮装コスチューム あんどうまゆこ著誠文堂新光社くらしの实用書6/10

69 三つ編み　ＨＯＷ　ＴＯ　ＢＯＯＫ ラウラ・クリスティーネ・アーネセン＆マリエ・モエスゴー・ヴィヴェル著
大澤やよい訳文化出版局くらしの实用書6/下

70 かいのどうぶつえん 　天然貝でつくる動物たち 角田元写真・編グラフィック社くらしの实用書6/1

71 ホームメイドアイスバー 荻田尚子著 主婦の友社くらしの实用書6/10

72 はじめての手作り万華鏡 山見浩司著 誠文堂新光社くらしの实用書6/3

73 なつかしくて新しい　あえものサラダ 河村みち子著 東京書籍 くらしの实用書6/下

74 いちばんやさしい　さかな料理の本（仮） 植木もも子著 日東書院本社くらしの实用書6/29

75 図解　最新　貯蓄の教科書 ( お金のきほん ) 目黒政明監修 学研マーケティングビジネス・くらしの経済6/23

76 巨大化する現代アートビジネス（仮） ダニエル・グラネ＆カトリーヌ・ラムール著
鳥取絹子訳紀伊國屋書店ビジネス・くらしの経済6/下

77 現場で役立つ！　ハンコ・契約書・印紙のトリセツ 鈴木瑞穂著 日本経済新聞出版社ビジネス・くらしの経済6/12

78 医療費のムダを省く　７７の方法（仮） 井戸美枝著
川嶋朗著ＰＨＰ研究所ビジネス・くらしの経済6/18

79 里山のつる性植物　～観察の楽しみ 谷川栄子著
本間秀和写真ＮＨＫ出版 すまいと住宅 6/18

80 国会議事堂 田原桂一著 講談社 すまいと住宅 6/16

81 かわいいミニ・プランツたち 主婦の友社編 主婦の友社すまいと住宅 7/1

82 脳腫瘍　機能温存のための治療と手術 篠浦伸禎著 主婦の友社健康と家庭の医学6/26

83 カウンセリングを受けたいと思ったら　Ｑ＆Ａ 上地安昭著 創元社 健康と家庭の医学6/15

84 動脈硬化を予防する！最新治療と正しい知識（仮） 高沢謙二監修 日東書院本社健康と家庭の医学6/9

85 ウルトラ図解　うつ病 野村総一郎著 法研 健康と家庭の医学6/19

86 「親のことば」で伝えたい　家族で楽しむ　２５の年中行事 辰巳渚著
江田ななえ絵岩崎書店 教育と福祉 6/30

87 親子で自由工作　新聞紙とガムテープでつくって遊ぼう！ 関口光太郎著 講談社 教育と福祉 6/18

88 自閉症スペクトラムがよくわかる本 ( 健康ライブラリーイラスト版) 本田秀夫監修 講談社 教育と福祉 6/10

89 親の認知症に気づいたら読む本 杉山孝博監修 主婦の友社教育と福祉 6/24

90 ここまでできる働きざかりの介護 ( ワーク介護バランス１　全３巻) 小山朝子著 旪報社 教育と福祉 6/10

91 コミュニケーションで変わる働きざかりの介護( ワーク介護バランス２　全３巻) 小山朝子著 旪報社 教育と福祉 6/10

92 会社が支える働きざかりの介護 ( ワーク介護バランス３　全３巻) 小山朝子著 旪報社 教育と福祉 6/10

93 サイト別　ネット中傷・炎上対応マニュアル 清水陽平著 弘文堂 くらしの法律 6/10

94 図解で早わかり　行政法のしくみ 木島康雄編著 三修社 くらしの法律 6/中

95 これで十分！　民法大改正ガイドブック 債権法改正研究部会著
久保内統ほか著ダイヤモンド社くらしの法律 6/18

96 全国プラネタリウムガイド ( 天文・宇宙学習体験ガイド) 日本プラネタリウム協議会監修恒星社厚生閣歴史と紀行 6/上

97 「スイス諜報網」の日米終戦工作 ( 新潮選書 ) 有馬哲夫著 新潮社 歴史と紀行 6/25

98 軍艦島の生活〈１９５２ー１９７０〉 松本滋著
西山夗三記念すまい・まちづくり文庫著創元社 歴史と紀行 6/15



2015年6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

99 昭和史の１０大事件 半藤一利著
宮部みゆき著東京書籍 歴史と紀行 6/下

100 決定版　広島原爆写真集（仮） 小松健一編著
新藤健一編著勉誠出版 歴史と紀行 6/1

101 決定版　長崎原爆写真集（仮） 小松健一編著
新藤健一編著勉誠出版 歴史と紀行 6/1

102 庭師が教える　図解　日本庭園の見方・楽しみ方 宇田川辰彦著 家の光協会日本の文化 6/29

103 「旅」の誕生　平安－江戸時代の紀行文学を読む( 河出ブックス ) 倉本一宏著 河出書房新社日本の文化 6/8

104 日本精神史　上 長谷川宏著 講談社 日本の文化 6/10

105 日本精神史　下 長谷川宏著 講談社 日本の文化 6/10

106 ４７都道府県・汁物百科 野﨑洋光著
成瀬宇平著丸善出版 日本の文化 6/

107 豚肉の歴史 ( 「食」の図書館 ) キャサリン・Ｍ・ロジャーズ著
伊藤綺訳原書房 世界の文化 6/下

108 ルポ　生殖ビジネス ( 朝日選書９３４ ) 日比野由利著 朝日新聞出版現代社会 6/10

109 子どもの幸福度 小林良彰著 ぎょうせい 現代社会 6/上

110 クジラコンプレックス　捕鯨論争の焦点と解決策 石井敦著 東京書籍 現代社会 6/30

111 検証「イスラム国」人質事件 朝日新聞取材班著岩波書店 現代社会 6/26

112 老後破産 ＮＨＫスペシャル取材班著新潮社 現代社会 7/3

113 欧米に寝たきり老人はいない　自分で決める人生最後の医療 宮本顕二著
宮本礼子著中央公論新社現代社会 6/10

114 動物たちの巨大すぎる武器（仮） ダグラス・エムレン著エクスナレッジサイエンス 6/19

115 虫の虫 養老孟司著 廣済堂出版サイエンス 6/下

116 カタツムリの謎 野島智司著 誠文堂新光社サイエンス 6/5

117 トコトンやさしいヨウ素の本 ( 今日からモノ知りシリーズ) 海宝龍夫著 日刊工業新聞社サイエンス 6/19

118 数学の大統一に挑む マックス・フランケル著
青木薫訳文藝春秋 サイエンス 6/下

119 ネアンデルタール人は私たちと交配していた スヴァンテ・ペーボ著
野中香方子訳文藝春秋 サイエンス 6/下

120 ＩＣＴことば辞典 大谷和利著
三浦ゆか里著
江口晋太朗著三省堂 テクノロジー 6/16

121 図解よくわかる　火災と消火・防火のメカニズム 小林恭一編著
日刊工業新聞社テクノロジー 6/24

122 トコトンやさしい　自動車の化学の本 ( 今日からモノ知りシリーズ) 井沢省吾著 日刊工業新聞社テクノロジー 6/19

123 江戸の動植物画譜（仮） 狩野博幸著 河出書房新社芸術・スポーツ6/22

124 ナディア・ブーランジェ　（仮） ジェローム・スピケ著
大西穣訳彩流社 芸術・スポーツ6/25

125 ＬＡＮＴＥＲＮＥ　ＲＯＵＧＥ（ランタン・ルージュ）仮 マックス・レオナルド著
安達眞弓訳辰巳出版 芸術・スポーツ6/下

126 高校野球１００年史 森岡浩著 東京堂出版芸術・スポーツ6/25

127 こわい絵本 ( 別冊太陽　日本のこころ２３０) 別冊太陽編集部編平凡社 ライブラリアン 6/22

128 デジタル・アーカイブとは何か 岡本真編著
柳与志夫編著勉誠出版 ライブラリアン 6/1

129 青銅の短剣 ( 神々と戦士たち１　全５巻) ミシェル・ペイヴァー著
中谷友紀子訳あすなろ書房ライブラリアン 6/25

130 がんばれ、なみちゃん！ ( いちねんせいの１年間シリーズ３　全６巻) くすのきしげのり作
宮澤ナツ絵講談社 児童読み物 6/24

131 おばあさんの　しんぶん 松本春野文・絵
岩國哲人原作講談社 児童読み物 6/18

132 さんさんさんぽ ( 講談社の創作絵本 ) 江頭路子作・絵講談社 児童読み物 6/10

133 とびばこバーン ( わくわくライブラリー ) 升井純子作
おくはらゆめ絵講談社 児童読み物 6/4

134 幽霊魚 ( 文学の扉 ) 福田隆浩著 講談社 児童読み物 6/15

135 コービーの海 ( 鈴木出版の海外児童文学) ベン・マイケルセン作
代田亜香子訳鈴木出版 児童読み物 6/19

136 きをつけて１ ( 五味太郎　きをつけてシリーズ　全３巻) 五味太郎作・絵童心社 児童読み物 6/

137 きをつけて２ ( 五味太郎　きをつけてシリーズ) 五味太郎作・絵童心社 児童読み物 6/

138 きをつけて３ ( 五味太郎　きをつけてシリーズ) 五味太郎作・絵童心社 児童読み物 6/

139 かもめたくはいびん ※第３回ＭＯＥ創作絵本グランプリ受賞作品いしいひろし作・絵白泉社 児童読み物 7/3

140 そらとぶてっぱん 岡田よしたか作・絵ひかりのくに児童読み物 6/上

141 ぼくのたからもの 鈴木まもる文・絵アリス館 児童読み物 6/上

142 平和への願い　アメリカ編 ( 青い目の人形物語１　全２巻) シャーリー・パレントー作
河野万里子訳岩崎書店 児童読み物 6/

143 せんそうしない 谷川俊太郎文
江頭路子絵講談社 児童読み物 6/下

144 としょかんへ　いこう ( 講談社の創作絵本 ) 斉藤洋作
田中六大絵講談社 児童読み物 7/8

145 スプーン王子のぼうけん ( おはなしのくに ) 竹下文子作
こばようこ絵鈴木出版 児童読み物 6/20

146 おばけもこわがるおばけ ( 絵本・こどものひろば ) 内田麟太郎作
西村繁男絵童心社 児童読み物 7/上

147 ピッピ、お買い物にいく ( 「ピッピ」の絵本４ ) アストリッド・リンドグレーン作
イングリッド・ニイマン絵
いしいとしこ訳徳間書店 児童読み物 6/11
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148 キリンのセラフィナ ロラン・ド・ブリュノフ作・絵
いしづちひろ訳ＢＬ出版 児童読み物 6/25

149 シェイクスピア・ストーリーズ アンドリュー・マシューズ作
アンジェラ・バレット絵ＢＬ出版 児童読み物 6/15

150 スモーキー山脈からの手紙 ( 児童図書館・文学の部屋) バーバラ・オコーナー著
こだまともこ訳評論社 児童読み物 6/30

151 狐物語 ( 古典童話シリーズ ) レオポルド・ショヴォー編・画
山脇百合子訳福音館書店児童読み物 6/17

152 ピーテル、はないちばへ ( 日本傑作絵本シリーズ) 広野多珂子文・絵福音館書店児童読み物 6/17

153 まじょがかぜをひいたらね 高畠じゅん子作
高畠純絵理論社 児童読み物 6/中

154 だいすきスイーツで自由研究 盛口満監修 主婦と生活社児童ノンフィクション6/19

155 １０歳の質問箱　なやみちゃんと５５人の大人たち 日本ペンクラブ「子どもの本」委員会編
鈴木のりたけ絵小学館 児童ノンフィクション6/17

156 紙の発明と日本の和紙 ( 世界遺産になった和紙２　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6/27

157 はれるんの　ぼうさい教室 堀江譲著
日本気象予報士協会監修東京堂出版児童ノンフィクション6/上

158 世界えじてん てづかあけみ絵パイインターナショナル児童ノンフィクション6/

159 ライフタイム　いきものたちの一生と数字( ポプラせかいの絵本４８) ローラ・Ｍ・シェファー作　　　　　　　　　　　　　　クリストファー・サイラス・ニール絵
福岡伸一訳ポプラ社 児童ノンフィクション6/中

160 にっぽんのおにぎり 白央篤司著 理論社 児童ノンフィクション6/19

161 エゾリス ( 北国からの動物記８ ) 竹田津实文・写真アリス館 児童ノンフィクション6/上

162 ありがとう实験動物たち ( ノンフィクション・生きるチカラ２１) 笠井憲雪監修
太田京子著岩崎書店 児童ノンフィクション6/

163 お米ができるまで 岩貞るみこ作
武田美穂絵講談社 児童ノンフィクション6/下

164 日本人なら知っておきたい！　モノの数え方えほん 町田健監修 日本図書センター児童ノンフィクション6/

165 世界の子どもの遊び ( 楽しい調べ学習シリーズ) 寒川恒夫監修 ＰＨＰ研究所児童ノンフィクション6/24

166 １００年後の水を守る　～水ジャーナリストの２０年～( 文研じゅべにーる ) 橋本淳司著 文研出版 児童ノンフィクション6/30

167 ＷＯＮＤＡ　イヌ・ネコ ( ポプラディア大図鑑ＷＯＮＤＡ１６) ジャパンケネルクラブ著
アジアキャットクラブ著ポプラ社 児童ノンフィクション6/上

168 数学ミステリーの冒険 イアン・スチュアート著
水谷淳訳ＳＢクリエイティブヤングアダルト6/中

169 死神うどんカフェ１号店　五杯目 ( ＹＡ！　ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ) 石川宏千花著
庭画講談社 ヤングアダルト6/25

170 鵺の家 廣嶋玲子著 東京創元社ヤングアダルト6/22

171 幽霊なんて怖くない　ＢＩＳビブリオバトル部 山本弘著 東京創元社ヤングアダルト6/22

172 １３歳の少女が見た沖縄戦 安田未知子著 ＷＡＶＥ出版ヤングアダルト6/9

173 赤の他人だったら、どんなによかったか。 吉野万理子著 講談社 ヤングアダルト6/29

174 私には山がある ( １００年インタビューシリーズ) 田部井淳子著 ＰＨＰ研究所ヤングアダルト6/11

175 しばしとどめん北斎羽衣（ﾊｺﾞﾛﾓ） 花形みつる著 理論社 ヤングアダルト6/中


