
2015年7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 ＪＵＳＴＩＣＥ（ジャスティス) 大門剛明著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 7/24
2 おちゃっぴい　大江戸八百八 堀川アサコ著 講談社 日本文芸書 7/21
3 双頭の蜥蜴（仮） 乾石智子著 講談社 日本文芸書 7/
4 星球 中澤日菜子著 講談社 日本文芸書 7/15
5 真昼の心中 坂東眞砂子著 集英社 日本文芸書 7/24
6 ちょうかい　未犯調査室 仁木英之著 小学館 日本文芸書 7/8
7 朝顔の日 ※第１５３回芥川賞候補作品 高橋弘希著 新潮社 日本文芸書 7/31
8 悲しみと無のあいだ 青来有一著 文藝春秋 日本文芸書 7/下
9 空棺（クウカン）の烏 ( 八咫烏シリーズ４ 全６巻 ) 阿部智里著 文藝春秋 日本文芸書 7/下

10 武士道ジェネレーション 誉田哲也著 文藝春秋 日本文芸書 7/下
11 ラヴレターズ 文藝春秋編 文藝春秋 日本文芸書 7/
12 金魚姫 荻原浩著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 7/29
13 負けるもんか　正義のセ 阿川佐和子著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 7/1
14 怪盗グリフィン対ラトウィッジ機関 法月綸太郎著 講談社 日本文芸書 7/8
15 生還者 下村敦史著 講談社 日本文芸書 7/21
16 太閤の巨いなる遺命 岩井三四二著 講談社 日本文芸書 7/15
17 血の弔旗 藤田宜永著 講談社 日本文芸書 7/15
18 １００万分の１回のねこ 谷川俊太郎著 山田詠美著 江國香織著講談社 日本文芸書 7/15
19 冥途あり 長野まゆみ著 講談社 日本文芸書 7/10
20 東京零年 赤川次郎著 集英社 日本文芸書 8/5
21 富士山噴火 高嶋哲夫著 集英社 日本文芸書 7/24
22 砂の街路図 佐々木譲著 小学館 日本文芸書 7/29
23 水曜日の凱歌 乃单アサ著 新潮社 日本文芸書 7/22
24 スカラムーシュ・ムーン 海堂尊著 新潮社 日本文芸書 7/31
25 痴者の食卓 西村賢太著 新潮社 日本文芸書 7/31
26 なりたい ( しゃばけシリーズ１４ ) 畠中恵著 新潮社 日本文芸書 7/22
27 悲素 帚木蓬生著 新潮社 日本文芸書 7/22
28 村上さんのところ 村上春樹著 フジモトマサル/イラスト新潮社 日本文芸書 7/24
29 あの家に暮らす四人の女 三浦しをん著 中央公論新社 日本文芸書 7/10
30 つまをめとらば 青山文平著 文藝春秋 日本文芸書 7/上
31 工作名カサンドラ 曽根圭介著 朝日新聞出版 日本文芸書 7/7
32 ザ・原発所長　上 黒木亮著 朝日新聞出版 日本文芸書 7/7
33 ザ・原発所長　下 黒木亮著 朝日新聞出版 日本文芸書 7/7
34 潮の音、空の青、海の詩 熊谷達也著 ＮＨＫ出版 日本文芸書 7/28
35 熱血教師カオルちゃん 新堂冬樹著 角川春樹事務所日本文芸書 7/下
36 十号室（仮） 加藤元著 光文社 日本文芸書 7/16
37 梟のシエスタ（仮） 伊予原新著 光文社 日本文芸書 7/16
38 ハゲタカ外伝　スパイラル 真山仁著 ダイヤモンド社日本文芸書 7/2
39 負けない力 橋本治著 大和書房 日本文芸書 7/9
40 コロンビア・ゼロ　新・航空宇宙軍史 谷甲州著 早川書房 日本文芸書 7/23
41 チェインドッグ ( ハヤカワ・ミステリワールド) 櫛木理宇著 早川書房 日本文芸書 7/23
42 校長、お電話です！ 佐川光晴著 双葉社 日本文芸書 7/17
43 三匹の犬と眠る夜 落合恵子著 平凡社 日本文芸書 7/27
44 たすけて、おとうさん 大岡玲著 平凡社 日本文芸書 7/17
45 院内カフェ 中島たい子著 朝日新聞出版 日本文芸書 7/7
46 奇縁七景（仮） 乾ルカ著 光文社 日本文芸書 7/16
47 為吉　北町奉行所ものがたり 宇江佐真理著 实業之日本社 日本文芸書 7/29
48 匿名者のためのスピカ 島本理生著 祥伝社 日本文芸書 7/30
49 炎の塔 五十嵐貴久著 祥伝社 日本文芸書 7/30
50 連鶴 梶よう子著 祥伝社 日本文芸書 7/30
51 王とサーカス 米澤穂信著 東京創元社 日本文芸書 7/29
52 強襲 ( 所轄魂３ ) 笹本稜平著 徳間書店 日本文芸書 7/8
53 昨日の海は（仮） 近藤史恵著 ＰＨＰ研究所 日本文芸書 7/17
54 珈琲屋の人々　宝物を探しに 池永陽著 双葉社 日本文芸書 7/17
55 ベトナムの桜 平岩弓枝著 毎日新聞出版 日本文芸書 7/15
56 劉邦　下 宮城谷昌光著 毎日新聞出版 日本文芸書 7/15
57 最後の詩集 長田弘著 みすず書房 日本文芸書 7/1
58 独りでいるより優しくて イーユン・リー著 篠森ゆりこ訳河出書房新社 外国文芸書 7/10
59 日々の光 ジェイ・ルービン著 柴田元幸ほか訳新潮社 外国文芸書 7/31
60 第二次世界大戦１９３９－４５　下 アントニー・ビーヴァー著 平賀秀明訳白水社 外国文芸書 7/下
61 一時帰還 ※２０１４年ナショナル・ブック・アワード（全米図書賞）受賞作品フィル・クレイ著 上岡伸雄訳岩波書店 外国文芸書 7/23
62 オルフェオ リチャード・パワーズ著 木原善彦訳新潮社 外国文芸書 7/31
63 声 ( 犯罪捜査官エーレンデュル３) アーナルデュル・インドリダソン著 柳沢由实子訳東京創元社 外国文芸書 7/29
64 今日も、カレー味 きじまりゅうた著 誠文堂新光社 くらしの实用書7/9
65 フルーツ　スイーツ　ダイアリー 星谷菜々著 グラフィック社 くらしの实用書7/7
66 秘伝のたれ 主婦と生活社編 主婦と生活社 くらしの实用書7/21
67 焼かないケーキ（仮） 森崎繭香著 日東書院本社 くらしの实用書7/21
68 季節のおりがみ壁飾り 堀込好子著 日本ヴォーグ社くらしの实用書7/31
69 布で作ろう、革で作ろう。私のお財布（仮） 越膳夕香著 河出書房新社 くらしの实用書7/24
70 小さな花の贈りもの 佐々木じゅんこ著グラフィック社 くらしの实用書7/7
71 好感度がアップする子連れママのお作法 岩下宣子著 主婦と生活社 くらしの实用書7/31
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72 ずっと使える定番レシピ 渡辺麻紀著 主婦と生活社 くらしの实用書7/31
73 ６０歳からの「ひとり暮らし」实例とアイデア集( ゆうゆうＢＯＯＫＳ ) ゆうゆう編集部編主婦の友社 くらしの实用書7/31
74 ひとり出版社という働きかた 西山雅子編 河出書房新社 ビジネス・くらしの経済7/24
75 マーケティングに使える家計調査 吉本桂生著 講談社 ビジネス・くらしの経済7/14
76 月３万円ビジネス　１００の实例（仮） 藤村靖之著 晶文社 ビジネス・くらしの経済7/下
77 ちょい投資　怖がりだけど欲張りなあなたの投資講座 荻原博子著 中央公論新社 ビジネス・くらしの経済7/10
78 良い値決め、悪い値決め 田中靖浩著 日本経済新聞出版社ビジネス・くらしの経済7/17
79 ３福祉士の仕事がわかる本 赤羽克子著 日本实業出版社ビジネス・くらしの経済7/23
80 図解　知識ゼロからの畜産入門 八木宏典監修 家の光協会 すまいと住宅 7/29
81 ＤＩＹでできる　アイアンワーク入門 ( 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 7/7
82 図解でよくわかる土壌微生物のきほん 横山和成監修 誠文堂新光社 すまいと住宅 7/7
83 バイバイ、おねしょ！ 冨部志保子著 朝日新聞出版 健康と家庭の医学7/21
84 働く女性のための「がん入院・治療生活」便利帳( 健康ライブラリー ) 岩井ますみ著 講談社 健康と家庭の医学7/16
85 ひとまずがんの治療を終えたあなたへ ※２０１２年ベスト・ヘルス・ブック賞（イギリス）受賞作品フランシス・グッドハート著 ルーシー・アトキンズ著 釜野さおりほか訳国書刊行会 健康と家庭の医学7/下
86 変形性ひざ関節症の痛みを治す４週間プログラム 八木貴史監修 黒田恵美子監修主婦の友社 健康と家庭の医学7/11
87 子どものうつがわかる本 ( 育ちあう子育ての本　セレクトＢＯＯＫＳ) 下山晴彦監修 主婦の友社 健康と家庭の医学7/11
88 健康増進、健康寿命延伸のための「健診」の上手な活用法 高谷典秀著 法研 健康と家庭の医学7/上
89 それでだいじょうぶ？　保育園・幼稚園での事故予防 高橋正人著 かもがわ出版 教育と福祉 7/中
90 ちょっと不思議な絵本の時間　おとなが読みあい語りあう（仮） Ｒｅ～らぶ編 かもがわ出版 教育と福祉 7/1
91 在宅介護応援ブック　介護保険活用法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 7/15
92 発達障害への　ライフスキルトレーニングＬＳＴ 平岩幹男著 合同出版 教育と福祉 7/中
93 プロカウンセラーが教える　場面別　傾聴術レッスン 古宮昇監修 ナツメ社 教育と福祉 7/上
94 カラー版　一番よくわかる離婚の準備・手続き・生活設計 森公任著 森元みのり著西東社 くらしの法律 7/上
95 私の「戦後７０年談話」 岩波書店編集部編岩波書店 歴史と紀行 7/3
96 外務官僚たちの太平洋戦争 ( ＮＨＫブックス ) 佐藤元英著 ＮＨＫ出版 歴史と紀行 7/30
97 秘島図鑑 清水浩史著 河出書房新社 歴史と紀行 7/10
98 大江戸商い白書　数量分析が解き明かす商人の真实( 講談社選書メチエ ) 山室恭子著 講談社 歴史と紀行 7/10
99 ヒトはこうして増えてきた ( 新潮選書 ) 大塚柳太郎著 新潮社 歴史と紀行 7/22

100 文学者掃苔録図書館　作家・詩人たち二五〇名のお墓めぐり 大塚英良著 原書房 歴史と紀行 7/25
101 戦争と平和　〈報道写真〉が撮した日本 ( コロナ・ブックス２０３ ) 白山眞理著 小原真史著平凡社 歴史と紀行 7/21
102 ニッポン大音頭時代 大石始著 河出書房新社 日本の文化 7/24
103 知識ゼロからの妖怪入門 小松和彦著 柴田ゆうイラスト幻冬舎 日本の文化 7/21
104 日本の珍しい結婚風習 国書刊行会編 国書刊行会 日本の文化 7/
105 ７０年代と８０年代　テレビが輝いていた時代 ＴＢＳ「調査情報」編集部編毎日新聞出版 日本の文化 7/31
106 サンドイッチの歴史 ( 「食」の図書館 ) ビー・ウィルソン著 月谷真紀訳原書房 世界の文化 7/下
107 冤罪の戦後史　刑事裁判の現風景を歩く 菅野良司著 岩波書店 現代社会 7/24
108 大転換　新しいエネルギー経済のかたち レスター・Ｒ．ブラウン著 ジャネット・ラーセンほか著 枝廣淳子訳岩波書店 現代社会 7/3
109 高卒女性の１２年　不安定な労働、ゆるやかなつながり 杉田真衣著 大月書店 現代社会 7/21
110 ２０００万人の貧困　必要なのは「福祉」より「投資」（仮） 中川雅之著 日経ＢＰマーケティング現代社会 7/21
111 ネオ・チャイナ ※２０１４年全米図書賞受賞作品エヴァン・オズノス著 笠井亮平訳白水社 現代社会 7/下
112 認知症・行方不明者１万人の衝撃 ＮＨＫ「認知症・行方不明者１万人」取材班著幻冬舎 現代社会 7/1
113 どうする？　親の空き家問題 ( ゆうゆうブックス ) 大久保恭子著 主婦の友社 現代社会 7/11
114 減反廃止　農政大転換の誤解と真实 荒幡克己著 日本経済新聞出版社現代社会 7/17
115 追いつめる親　「あなたのため」は呪いの言葉 おおたとしまさ著 毎日新聞出版 現代社会 7/
116 生命大躍進　私たちにつながるＤＮＡの秘密 ( ＮＨＫスペシャル ) 馬場悠男ほか監修 ＮＨＫスペシャル「生命大躍進」制作班編著ＮＨＫ出版 サイエンス 7/
117 身体をめぐるリンパの不思議 ( 知りたい！サイエンス ) 中西貴之著 技術評論社 サイエンス 7/13
118 きらめく甲虫 丸山宗利著 幻冬舎 サイエンス 7/7
119 驚きの皮膚 傳田光洋著 講談社 サイエンス 7/28
120 カブトガニの謎 惣路紀通著 誠文堂新光社 サイエンス 7/10
121 日本の火山図鑑 高橋正樹著 誠文堂新光社 サイエンス 7/7
122 銀河　宇宙１４０億光年のかなた ジェームズ・ギーチ著 糸川洋訳筑摩書房 サイエンス 7/16
123 最後の楽園の生き物たち　地球絶滅動物に出会う旅 ＮＨＫスペシャルHOT SPOTS取材班編東京書籍 サイエンス 7/31
124 色の不思議と光の謎（仮） ( Ｎｅｗｔｏｎ別冊 ) ニュートンプレスサイエンス 7/28
125 テスターの職人技 市川清道著 技術評論社 テクノロジー 7/23
126 発明とアイデアの文化誌 三浦基弘著 小林公著東京堂出版 テクノロジー 7/上
127 トコトンやさしい自動車エンジンの本 ( 今日からモノ知りシリーズ) 原田了著 日刊工業新聞社テクノロジー 7/28
128 トコトンやさしいデジタル回路の本 ( 今日からモノ知りシリーズ) 鈴木大三著 鈴木八十二著日刊工業新聞社テクノロジー 7/28
129 壊れた仏像の声をきく　修復師がみた美と信仰 藪内佐斗司著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ芸術・スポーツ7/23
130 知識ゼロからの肖像画 ( 芽が出るシリーズ ) 木村泰司著 幻冬舎 芸術・スポーツ7/7
131 観戦＆プレイで役に立つ！　ラグビーのルール( ＬＥＶＥＬ　ＵＰ　ＢＯＯＫ ) 日本ラグビーフットボール協会監修实業之日本社 芸術・スポーツ7/16
132 水木しげる　鬼太郎、戦争、そして人生 ( とんぼの本 ) 水木しげる著 梅原猛著 呉智英著新潮社 芸術・スポーツ7/31
133 ソフトテニスの基本と勝てる戦術 野口英一著 ナツメ社 芸術・スポーツ7/上
134 中野京子と読み解く　名画の謎　対決篇 中野京子著 文藝春秋 芸術・スポーツ7/下
135 山崎豊子　スペシャル・ガイドブック 山崎豊子プロジェクト編集室編新潮社 ライブラリアン 7/15
136 夏目漱石　没後百年記念 別冊太陽編集部編平凡社 ライブラリアン 7/下
137 おかあさんのいのり 武鹿悦子作 江頭路子絵岩崎書店 児童読み物 7/
138 どうぶつたちのおやすみなさい アン・ウィットフォード・ポール文 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 7/
139 まほとおかしな魔法の呪文 ( おはなしガーデン４８ ) 草野たき作 カタノトモコ絵岩崎書店 児童読み物 7/
140 アンドルーのひみつきち ドリス・バーン文・絵 千葉茂樹訳岩波書店 児童読み物 7/7
141 すし食いねぇ ( 文学の扉 ) 吉橋通夫作 佐藤真紀子絵講談社 児童読み物 7/2
142 たとえば、せかいが　ゴロゴロだったら ( 講談社の創作絵本 ) 高畠那生作・絵 講談社 児童読み物 7/8
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143 魔女バジルとなぞのほうき星 ( わくわくライブラリー ) 茂市久美子作 よしざわけいこ絵講談社 児童読み物 7/22
144 そらいろ男爵 ※２０１５年ソルシェール賞（フランス）受賞作品ジル・ボム文 ティエリー・デデュー絵 中島さおり訳主婦の友社 児童読み物 7/17
145 どろきょうりゅう 中川ひろたか作 鈴木翼作 市居みか絵世界文化社 児童読み物 7/24
146 たけのこごはん ( ポプラ社の絵本３１ ) 大島渚文 伊藤秀男絵ポプラ社 児童読み物 7/
147 そらとぶじゅうたんでせかいいっしゅう ステラ・ブラックストーン文 クリストファー・コー絵 福本友美子訳ほるぷ出版 児童読み物 7/
148 ノックノック　　みらいをひらくドア ※２０１４年ボストングローブ・ホーンブック賞オナー／コレッタ・スコット・キング賞受賞作品ダニエル・ビーティー文 ブライアン・コリアー絵 さくまゆみこ訳光村教育図書 児童読み物 7/
149 月夜に見参 ( くのいち小桜忍法帖１ ) 斉藤洋作 大矢正和絵あすなろ書房 児童読み物 7/25
150 まって アントワネット・ポーティス作・絵 椎名かおる訳あすなろ書房 児童読み物 7/25
151 このみち ( えほんのぼうけん７３ ) 内田麟太郎作 たかすかずみ絵岩崎書店 児童読み物 7/
152 せいめいのれきし　改訂版 バージニア・リー・バートン文・絵 いしいももこ訳 まなべまこと監修岩波書店 児童読み物 7/22
153 チンチンボンボさん 室井滋文 長谷川義史絵絵本館 児童読み物 7/1
154 ことらちゃんの冒険 石井桃子文 深沢紅子絵河出書房新社 児童読み物 7/24
155 めだかの王様                                                                                                                岡田潤作・絵 金の星社 児童読み物 7/
156 ちいさな　おおきな　き 夢枕獏作 山村浩二絵小学館 児童読み物 7/22
157 パンやのろくちゃん　なつだよ！ ( おひさまのほん ) 長谷川義史作・絵小学館 児童読み物 7/8
158 転校生は魔女！？ ( 悪ガキ７シリーズ４ ) 宗田理著 中山敦支/イラスト静山社 児童読み物 7/17
159 アーネストとセレスティーヌ ( くまのアーネストおじさん) ガブリエル・バンサン原作 もりひさし訳ＢＬ出版 児童読み物 8/10
160 シルヴィーどうぶつえんへいく ジョン・バーニンガム作・絵 谷川俊太郎訳ＢＬ出版 児童読み物 8/3
161 びっくりおおかみ 佐々木マキ作・絵フレーベル館 児童読み物 7/23
162 およげないさかな ( せなけいこのえ・ほ・ん１２) せなけいこ作・絵ポプラ社 児童読み物 7/
163 声に出して読みたい　小中学生にもわかる日本国憲法 齋藤孝著 ヨシタケシンスケ絵岩崎書店 児童ノンフィクション7/
164 すしのひみつ 日比野光敏著 金の星社 児童ノンフィクション7/中
165 和紙の徹底研究（特徴・比較） ( 世界遺産になった和紙３　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7/22
166 手づくり和紙・和紙アート ( 世界遺産になった和紙４　全４巻) こどもくらぶ著 新日本出版社 児童ノンフィクション7/22
167 はれるんのお天気教室 岩槻秀明著 日本気象予報士会監修東京堂出版 児童ノンフィクション7/上
168 まぎらわしい現实の大図鑑 ドーリング・キンダースリー編著 増田まもる監訳東京書籍 児童ノンフィクション7/10
169 目でみる算数の図鑑 清水美憲監修 こどもくらぶ編東京書籍 児童ノンフィクション7/21
170 あんずの木の下で　体の不自由な子どもたちの太平洋戦争 小手鞠るい著 原書房 児童ノンフィクション7/中
171 生き物のふえかた大研究（仮） ( 楽しい調べ学習シリーズ) 長谷川眞理子監修ＰＨＰ研究所 児童ノンフィクション7/23
172 続・被爆者　７０年目の出会い ( シリーズ・自然　いのち　ひと１６) 会田法行写真・文ポプラ社 児童ノンフィクション7/下
173 アーチー・グリーンと魔法図書館の謎 Ｄ．Ｄ．エヴェレスト著 こだまともこ訳あすなろ書房 ヤングアダルト7/25
174 波のそこにも 末吉暁子作 佐竹美保絵偕成社 ヤングアダルト7/14
175 １４歳からの戦争のリアル ( １４歳の世渡り術 ) 雨宮処凛著 河出書房新社 ヤングアダルト7/15
176 白いイルカの浜辺 ( 児童図書館・文学の部屋) ジル・ルイス著 さくまゆみこ訳評論社 ヤングアダルト7/30
177 １４歳の水平線 椰月美智子著 双葉社 ヤングアダルト7/17
178 ＷＯＮＤＥＲ（ワンダー） Ｒ・Ｊ・パラシオ著 中井はるの訳ほるぷ出版 ヤングアダルト7/中
179 トンネルの森　１９４５ 角野栄子著 ＫＡＤＯＫＡＷＡヤングアダルト7/17
180 チームＦについて ( Ｔｈｅ　ＭＡＮＺＡＩシリーズ ) あさのあつこ著 角川春樹事務所ヤングアダルト7/下
181 子どもたちへ、今こそ伝える戦争　子どもの本の作家たち１９人の真实 講談社著 講談社 ヤングアダルト7/16
182 影なき者の歌 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7/21


