
2015年8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 アンフェアな国 ( 刑事　雪平夏見 ) 秦建日子著 河出書房新社日本文芸書 8/3
2 シャッフル航法 円城塔著 河出書房新社日本文芸書 8/25
3 夕暮れの時間に 山田太一著 河出書房新社日本文芸書 8/25
4 御奉行の頭の火照り ( 物書同心　居眠り紋蔵 ) 佐藤雅美著 講談社 日本文芸書 8/19
5 十七八より 乗代雄介著 講談社 日本文芸書 8/25
6 プロフェッション 今野敏著 講談社 日本文芸書 8/4
7 ＭとΣ (ｼｸﾞﾏ) ※第１５３回芥川賞候補作品 内村薫風著 新潮社 日本文芸書 8/31
8 ジミ・ヘンドリクス・エクスペリエンス ※第１５３回芥川賞候補作品 滝口悠生著 新潮社 日本文芸書 8/31
9 文士の好物　座談集 阿川弘之著 新潮社 日本文芸書 8/31
10 みんなの秘密 畑野智美著 新潮社 日本文芸書 8/21
11 レールの向こう 大城立裕著 新潮社 日本文芸書 8/31
12 笑う少年 ( 風町サエシリーズ２ ) 樋口有介著 中央公論新社日本文芸書 8/7
13 フォアビート・ノスタルジー 石原慎太郎著 文藝春秋 日本文芸書 8/下
14 繭と絆　富岡製糸場ものがたり 植松三十里著 文藝春秋 日本文芸書 8/下
15 孤狼の血 柚月裕子著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 8/27
16 十字の記憶 堂場瞬一著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 8/27
17 まにまに　西加奈子エッセイ集（仮） 西加奈子著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 8/
18 気付くのが遅すぎて、 酒井順子著 講談社 日本文芸書 8/25
19 道徳の時間 ※第１６回江戸川乱歩賞受賞作品呉勝浩著 講談社 日本文芸書 8/4
20 藪医　ふらここ堂 朝井まかて著 講談社 日本文芸書 8/19
21 ルパンの娘 横関大著 講談社 日本文芸書 8/25
22 反人生 山崎ナオコーラ著集英社 日本文芸書 8/26
23 Ｍａｓａｔｏ 岩城けい著 集英社 日本文芸書 9/4
24 鬼神の如く　黒田叛臣伝 葉室麟著 新潮社 日本文芸書 8/21
25 恋せよ魂魄 ( 僕僕先生９ ) 仁木英之著 新潮社 日本文芸書 8/31
26 繭 青山七恵著 新潮社 日本文芸書 8/31
27 あなたの空洞 伊藤たかみ著 文藝春秋 日本文芸書 8/下
28 スクラップ・アンド・ビルド ※第153回芥川賞受賞作品 羽田圭介著 文藝春秋 日本文芸書 8/上
29 夏の裁断 ※第153回芥川賞候補作品 島本理生著 文藝春秋 日本文芸書 8/上
30 姫神 安部龍太郎著 文藝春秋 日本文芸書 8/上
31 卜伝飄々 風野真知雄著 文藝春秋 日本文芸書 8/下
32 Ｙの木 辻原登著 文藝春秋 日本文芸書 8/下
33 あの日、マーラーが 藤谷治著 朝日新聞出版日本文芸書 8/7
34 綺良のさくら 今井絵美子著 角川春樹事務所日本文芸書 8/中
35 記憶破断者 小林泰三著 幻冬舎 日本文芸書 8/4
36 新選組颯爽録（仮） 門井慶喜著 光文社 日本文芸書 8/
37 ストールン・チャイルド（仮） 緒川怜著 光文社 日本文芸書 8/17
38 花鳥茶屋せせらぎ 志川節子著 祥伝社 日本文芸書 8/31
39 終戦のマグノリア 戸松淳矩著 東京創元社 日本文芸書 8/29
40 武蔵４ 花村萬月著 徳間書店 日本文芸書 8/8
41 アイアン・レディ 二階堂黎人著 原書房 日本文芸書 8/下
42 拳に聞け！ 塩田武士著 双葉社 日本文芸書 8/18
43 総理にされた男 中山七里著 ＮＨＫ出版 日本文芸書 8/25
44 食堂のおばちゃん 山口恵以子著 角川春樹事務所日本文芸書 8/中
45 龍馬奔る　土佐の勇 山本一力著 角川春樹事務所日本文芸書 8/中
46 鍵の掛かった男 有栖川有栖著 幻冬舎 日本文芸書 8/25
47 キングダム 新野剛志著 幻冬舎 日本文芸書 8/25
48 啼かない鳥は空に溺れる 唯川恵著 幻冬舎 日本文芸書 8/4
49 与楽の飯　東大寺造仏所炊屋私記（仮） 澤田瞳子著 光文社 日本文芸書 8/17
50 空色の小鳥 大崎梢著 祥伝社 日本文芸書 8/31
51 約束　Ｋ・Ｓ・Ｐアナザー（仮） 香納諒一著 祥伝社 日本文芸書 8/31
52 似非遍路 ( 高瀬川女船歌９ ) 澤田ふじ子著 徳間書店 日本文芸書 8/8
53 希望のかたわれ ※推理作家協会賞（ドイツ語圏）最終候補作品メヒティルト・ボルマン著
赤坂桃子訳河出書房新社外国文芸書 8/17
54 ハリス・バーディック年代記　１４の、ものすごい、ものがたり Ｃ・Ｖ・オールズバーグ著
レモニー・スニケット著　　村上春樹ほか訳河出書房新社外国文芸書 8/17
55 複成王子 ( 新☆ハヤカワ・ＳＦ・シリーズ) ハンヌ・ライアニエミ著
酒井昭伸訳早川書房 外国文芸書 8/7
56 あなたを選んでくれるもの ( 新潮クレスト・ブックス ) ミランダ・ジュライ著
岸本佐知子訳新潮社 外国文芸書 8/27
57 十五少年漂流記 ( 新潮モダン・クラシックス ) ジュール・ヴェルヌ著
椎名誠訳
渡辺葉訳新潮社 外国文芸書 8/31
58 地球の中心までトンネルを掘る ※シャーリイ・ジャクスン賞／全米図書館協会アレックス賞受賞作品ケヴィン・ウィルソン著
芹澤恵訳東京創元社 外国文芸書 8/12
59 街への鍵 ( ハヤカワ・ミステリ ) ルース・レンデル著
山本やよい訳早川書房 外国文芸書 8/7
60 マイ・ヴィンテージ・ハロウィン マリオン・ポール著
西本かおる訳グラフィック社 くらしの実用書8/6
61 とっさのときにすぐ護れる　女性のための護身術( 講談社の実用ＢＯＯＫ ) 伊藤祐靖著 講談社 くらしの実用書8/6
62 使えるじゃがいもレシピ 小泉功二著
島田哲也著
佐藤護著
五十嵐美幸著柴田書店 くらしの実用書8/21
63 サラ弁 ほりえさちこ著 主婦と生活社 くらしの実用書8/21
64 初めて着る男の着物 泉二弘明著 ＰＨＰ研究所 くらしの実用書8/20
65 トルコの伝統手芸　イーネオヤ・トゥオヤ　 ( レディブティックシリーズ ) トルコ文化センター著ブティック社 くらしの実用書8/31
66 「味つけ冷凍」の作りおき 藤井恵著 文化出版局 くらしの実用書8/20
67 暮らしのなかの食卓マナー ( 主婦の友生活シリーズ／ビジュアル・マナー) 松本繁美監修 主婦の友社 くらしの実用書8/31
68 懐紙で包む、まごころを贈る 長田なお著 淡交社 くらしの実用書8/5
69 農家が教える　手づくり加工・保存の知恵と技 農文協編 農山漁村文化協会くらしの実用書8/7
70 服の「つくろい・お直し」教室 ( ＰＨＰビジュアル実用ＢＯＯＫＳ) 鵜飼睦子著 ＰＨＰ研究所 くらしの実用書8/18
71 作務衣、甚平、はんてん、日常着 ( レディブティックシリーズ ) ブティック社編 ブティック社 くらしの実用書8/12
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72 がん経験者のための就活ブック ＨＯＰＥプロジェクト編
ＣＳＲプロジェクト編合同出版 ビジネス・くらしの経済8/中
73 安心してがんと闘うために知っておきたいお金の実際 内田茂樹著 主婦の友社 ビジネス・くらしの経済8/24
74 ぐるっと！プレゼン（仮） 西原猛著 すばる舎 ビジネス・くらしの経済8/10
75 なぜ、企業は不祥事を繰り返すのか 樋口晴彦著 日刊工業新聞社ビジネス・くらしの経済8/25


