
2015年12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 悪名残すとも（仮） 吉川永青著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 12/

2 エミリの小さな包丁 森沢明夫著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 12/

3 穂村弘の、こんなところで。（仮）　穂村弘対談集 穂村弘著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 12/下

4 クロニクル・アラウンド・ザ・クロック 津原泰水著 河出書房新社日本文芸書 12/15

5 子どもに歯ごたえのある本を（仮） 石井桃子著 河出書房新社日本文芸書 12/10

6 消滅世界 村田沙耶香著 河出書房新社日本文芸書 12/15

7 踊り子と将棋指し 坂上琴著 講談社 日本文芸書 1/6

8 キッチン戦争 樋口直哉著 講談社 日本文芸書 12/9

9 光陰の刃 西村健著 講談社 日本文芸書 1/5

10 嵯峨野あやつり異聞　浄瑠璃グラン＝ギニョル 近本洋一著 講談社 日本文芸書 12/16

11 よはひ いしいしんじ著集英社 日本文芸書 1/5

12 エデュケーション 増田晶文著 新潮社 日本文芸書 12/22

13 島津の空　帰る雁 村木嵐著 中央公論新社日本文芸書 12/10

14 マナーの正体 福岡伸一著　　　　　　　角田光代著　　　　　　　　綿矢りさ著
さだまさしほか著中央公論新社日本文芸書 12/10

15 声のお仕事 川端裕人著 文藝春秋 日本文芸書 1/上

16 ＧＥＥＫＳＴＥＲ（ｷﾞｰｸｽﾀｰ）（仮） 大倉崇裕著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 12/下

17 ハーメルンの誘拐魔（仮）　刑事犬養隼人 中山七里著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 12/下

18 決戦！　三國志 田中芳樹著
東郷隆著　　　　　　　　　天野純希著講談社 日本文芸書 12/15

19 ロスト 呉勝浩著 講談社 日本文芸書 12/8

20 ニューカルマ 新庄耕著 集英社 日本文芸書 1/5

21 蛮政の秋 堂場瞬一著 集英社 日本文芸書 12/15

22 ブルーアウト 鈴木光司著 小学館 日本文芸書 12/1

23 学校の近くの家 青木淳悟著 新潮社 日本文芸書 12/22

24 ギリシア人の物語１　民主政のはじまり 塩野七生著 新潮社 日本文芸書 12/18

25 たんぽぽ団地 重松清著 新潮社 日本文芸書 12/22

26 薄情 絲山秋子著 新潮社 日本文芸書 12/18

27 モナドの領域 筒井康隆著 新潮社 日本文芸書 12/3

28 当確師 真山仁著 中央公論新社日本文芸書 12/20

29 お伊勢まいり ( 新・御宿かわせみ　特別長編) 平岩弓枝著 文藝春秋 日本文芸書 1/上

30 獅子吼（ｼｼｸ）（仮） 浅田次郎著 文藝春秋 日本文芸書 1/9

31 線路を越えて 東山彰良著 文藝春秋 日本文芸書 1/上

32 天下人の茶 伊東潤著 文藝春秋 日本文芸書 12/上

33 孫と私の小さな歴史 佐藤愛子著 文藝春秋 日本文芸書 1/8

34 魔女の封印 大沢在昌著 文藝春秋 日本文芸書 12/上

35 ママがやった 井上荒野著 文藝春秋 日本文芸書 1/上

36 わたしの宝石 朱川湊人著 文藝春秋 日本文芸書 1/上

37 信長の肖像 ※ 第７回朝日時代小説大賞受賞作品志野靖史著 朝日新聞出版日本文芸書 12/7

38 わたしたちの、小さな家（仮） 水沢秋生著 光文社 日本文芸書 12/15

39 月のない夜に 岸田るり子著 祥伝社 日本文芸書 12/12

40 おなかがすいたハラペコだ。 椎名誠著 新日本出版社日本文芸書 12/5

41 たましいのふたりごと 川上未映子著
穂村弘著筑摩書房 日本文芸書 12/16

42 少女の時間 ( 創元クライム・クラブ) 樋口有介著 東京創元社日本文芸書 1/7

43 滅びの鐘 乾石智子著 東京創元社日本文芸書 1/7

44 黒猫の回帰あるいは千夜航路 森晶麿著 早川書房 日本文芸書 12/7

45 終の日までの 森浩美著 双葉社 日本文芸書 12/20

46 トライアンフ 悠木シュン著 双葉社 日本文芸書 12/15

47 優しい言葉　パンとスープとネコ日和 群ようこ著 角川春樹事務所日本文芸書 12/中
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48 誰にも探せない 大崎梢著 幻冬舎 日本文芸書 12/8

49 言い訳だらけの人生（仮） 平安寿子著 光文社 日本文芸書 12/15

50 江ノ島西浦写真館（仮） 三上延著 光文社 日本文芸書 12/15

51 狙撃（仮） 遠藤武文著 光文社 日本文芸書 12/

52 私は存在が空気 中田永一著 祥伝社 日本文芸書 12/12

53 真実の１０メートル手前 米澤穂信著 東京創元社日本文芸書 12/21

54 植物たち 朝倉かすみ著 徳間書店 日本文芸書 12/8

55 忘れがたき日々　ジョン・レノン、オノ・ヨーコと過ごして ジョナサン・コット著
栩木玲子訳岩波書店 外国文芸書 12/4

56 センター１８                                                                                                                 ウィリアム・ピーター・ブラッティ著
大瀧啓裕訳東京創元社外国文芸書 12/21

57 世界の終わりの七日間 ( ハヤカワ・ミステリ　三部作　最終巻) ベン・Ｈ・ウィンタース著
上野元美訳早川書房 外国文芸書 12/7

58 ぴょんぴょんウサギ球 ( ベスト・ストーリーズ１　全３巻) 若島正編訳 早川書房 外国文芸書 12/17

59 道程　オリヴァー・サックス自伝（仮） ( ハヤカワ・ポピュラー・サイエンス) オリヴァー・サックス著
大田直子訳早川書房 外国文芸書 12/17

60 つつましい英雄 マリオ・バルガス＝リョサ著
田村さと子訳河出書房新社外国文芸書 12/25

61 冬の物語 イサク・ディネセン著
横山貞子訳新潮社 外国文芸書 12/18

62 クロックワーク・ロケット ( 新☆ハヤカワ・ＳＦ・シリーズ　三部作　第１巻) グレッグ・イーガン著
山岸真訳早川書房 外国文芸書 12/17

63 片手の郵便配達人 グードルン・パウゼヴァング著
高田ゆみ子訳みすず書房外国文芸書 12/

64 使える豆腐レシピ 笠原将弘著
小林武志著
和知徹著
金順子著柴田書店 くらしの実用書12/2

65 オールカラー困ったときにすぐひける　マナー大事典 いまどきマナー研究会著西東社 くらしの実用書12/上

66 みんげいクッキー　かわいくてなごむ４７都道府県の( 　　　　　　　　　　　　　　　　　　ほのぼの郷土玩具アイシング) Ｔｒｉｇｏ　ｅ　ｃａｎａ著誠文堂新光社くらしの実用書12/7

67 手づくりビール読本 笠倉暁夫著 農山漁村文化協会くらしの実用書12/16

68 ファスナーつけがいらない　パンツとスカート( レディブティックシリーズ) ブティック社くらしの実用書12/10

69 有元葉子のご飯料理 有元葉子著 家の光協会くらしの実用書12/24

70 はじめての手でつくる本（仮） ヨンネ監修 エクスナレッジくらしの実用書12/15

71 バスボムレシピ（仮） 篠原由子著 河出書房新社くらしの実用書12/10

72 防災　減災ＢＯＯＫ ゆうゆう編集部編主婦の友社くらしの実用書12/19

73 かんたん手作り　赤ちゃんスタイ 増山優子著 日東書院本社くらしの実用書12/

74 満腹！お楽しみ弁当 大庭英子著 文化出版局くらしの実用書12/中

75 イラスト図解　経理の超基本 宮森俊樹監修
葛西安寿監修池田書店 ビジネス・くらしの経済12/17

76 女性官僚という生き方 村木厚子編
秋山訓子編岩波書店 ビジネス・くらしの経済12/3

77 図解　正しい家計術 ( お金のきほん ) ゆりもとひろみ監修学研プラス ビジネス・くらしの経済12/1

78 働くことの哲学（仮） ラース・スヴェンセン著
小須田健訳紀伊國屋書店ビジネス・くらしの経済1/

79 入門　決済のすべてがわかる本 宿輪純一著 東洋経済新報社ビジネス・くらしの経済12/10

80 壁・床・天井がかっこよく生まれ変わる！ＤＩＹで部屋リノベーションする本ドゥーパ！編集部編学研プラス すまいと住宅 12/11
81 Ｙｏｓｅｕｅ　Ｐｌａｎｔｓ　寄せ植えに使いたい、１２ヶ月の草花 黒田健太郎著 グラフィック社すまいと住宅 12/5
82 決定版　家庭大工マニュアル 西沢正和監修 主婦と生活社すまいと住宅 12/下
83 不妊治療のやめどき 松本亜樹子著 ＷＡＶＥ出版健康と家庭の医学12/28
84 治療が大きく変わった！Ｃ型肝炎・Ｂ型肝炎・脂肪肝・肝硬変・肝がん泉並木著 ＮＨＫ出版 健康と家庭の医学12/18
85 女性のＡＤＨＤ ( 健康ライブラリーイラスト版) 宮尾益知監修 講談社 健康と家庭の医学12/10
86 親ががんになったら読む本 山口建著 主婦の友社健康と家庭の医学12/24
87 図解　やさしくわかる言語聴覚障害 小嶋知幸著 ナツメ社 健康と家庭の医学12/中
88 図解〈肺がん〉の最新治療と予防＆生活対策（仮） 坪井正博監修 日東書院本社健康と家庭の医学12/中
89 ウルトラ図解　高尿酸血症・痛風 細谷龍男監修 法研 健康と家庭の医学12/8
90 子どものいじめ問題ハンドブック 日本弁護士連合会子どもの権利委員会編明石書店 教育と福祉 12/1
91 発達障がいの子育てに悩む　タイプ別ママの教科書 山本登喜子著 主婦の友社教育と福祉 12/14
92 市民ホスピスへの道 山崎章郎著
二ノ坂保喜著
米沢慧著春秋社 教育と福祉 12/11
93 親には一人暮らしをさせなさい 三村麻子著
 永岡書店 教育と福祉 12/10
94 子どもの遊び場のリスクマネジメント 松野敬子著 ミネルヴァ書房教育と福祉 12/中
95 超高齢社会の法律、何が問題なのか( 朝日選書９３９ ) 樋口範雄著 朝日新聞出版くらしの法律 12/10
96 「表現の自由」入門 ナイジェル・ウォーバートン著
森村進訳　　　　　　　　　　　　森村たまき訳岩波書店 くらしの法律 12/22
97 平成２７年改正　個人情報保護法のポイント 関啓一郎著 ぎょうせい くらしの法律 12/下
98 調べる・読む・使いこなす！企業法務のための判例活用マニュアル花野信子編 中央経済社くらしの法律 12/中
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99 インターネット法 松井茂記編
鈴木秀美編
山口いつ子編有斐閣 くらしの法律 12/下

100 古文書はいかに歴史を描くのか　歴史史料としての古文書入門白水智著 ＮＨＫ出版 歴史と紀行 12/18
101 五色の虹　満州建国大学卒業生たちの戦後※ 第１３回開高健ノンフィクション賞受賞作品三浦英之著 集英社 歴史と紀行 12/15
102 日本の少子化　百年の迷走 ( 新潮選書 ) 河合雅司著 新潮社 歴史と紀行 12/22
103 ナショジオが行ってみた　秘密の地下世界 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 12/22
104 神社の解剖図鑑 エクスナレッジ日本の文化 12/21
105 にっぽんの布を訪ねて　この地・この人・この技 陸田幸枝文
大橋弘撮影ＮＨＫ出版 日本の文化 1/中
106 文化庁国語科の間違いやすい日本語教室（仮） 文化庁国語科著幻冬舎 日本の文化 12/15
107 蚕　絹糸を吐く虫と日本人 畑中章宏著 晶文社 日本の文化 12/11
108 行商列車　〈カンカン部隊〉を追いかけて 山本志乃著 創元社 日本の文化 12/14
109 伝統野菜をつくった人々　「種子屋」の近代史 阿部希望著 農山漁村文化協会日本の文化 12/15
110 １４９３　世界を変えた大陸間の「交換」（仮） チャールズ・Ｃ・マン著
布施由紀子訳紀伊國屋書店世界の文化 1/
111 モツの歴史 ( 「食」の図書館 ) ニーナ・エドワーズ著
露久保由美子訳原書房 世界の文化 12/17
112 グリム童話と日本昔話－比較民話学の世界 高木昌史著 三弥井書店世界の文化 12/上
113 スパム〔ＳＰＡＭ〕　インターネットのダークサイド フィン・ブラントン著
生貝直人監訳　　　　成原慧監訳河出書房新社現代社会 12/10
114 女性と子どもに迫る底なしの貧困　最新貧困ノンフィクション樋田敦子著 大和書房 現代社会 12/下
115 ２０２０新スポーツ立県論 地方復活のパワーはここから生まれる間野義之著 徳間書店 現代社会 12/16
116 ＢＥ　ＫＯＢＥ　震災から２０年、できたこと、できなかったことＢＥ　ＫＯＢＥプロジェクト編ポプラ社 現代社会 12/7
117 ＩｏＴ　ビジネスモデル革命 小林啓倫著 朝日新聞出版現代社会 12/7
118 農福連携の「里マチ」づくり 濱田健司著 鹿島出版会現代社会 12/9
119 国際紛争を読み解く五つの視座　現代世界の「戦争の構造」( 講談社選書メチエ ) 篠田英朗著 講談社 現代社会 12/10
120 無戸籍の日本人 ( 第１３回開高健ノンフィクション賞最終候補作品) 井戸まさえ著 集英社 現代社会 1/5
121 平成の家族と食 品田知美編著　　　　　野田潤著　　　　　　　畠山洋輔著晶文社 現代社会 12/18
122 安倍官邸ｖｓ．習近平 読売新聞政治部著新潮社 現代社会 12/18
123 乱獲　漁業資源の今とこれから レイ・ヒルボーン著
ウルライク・ヒルボーン著
市野川桃子訳
岡村寛訳東海大学出版部現代社会 12/9
124 食糧と人類　飢餓を克服した大増産の文明史 ルース・ドフリース著
小川敏子訳日本経済新聞出版社現代社会 1/5
125 菌世界紀行 ( 岩波科学ライブラリー２４５) 星野保著 岩波書店 サイエンス 12/4
126 現代乳酸菌科学　未病・予防医学への挑戦( 共立スマートセレクション４) 杉山政則著
矢嶋信浩コーディネーター共立出版 サイエンス 12/9
127 地底　地球深部探求の歴史 デイビッド・ホワイトハウス著
江口あとか訳築地書館 サイエンス 12/16
128 １０代の脳 フランシス・ジェンセン著　　　　　　　　　　　　　　エイミー・エリス・ナット著
野中香方子訳文藝春秋 サイエンス 12/8
129 野生動物は何を見ているのか 佐藤克文編著
青木かがり著
中村乙水著
渡辺伸一著丸善出版（発売）／丸善プラネット（発行）サイエンス 12/中
130 コンピューター物語　開発の果てしない物語 小田徹著 技術評論社テクノロジー 12/17
131 トコトンやさしい生産技術の本 ( 今日からモノ知りシリーズ) 坂倉財司著 日刊工業新聞社テクノロジー 12/22
132 イチから学ぶプログラミング（仮） ( 日経ＢＰパソコンベストムック) 日経ＢＰマーケティングテクノロジー 12/9
133 江戸のバロック（仮） 谷川渥著 河出書房新社芸術・スポーツ12/22
134 図説　だまし絵 ( ふくろうの本／世界の文化) 谷川渥著 河出書房新社芸術・スポーツ12/15
135 宇宙画の１５０年史　宇宙・ロケット・エイリアン ロン・ミラー著
日暮雅通ほか訳河出書房新社芸術・スポーツ12/21
136 蜷川幸雄の仕事 ( とんぼの本 ) 蜷川幸雄著
村上春樹著
山口宏子ほか著新潮社 芸術・スポーツ12/22
137 絵手紙入門　日々の暮らしを描く 花城祐子著 誠文堂新光社芸術・スポーツ12/1
138 昭和史をデザインした男　　亀倉雄策伝 馬場マコト著 日経ＢＰマーケティング芸術・スポーツ12/22
139 体が硬い人のための関節が柔らかくなるストレッチ＆トレーニング（仮）( ＰＨＰビジュアル実用ＢＯＯＫＳ) 荒川裕志著 ＰＨＰ研究所芸術・スポーツ12/18
140 科学の本一○○冊 村上陽一郎著 河出書房新社ライブラリアン12/10
141 司書と先生がつくる学校図書館 福岡淳子著 玉川大学出版部ライブラリアン12/1
142 Ōｅ（オオエ）　６０年代の青春 司修著 白水社 ライブラリアン12/18
143 拝啓　市長さま、図書館の話をしましょう（仮） アントネッラ・アンニョリ著
萱野有美訳みすず書房ライブラリアン12/下
144 ありがとう　エバせんせい ( いのちのきょうしつシリーズ) ヒラリー・ロビンソン文
マンディ・スタンレイ絵　　きむらゆかり訳絵本塾出版児童読み物 1/上
145 くれよんが　おれたとき かさいまり作
北村裕花絵くもん出版 児童読み物 12/上
146 ひつじの王さま オリヴィエ・タレック作・絵
あさのあつこ訳くもん出版 児童読み物 12/下
147 おやすみなさい　くまくん パッツィ・スキャリー作
リチャード・スキャリー絵
木坂涼訳好学社 児童読み物 12/
148 げんこつげんたろう くすのきしげのり作
伊藤秀男絵廣済堂あかつき児童読み物 12/15
149 おとのさま、ゆうえんちにいく ( おはなしみーつけた！シリーズ) 中川ひろたか作
田中六大絵佼成出版社児童読み物 12/10
150 にぎりずし一本勝貟！ ( わくわくライブラリー／ゆうれい回転ずしシリーズ４) 佐川芳枝作
やぎたみこ絵講談社 児童読み物 12/10
151 おしょうがつセブン ( ワンダーおはなし絵本) もとしたいづみ作
ふくだいわお絵世界文化社児童読み物 12/4
152 キナコ ( ＰＨＰとっておきのどうわ) いとうみく作
青山友美絵ＰＨＰ研究所児童読み物 12/1
153 ホーホーはらへりフクロウさまだ！ ショーン・テイラー作
ジャン・ジュリアン絵　　木坂涼訳ＢＬ出版 児童読み物 1/上
154 ぞうさん、どこにいるの？ バルー作・絵
柳田邦男訳光村教育図書児童読み物 12/下
155 ユーゴ修道士と本を愛しすぎたクマ ケイティ・ビービ文
Ｓ．Ｄ．シンドラー絵
千葉茂樹訳光村教育図書児童読み物 12/下
156 しろもちくんとまめもちくん 庄司三智子作・絵アリス館 児童読み物 12/上
157 さかさ町 Ｆ・エマーソン・アンドリュース作
ルイス・スロボドキン絵
小宮由訳岩波書店 児童読み物 12/17
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158 ゆうかんな猫ミランダ エレナー・エスティス作
エドワード・アーディゾーニ絵　　　　　　　　　　　　津森優子訳岩波書店 児童読み物 12/15
159 だれのものでもない岩鼻の灯台 山下明生文
町田尚子絵絵本塾出版児童読み物 12/上
160 お医者さん　ママはお医者さん ( おしごとのおはなし) あさのあつこ作
本田亮絵講談社 児童読み物 12/22
161 小学校の先生　三年二組、みんなよい子です！( おしごとのおはなし) くすのきしげのり作
下平けーすけ絵講談社 児童読み物 12/22
162 どーだっ！ 後藤竜二文
長谷川知子絵新日本出版社児童読み物 12/18
163 もう、ねるんだってば！ ( 世界のえほん１０ ) ジョリ・ジョン作
ベンジ・デイヴィス絵
金原瑞人訳そうえん社 児童読み物 12/上
164 ウォーリーと１６人のギャング ( こころのほんばこ ) リチャード・ケネディ文
マーク・シーモント絵　　小宮由訳大日本図書児童読み物 12/中
165 おしゃれなクララとおばあちゃんのぼうし エイミー・デ・ラ・ヘイ文
エミリー・サットン絵　　たかおゆうこ訳徳間書店 児童読み物 12/11
166 えんぎがいい　どうして　じんじゃに　きつねがいるの？( コドモエのえほん ) 雨宮尚子作・絵白泉社 児童読み物 12/25
167 手と手をつないで マーク・スペアリング文
ブリッタ・テッケントラップ絵ＢＬ出版 児童読み物 1/上
168 ゆきだるまうさぎ 田中てるみ文
江頭路子絵ＢＬ出版 児童読み物 12/10
169 人体 ( ミクロワールド大図鑑２　全４巻) 逸見明博ほか著　　　医学生物学電子顕微鏡技術学会監修小峰書店 児童ノンフィクション12/下
170 日本のフェアトレードの現状ときみにもできること( 考えよう！やってみよう！フェアトレード３　全３巻) 渡辺龍也監修
こどもくらぶ編彩流社 児童ノンフィクション12/
171 目でみる１mmの図鑑 こどもくらぶ編 東京書籍 児童ノンフィクション12/10
172 よくわかる少年法　罪を犯したらどうなるの？( 楽しい調べ学習シリーズ) 後藤弘子監修 ＰＨＰ研究所児童ノンフィクション12/18
173 よくわかる知的負産権　知らずに侵害していませんか？( 楽しい調べ学習シリーズ) 岩瀬ひとみ監修ＰＨＰ研究所児童ノンフィクション12/18
174 にっぽんのおやつ 白央篤司著 理論社 児童ノンフィクション12/18
175 知れば知るほどおもしろい辞書・事典( 辞書・事典のすべてがわかる本３　全４巻) 倉島節尚監修
稲葉茂勝文あすなろ書房児童ノンフィクション12/
176 築地市場　絵でみる魚市場の一日 ( 絵本　地球ライブラリー) モリナガ・ヨウ作・絵小峰書店 児童ノンフィクション12/下
177 ２億人を救った大発見　大村智先生の研究（仮） 馬場錬成著 毎日新聞出版児童ノンフィクション12/10
178 ９９０円のジーンズがつくられるのはなぜ？ 長田華子著 合同出版 ヤングアダルト12/中
179 タイムライダーズ　失われた暗号１ アレックス・スカロウ著小学館 ヤングアダルト12/9
180 タイムライダーズ　失われた暗号２ アレックス・スカロウ著小学館 ヤングアダルト12/9
181 ちいさなちいさなベビー服 八束澄子作 新日本出版社ヤングアダルト12/15
182 大人でも筓えられない！　星・星座のしつもん 荒舩良孝著 すばる舎 ヤングアダルト12/18
183 ニュートリノってナンダ？　小さな粒子からわかる宇宙のしくみ 荒舩良孝著 誠文堂新光社ヤングアダルト12/7
184 愛と恋 ( 大人になるまでに読みたい１５歳の短歌・俳句・川柳１　全３巻) 黒瀬珂欄著 ゆまに書房 ヤングアダルト12/
185 ブラック・レコニング ( 最古の魔術書３　完結編) ジョン・スティーブンス著
こだまともこ訳あすなろ書房ヤングアダルト12/上
186 ＫＺ’Ｄｅｅｐ　Ｆｉｌｅ　青い真珠は知っている 藤本ひとみ著 講談社 ヤングアダルト12/21
187 ジオパークへ行こう！　火山や恐竜にあえる旅 林信太郎作著　　　　　川野郁代絵小峰書店 ヤングアダルト12/下
188 ＬＧＢＴＱを知っていますか？ 日高庸晴監修
星野慎二著少年写真新聞社ヤングアダルト12/中
189 エレナー＆パーク（仮） ※ ２０１３年ボストン・グローブ　ホーン・ブック賞受賞作品レインボー・ローウェル著
三辺律子訳辰巳出版 ヤングアダルト12/中
190 子どもの哲学　考えることをはじめた君へ 河野哲也著
土屋陽介著
村瀬智之著
神戸和佳子著毎日新聞出版ヤングアダルト12/17


