
2016年1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 吸血鬼 佐藤亜紀著 講談社 日本文芸書 1/20

2 近いはずの人 小野寺史宜著 講談社 日本文芸書 2/

3 やがて海へと届く 彩瀬まる著 講談社 日本文芸書 2/

4 ラメルノエリキサ ※第２８回小説すばる新人賞受賞作品渡辺優著 集英社 日本文芸書 2/5

5 あなたという国　～ニューヨーク・サン・ソウル～ ドリアン助川著新潮社 日本文芸書 1/29

6 あなたの人生、逆転させます 小笠原慧著 新潮社 日本文芸書 1/22

7 アメリカ最後の実験 宮内悠介著 新潮社 日本文芸書 1/27

8 樹液少女 彩藤アザミ著 新潮社 日本文芸書 1/22

9 凛と咲きて 矢野隆著 新潮社 日本文芸書 1/22

10 レプリカたちの夜 一條次郎著 新潮社 日本文芸書 1/22

11 蓮の数式 遠田潤子著 中央公論新社日本文芸書 1/25

12 倒れるときは前のめり 有川浩著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 1/27

13 小松とうさちゃん 絲山秋子著 河出書房新社日本文芸書 1/18

14 異類婚姻譚 本谷有希子著 講談社 日本文芸書 1/20

15 カナリア恋唄　お狂言師歌吉うきよ暦 杉本章子著 講談社 日本文芸書 1/20

16 温泉妖精 ※第３９回すばる文学賞受賞作品黒名ひろみ著 集英社 日本文芸書 2/3

17 溺れる月 新野剛志著 小学館 日本文芸書 1/27

18 ガラパゴス　上 相場英雄著 小学館 日本文芸書 1/26

19 ガラパゴス　下 相場英雄著 小学館 日本文芸書 1/26

20 異郷の友人 上田岳弘著 新潮社 日本文芸書 1/29

21 その姿の消し方 堀江敏幸著 新潮社 日本文芸書 1/29

22 バビロンの秘文字１　胎動編 ( 中央公論新社創立１３０周年記念作品) 堂場瞬一著 中央公論新社日本文芸書 1/25

23 ハンニバル戦争 佐藤賢一著 中央公論新社日本文芸書 1/25

24 闇医者おゑん秘録帖　花冷えて あさのあつこ著中央公論新社日本文芸書 1/25

25 よこまち余話 木内昇著 中央公論新社日本文芸書 1/25

26 マリオネット　死仮面 折原一著 文藝春秋 日本文芸書 1/

27 ムーンナイト・ダイバー 天童荒太著 文藝春秋 日本文芸書 1/21
28 老嬢物語 高楼方子文・絵偕成社 日本文芸書 1/19
29 すしそばてんぷら 藤野千夜著 角川春樹事務所日本文芸書 1/29
30 ブロッケンの悪魔　单アルプス山岳救助隊Ｋ-９ 樋口明雄著 角川春樹事務所日本文芸書 1/29
31 午後二時の証言者 天野節子著 幻冬舎 日本文芸書 1/25
32 世界が赫に染まる日に 櫛木理宇著 光文社 日本文芸書 1/18
33 通常業務探偵団 似鳥鶏（ニタドリケイ）著光文社 日本文芸書 1/18
34 ブレインドレイン 関俊介著 光文社 日本文芸書 1/18
35 ロンドン狂瀾 中路啓太著 光文社 日本文芸書 1/18
36 帰ってきた腕貫探偵 ( 腕貫探偵シリーズ５) 西澤保彦著 実業之日本社日本文芸書 1/5
37 家康、江戸を建てる 門井慶喜著 祥伝社 日本文芸書 2/8
38 図書館の殺人 青崎有吾著 東京創元社日本文芸書 1/29
39 電球交換士の憂鬱 吉田篤弘著 徳間書店 日本文芸書 1/26
40 歳をとるのは面白い（仮） 『ＰＨＰ』編集部編ＰＨＰ研究所日本文芸書 1/22
41 パパ 岡部えつ著 双葉社 日本文芸書 1/19
42 笑う赤おに 雀野日名子著 双葉社 日本文芸書 1/19
43 坂の途中の家 角田光代著 朝日新聞出版日本文芸書 1/7
44 年下のセンセイ 中村航著 幻冬舎 日本文芸書 1/25
45 ６月３１日の同窓会 真梨幸子著 実業之日本社日本文芸書 1/28
46 アシタノユキカタ 小路幸也著 祥伝社 日本文芸書 2/8
47 赤毛のアンナ 真保裕一著 徳間書店 日本文芸書 1/16
48 どうぶつたちの贈り物（仮） 小川洋子著 東川篤哉ほか著ＰＨＰ研究所日本文芸書 1/27
49 ロング・ロング・ホリディ（仮） 小路幸也著 ＰＨＰ研究所日本文芸書 1/13
50 他人のふたご（仮）　「輸出」ベイビーたちの奇蹟の物語 アナイス・ボルディエ著 サマンサ・ファターマン著 羽田詩津子訳太田出版 外国文芸書 1/
51 道化と王 ( ヨーロッパ歴史ノベル・セレクション) ローズ・トレメイン著 金原端人訳 小林みき訳柏書房 外国文芸書 1/25
52 ドローンランド ※２０１５年フリードリヒ・グラウザー賞受賞作品トム・ヒレンブラント著 赤坂桃子訳河出書房新社外国文芸書 1/25
53 レモン畑の吸血鬼 カレン・ラッセル著 松田青子訳河出書房新社外国文芸書 1/25
54 夜、僕らは輪になって歩く ( 新潮クレスト・ブックス) ダニエル・アラルコン著 藤井光訳新潮社 外国文芸書 1/29
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55 アーサーとジョージ ※ブッカー賞最終候補作品ジュリアン・バーンズ著 真野泰訳 山崎暁子訳中央公論新社外国文芸書 1/25
56 ジャック・リッチーのびっくりパレード( ＨＡＹＡＫＡＷＡ　ＰＯＣＫＥＴ　ＭＹＳＴＥＲＹ　ＢＯＯＫＳ) ジャック・リッチー著 小鷹信光監修・編訳早川書房 外国文芸書 1/7
57 古書泥棒という職業の男たち トラヴィス・マクデード著 矢沢聖子訳原書房 外国文芸書 1/22
58 美篶堂（ﾐｽｽﾞﾄﾞｳ）とつくる美しい手製本 美篶堂著 河出書房新社くらしの実用書1/15
59 新しい食べ方で肉よりおいしく＆やせられる！高野どうふレシピ石澤清美著 主婦の友社くらしの実用書1/20
60 ＯＲＩＧＡＭＩ　ＢＯＸ　不思議でかわいい箱の折り紙 山梨明子著 日貿出版社くらしの実用書2/10
61 きれいな仕立てのプロの技 百目鬼尚子著 牧野志保子著文化出版局くらしの実用書1/中
62 おいしい理由がよくわかる　スイーツ・バイブル 福田淳子著 家の光協会くらしの実用書1/26
63 「これ、作って！」がきっと見つかる　かわいい通園・通学バッグとこものリトルバード編 成美堂出版くらしの実用書1/28
64 ファスナーの本　ファスナーのつけ方がばっちりわかる！ 日本ヴォーグ社くらしの実用書1/25
65 「広告チラシ」でつくる世界の飾りこもの（仮） あおきいくこ著 ＰＨＰ研究所くらしの実用書1/20
66 ３秒でバランスシートが読める本 中村儀一著 あさ出版 ビジネス・くらしの経済1/14
67 図解　新社会人の教科書 日本サービスマナー協会監修学研プラス ビジネス・くらしの経済1/26
68 困ったとき必ず助けになる保険の選び方・使い方 西藤広一郎著 長崎亮著幻冬舎 ビジネス・くらしの経済1/25
69 売りたい気持ちと買いたい気持ちをつなぐ技術 西原健太著 主婦の友社ビジネス・くらしの経済1/20
70 オールカラー　個人事業の経理と節税のしかた 益田あゆみ著 西東社 ビジネス・くらしの経済1/上
71 職場のストレスチェック実践ハンドブック 中島明子著 長谷川崇著創元社 ビジネス・くらしの経済1/22
72 起業の前に知っておきたい開業後に必要な手続き完全マニュアル小松崎哲史著 富本隆介著 西田誉夫著同友館 ビジネス・くらしの経済1/
73 音のマーケティング ジョエル・ベッカーマン著
タイラー・グレイ著東洋経済新報社ビジネス・くらしの経済1/21
74 ＴＰＰがビジネス、暮らしをこう変える 日本経済新聞社編日本経済新聞出版社ビジネス・くらしの経済1/19
75 会社を辞めるときの退職手続きのすべて 花本明宏著 星野年紀著ぱる出版 ビジネス・くらしの経済1/21
76 家庭でできる　おいしい柑橘づくり１２か月 三輪正幸著 家の光協会すまいと住宅 1/26
77 実践　大工道具　仕立ての技法 手柴正範著 誠文堂新光社すまいと住宅 1/7
78 からだにやさしい腰痛克服法 ( 名医が教える健康バイブル) 駒形正志著 技術評論社健康と家庭の医学1/22
79 発達障害の改善と予防 澤口俊之著 小学館 健康と家庭の医学1/27
80 〈手足のしびれ〉をスッキリ解消させる！　最新治療と予防法！（仮）平林洌監修 日東書院本社健康と家庭の医学1/12
81 ここまで進んだ　心の病気のクスリ 久保田正春著 法研 健康と家庭の医学1/中
82 サイバーリスクから子どもを守る 経済協力開 明石書店 教育と福祉 1/27
83 相談の力 須藤八千代著 土井良多江子著明石書店 教育と福祉 1/26
84 親子で乗り越える　思春期のアスペルガー症候群 塩川宏郷著 河出書房新社教育と福祉 1/19
85 親子ではじめる　ハッピートーク®（仮） 池崎晴美著 すばる舎 教育と福祉 1/中
86 山村留学　生まれ変わる子ども・親・村 青木孝安著 農山漁村文化協会教育と福祉 1/20
87 発達障害に気づかない母親たち（仮） 星野仁彦著 ＰＨＰ研究所教育と福祉 1/27
88 家族ががんになりました 大西秀樹著 法研 教育と福祉 1/中
89 ドキュメント　死刑に直面する人たち 佐藤大介著 岩波書店 くらしの法律 1/22
90 詳説　障害者雇用促進法 永野仁美編著 長谷川珠子編著 富永晃一編著弘文堂 くらしの法律 1/下
91 情報法概説 曽我部真裕著 林秀弥著 栗田昌裕著弘文堂 くらしの法律 1/上
92 重要事項＆用語　図解　不動産の法律用語辞典 森元みのり監修 森公任著三修社 くらしの法律 1/中
93 刑罰はどのように決まるか ( 筑摩選書１２６ ) 森炎著 筑摩書房 くらしの法律 1/13
94 海の上の世界地図 和田博文著 岩波書店 歴史と紀行 1/22
95 さよなら急行列車 ( キャンブックス ) 寺本光照著 ＪＴＢパブリッシング歴史と紀行 1/29
96 小倉昌男　祈りと経営 ( ポストＢｏｏｋｓ) ※第２２回小学館ノンフィクション大賞受賞作品森健著 小学館 歴史と紀行 1/25
97 医療の歴史 スティーブ・パーカー著 千葉喜久枝訳創元社 歴史と紀行 1/20
98 昭和のレトロパッケージ 初見健一著 グラフィック社日本の文化 1/24
99 大和言葉つかいかた図鑑 海野凪子文 ニシワキタダシ絵誠文堂新光社日本の文化 1/14

100 歴史文化遺産　日本の町並み　上 ( 全２巻 ) 苅谷勇雄著 西村幸夫著山川出版社日本の文化 1/下
101 人類と家畜の世界史 ブライアン・フェイガン著 東郷えりか訳河出書房新社世界の文化 1/18
102 砂糖の歴史 ( 「食」の図書館 ) アンドルー・Ｆ・スミス著 手嶋由美子訳原書房 世界の文化 1/中
103 憲法と民主主義の論じ方 長谷部恭男著 杉田敦著朝日新聞出版現代社会 1/18
104 依存症の科学 岡本卓著 和田秀樹著化学同人 現代社会 1/上
105 夫婦という病　夫を愛せない妻たち 岡田尊司著 河出書房新社現代社会 1/20
106 世界経済を決める４つのファクター ポール・クルーグマン著 浜田宏一著講談社 現代社会 1/21
107 トルコ　中東情勢のカギをにぎる国 内藤正典著 集英社 現代社会 2/5
108 今どきコトバ事情　現代社会学卖語帳 井上俊著 永井良和著ミネルヴァ書房現代社会 1/
109 私の「戦後民主主義」 岩波書店編集部編岩波書店 現代社会 1/27
110 できすぎた話 ( 管見妄語６ ) 藤原正彦著 新潮社 現代社会 1/14
111 ダニのはなし　人間との関わり 島野智之編 高久元編朝倉書店 サイエンス 1/15
112 脳をどう蘇らせるか ( 岩波科学ライブラリー２４６) 岡野栄之著 岩波書店 サイエンス 1/22
113 タヌキ学入門 高槻成紀著 誠文堂新光社サイエンス 1/6
114 もっと知りたいＰＭ２．５の科学 畠山史郎著 野口恒著日刊工業新聞社サイエンス 1/26
115 虫のしわざ観察ガイド　食痕・産卵痕・巣・卵 新開孝著 文一総合出版サイエンス 1/下
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116 行動情報処理　自動運転システムとの共生を目指して( 共立スマートセレクション) 武田一哉著 土井美和子/コーディネーター共立出版 テクノロジー 1/下
117 知識ゼロからのビッグデータ入門 稲田修一著 幻冬舎 テクノロジー 1/25
118 自作飛行機の作り方（仮） 藤田恒治著 成山堂書店テクノロジー 1/上
119 ザ・手仕上げ作業 岡部眞幸監修 豊田自動織機技術技能ラーニングセンター編日刊工業新聞社テクノロジー 1/26
120 図解　基礎からわかるはんだ付 大澤直著 日刊工業新聞社テクノロジー 1/18
121 若冲の描いた生き物たち 秋篠宮文仁監修・著 小宮輝之ほか監修・著学研プラス 芸術・スポーツ1/26
122 呼出秀男が語る相撲の話（仮） 山木秀男著 現代書館 芸術・スポーツ1/上
123 知識ゼロからの名画入門 永井龍之介著 幻冬舎 芸術・スポーツ1/5
124 演出家の誕生 ( フィギュール彩 ) 川島健著 彩流社 芸術・スポーツ1/5
125 日本ラグビーの歴史を変えた“桜の戦士”たち 廣瀬俊朗著 リーチ・マイケルほか著実業之日本社芸術・スポーツ1/27
126 美の考古学　古代人は何に魅せられてきたか( 新潮選書 ) 松木武彦著 新潮社 芸術・スポーツ1/29
127 〈戦後〉の音楽文化 戸ノ下達也著 青弓社 芸術・スポーツ1/25
128 スリップウェア　英国から日本へ受け継がれた民藝のうつわ誠文堂新光社編誠文堂新光社芸術・スポーツ1/13
129 はじめての空手道 全日本空手道連盟監修誠文堂新光社芸術・スポーツ1/6
130 かわいいルネサンス 池上英洋著 東京美術 芸術・スポーツ1/15
131 絶対！うまくなる　鍵盤ハーモニカ１００のコツ 松田昌著 ヤマハミュージックメディア芸術・スポーツ1/
132 世界の美しい本 海野弘解説・監修パイインターナショナルライブラリアン1/
133 ネット時代の図書館戦略 ジョン・ポールフリー著 雪野あき訳原書房 ライブラリアン1/下
134 ささえあう図書館（仮）　図書館と社会の新たな関係（仮） 岡本真監修 青柳英治編勉誠出版 ライブラリアン1/
135 こばとちゃんとあひるちゃん デイヴィッド・マーティン文 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 1/15
136 ぼくのわんこ ローリー・アン・トンプソン文 ポール・シュミッド絵 单海弘美訳岩崎書店 児童読み物 1/15
137 ミュウとゴロンとおにいちゃん ( おはなしトントン５２) 小手鞠るい作 たかすかずみ絵岩崎書店 児童読み物 1/22
138 かあちゃん　えほんよんで かさいまり文 北村裕花絵絵本塾出版児童読み物 2/上
139 どんないちにち くすのきしげのり作 たしろちさと絵廣済堂あかつき児童読み物 1/25
140 ぼくは　いったい　なんやねん 岡田よしたか作・絵佼成出版社児童読み物 1/6
141 いちねんせいの１年間　わたし、もうすぐ２ねんせい！( 講談社の創作絵本) くすのきしげのり作 江頭路子絵講談社 児童読み物 1/20
142 まんげつの夜、どかんねこのあしがいっぽん 朽木祥作 片岡まみこ絵小学館 児童読み物 1/13
143 墓守りのレオ 石川宏千花作・絵小学館 児童読み物 1/21
144 みんがらばー！　はしれはまかぜ 村中李衣文 しろぺこり絵新日本出版社児童読み物 1/30
145 やだやだ　ベティ スティーブ・アントニー作・絵 平田明子訳鈴木出版 児童読み物 1/21
146 ねこのピート　はじめてのがっこう エリック・リトウィン作 ジェームス・ディーン絵 大友剛訳ひさかたチャイルド児童読み物 1/下
147 ちゃあちゃんのむかしばなし 中脇初枝再話 奈路道程絵福音館書店児童読み物 1/13
148 じまんのマフラー マーシャ・ダイアン・アーノルド文 マシュー・コーデル絵 椎名かおる訳あすなろ書房児童読み物 1/下
149 とんでもない 鈴木のりたけ作・絵アリス館 児童読み物 1/下
150 ダンゴムシのコロリンコくん カズコ・Ｇ・ストーン文・絵岩波書店 児童読み物 1/22
151 遠野物語 柳田國男原作 柏葉幸子編著 田中六大絵偕成社 児童読み物 1/19
152 わたしのいえ カーソン・エリス作・絵 木坂涼訳偕成社 児童読み物 1/6
153 うめじいのたんじょうび ( 講談社の創作絵本) かがくいひろし作・絵講談社 児童読み物 1/20
154 幼い子は微笑む ( 講談社の創作絵本) 長田弘詩 いせひでこ絵講談社 児童読み物 2/9
155 おしごとのおはなし　消防士　ひみつのとっくん！ 佐川芳枝著 青山雄一絵講談社 児童読み物 1/25
156 おしごとのおはなし　電車の運転士　おしいれ電車 最上一平作 クボ桂汰絵講談社 児童読み物 1/25
157 ひなまつりの　ちらしずし ( 講談社の創作絵本) 宮野聡子作・絵講談社 児童読み物 1/28
158 ブルくんのだいじなひ ( 講談社の翻訳絵本) キャンデス・フレミング作 エリック・ローマン絵 斉藤洋訳講談社 児童読み物 1/27
159 ぼくのおおなわとび（仮） ( とっておきのどうわ) 福田岩緒作・絵ＰＨＰ研究所児童読み物 1/15
160 アカンやん、ヤカンまん ( おはなしいちばん星) 村上しいこ作 山本孝絵ＢＬ出版 児童読み物 2/上
161 キキに出会った人びと　魔女の宅急便　特別編( 福音館創作童話シリーズ) 角野栄子作 佐竹美保画福音館書店児童読み物 1/20
162 北をめざして　動物たちの大旅行 ( 福音館の科学シリーズ) ニック・ドーソン作 パトリック・ベンソン絵 いだてつじ訳福音館書店児童読み物 1/20
163 文房具のやすみじかん ( 福音館の科学シリーズ) 土橋正文 小池壮太絵福音館書店児童読み物 1/13
164 べんり屋、寺岡の春。 ( 文研じゅべにーる/最終巻) 中山聖子作 濱中幸子デザイン文研出版 児童読み物 1/30
165 伊能忠敬　歩いてつくった日本地図( 調べる学習百科 ) 国松俊英著 岩崎書店 児童ノンフィクション2/上
166 しわがふえ、しらがになるのはなぜ？　老化と生命( おばあちゃん、おじいちゃんを知る本１　３配　全４巻) 丸山直記監修 小島喜孝編 矢部広明編 江頭恵子文 水野あきら絵大月書店 児童ノンフィクション1/20
167 東工大サイエンステクノの理系脳を育てる工作教室 東工大サイエンステクノ著 大竹尚登監修主婦の友社児童ノンフィクション1/20
168 明治日本の産業革命遺産 ( 楽しい調べ学習シリーズ) 小風秀雅監修 ＰＨＰ研究所児童ノンフィクション1/15
169 辞書・事典の活用術 ( 辞書・事典のすべてがわかる本４　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1/下
170 もっと知りたい！マイナンバー ( 新しい制度マイナンバーがよくわかる！２　全２巻) 内閣府協力 フレーベル館児童ノンフィクション1/20
171 小学館の子ども図鑑プレＮＥＯ 楽しく遊ぶ学ぶせかいの図鑑 小学館 児童ノンフィクション2/26
172 マンガがあるじゃないか（仮） ( 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1/20
173 ドラマをつくる（仮） ( １００年インタビュー) 山田太一著 ＰＨＰ研究所ヤングアダルト1/15
174 世界一のランナー ( 児童図書館・文学の部屋) エリザベス・レアード著 石谷尚子訳評論社 ヤングアダルト1/下
175 歴史を味方にしよう！（仮） ( 心の友だち ) 童門冬二著 ＰＨＰ研究所ヤングアダルト1/15
176 世界の国々と祝日　その国は何を祝っているのか 本村凌二監修 理論社 ヤングアダルト1/25


