
2016年2月新刊案内

Ｎｏ． 書名・シリーズ・受賞情報など 著者 出版者 刊行予定日

1 小説家の四季 佐藤正午著 岩波書店 日本文芸書 2/23

2 おせっかい屋のお鈴さん（仮） 堀川アサコ著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 2/1

3 人生パンク道場（仮） 町田康著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 2/23

4 余命二億円（仮） 周防柳著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 2/24

5 鳥打ちも夜更けには 金子薫著 河出書房新社日本文芸書 2/15

6 ピロウボーイとうずくまる女のいる風景 森晶麿著 講談社 日本文芸書 2/16

7 ミッドナイト・ジャーナル 本城雅人著 講談社 日本文芸書 2/23

8 あるいは修羅の十億年 古川日出男著 集英社 日本文芸書 3/4

9 希望の海　仙河海变景（ｾﾝｶﾞｳﾐｼﾞｮｹｲ） 熊谷達也著 集英社 日本文芸書 3/4

10 教場２ 長岡弘樹著 小学館 日本文芸書 2/23

11 老境の美徳 曽野綾子著 小学館 日本文芸書 2/17

12 石川啄木 ドナルド・キーン著
角地幸男訳新潮社 日本文芸書 2/26

13 新任巡査 古野まほろ著 新潮社 日本文芸書 2/22

14 絶筆 野坂昭如著 新潮社 日本文芸書 2/上

15 田嶋春にはなりたくない 白河三兎著 新潮社 日本文芸書 2/26

16 幻痛は鏡の中を交錯する希望 長沢樹著 中央公論新社日本文芸書 2/25

17 北条早雲　相模侵攻篇 富樫倫太郎著 中央公論新社日本文芸書 2/25

18 シェア ※第１５４回芥川賞候補作品加藤秀行著 文藝春秋 日本文芸書 2/上

19 ホモサピエンスの瞬間 ※第１５４回芥川賞候補作品松波太郎著 文藝春秋 日本文芸書 2/上

20 息子に贈ることば 辻仁成著 文藝春秋 日本文芸書 2/下

21 うちのご近所さん（仮） 群ようこ著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 2/25

22 かんかん橋の向こう側（仮） あさのあつこ著ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 2/29

23 子の無い人生（仮） 酒井順子著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 2/25

24 鼠、地獄を巡る（仮） （ 鼠シリーズ９ ） 赤川次郎著
宇野信哉絵ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 2/24

25 女の七つの大罪 林真理子著
小島慶子著ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 3/上

26 水鏡推理２　インパクトファクター 松岡圭祐著 講談社 日本文芸書 2/12

27 たそがれどきに見つけたもの 朝倉かすみ著 講談社 日本文芸書 2/22
28 九十九藤（ﾂﾂﾞﾗﾌｼﾞ） 西條奈加著 集英社 日本文芸書 2/26
29 バラカ 桐野夏生著 集英社 日本文芸書 2/26
30 カエルの楽園 百田尚樹著 新潮社 日本文芸書 2/26
31 軽薄 金原ひとみ著 新潮社 日本文芸書 2/26
32 ラストフロンティア 楡周平著 新潮社 日本文芸書 2/22
33 バビロンの秘文字２　追跡篇 堂場瞬一著 中央公論新社日本文芸書 2/25
34 ガンルージュ 月村了衛著 文藝春秋 日本文芸書 2/下
35 死んでいない者 ※第１５４回芥川賞受賞作品滝口悠生著 文藝春秋 日本文芸書 2/4
36 西洋菓子店プティ・フール 千早茜著 文藝春秋 日本文芸書 2/上
37 象は忘れない 柳広司著 文藝春秋 日本文芸書 2/上
38 情け深くあれ　戦国医生物語 岩井三四二著 文藝春秋 日本文芸書 2/19
39 フランダースの帽子 長野まゆみ著 文藝春秋 日本文芸書 2/下
40 Ｙ．Ｍ．Ｇ．Ａ．暴動有資格者 三羽省吾著 朝日新聞出版日本文芸書 2/5
41 星宿る虫 ※第１９回日本ミステリー文学大賞　新人賞受賞作品嶺里俊介著 光文社 日本文芸書 2/17
42 公方様のお通り抜け ※第７回日経小説大賞受賞作品西山ガラシャ著日本経済新聞出版社日本文芸書 2/24
43 携帯乳児 紺野仲右ヱ門著日本経済新聞出版社日本文芸書 2/12
44 メアリー・スーを殺して （ 幻夢コレクション ） 安達寛高著　　　　　　　（乙一著
中田永一著　　　　　　　山白朝子ほか著）朝日新聞出版日本文芸書 2/5
45 焼野まで 村田喜代子著 朝日新聞出版日本文芸書 2/5
46 神剣　人斬り彦斎（ｹﾞﾝｻｲ） 葉室麟著 角川春樹事務所日本文芸書 2/中
47 ＳＡＲＡ 麻生幾著 幻冬舎 日本文芸書 2/8
48 それでも、夜は明ける 真山仁著 幻冬舎 日本文芸書 2/23
49 探偵・竹花　女神（仮） 藤田宜永著 光文社 日本文芸書 2/17
50 臥龍　横浜みなとみらい署暴対係 今野敏著 徳間書店 日本文芸書 2/12
51 風待心中（仮） 山口恵以子著 ＰＨＰ研究所日本文芸書 2/22
52 まく子 西加奈子著 福音館書店日本文芸書 2/24
53 幹事のアッコちゃん 柚木麻子著 双葉社 日本文芸書 2/16
54 また、同じ夢を見ていた 住野よる著 双葉社 日本文芸書 2/16
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55 人形（ﾋﾄｶﾞﾀ） （ ハヤカワ・ミステリ１９０４） モー・ヘイダー著
北野寿美枝訳早川書房 外国文芸書 2/8
56 邪眼 ジョイス・キャロル・オーツ著
栩木玲子訳河出書房新社外国文芸書 2/15
57 楽しい夜　翻訳小説集 ジョージ・ソーンダーズ著
エレン・クレイジャズほか著
岸本佐知子編・訳講談社 外国文芸書 2/24
58 陽気なお葬式 （ 新潮クレスト・ブックス） リュドミラ・ウリツカヤ著
奈倉有里訳新潮社 外国文芸書 2/26
59 プラハの墓地 ウンベルト・エーコ著
橋本勝雄訳東京創元社外国文芸書 2/22
60 僕の違和感　上 オルハン・パムク著
宮下遼訳早川書房 外国文芸書 2/23
61 僕の違和感　下 オルハン・パムク著
宮下遼訳早川書房 外国文芸書 2/23
62 かしこいおかず３　 献立の主力選手！（ 全３巻 ） 朝日新聞生活グループ編朝日新聞出版くらしの実用書 2/19
63 赤ちゃんが元気に育つ　妊娠・授乳中に食べたい和食 宗祥子著 家の光協会くらしの実用書 2/24
64 毎日続くお母さん仕事 後藤由紀子著 ＳＢクリエイティブくらしの実用書 2/26
65 大きな服を着る、小さな服を着る。 濱田明日香著 文化出版局くらしの実用書 3/4
66 はじめる、続ける。ぬか漬けの基本 山田奈美著 グラフィック社くらしの実用書 3/5
67 羊毛フェルトで作る 絵本の主人公 須佐沙知子著 白泉社 くらしの実用書 2/上
68 だからつくる調味料 オザワエイコ著ブロンズ新社くらしの実用書 2/22
69 愛しの油揚げ 高橋良枝著 文藝春秋 くらしの実用書 2/24
70 図解　知らないとソンする！定年のお金（ お金のきほん ） 学研プラス編 学研プラス ビジネス・くらしの経済2/23
71 今日からできる障害者雇用 大胡田誠編著
関哉直人編著弘文堂 ビジネス・くらしの経済2/
72 すぐに役立つ退職者のための医療保険・生活保護・年金のしくみと手続き林智之監修 三修社 ビジネス・くらしの経済2/下
73 訪日外国人観光客ビジネスがよ～くわかる本 森山敬著 秀和システムビジネス・くらしの経済3/上
74 先輩が部下になったら 門脇竜一著 日本経済新聞出版社ビジネス・くらしの経済2/22
75 植物好きの人の　はじめての庭づくり 朝日新聞出版編朝日新聞出版すまいと住宅 2/19
76 １株でもたっぷり収穫！小さな畑の野菜づくり（ 学研ムック ） 斎藤忠監修 学研プラス すまいと住宅 2/29
77 日本人なら知っておきたい樹木と野草２４６　季節を知らせる花金田初代著
金田洋一郎写真講談社 すまいと住宅 2/18
78 小さなリーフアレンジの本 フローリスト編集部編誠文堂新光社すまいと住宅 2/10
79 はじめての果樹　仕立て方と実をつけるコツ 野田勝二著 ナツメ社 すまいと住宅 2/中
80 子どもの花粉症・アレルギー性鼻炎を治す本（ 健康ライブラリーイラスト版） 永倉仁史監修 講談社 健康と家庭の医学2/10
81 あがり症のあなたは「社交不安障害」という病気。でも治せます！渡部芳徳著 主婦の友社健康と家庭の医学3/2
82 俺たち妊活部 村橋ゴロー著 主婦の友社健康と家庭の医学2/10
83 親と先生のためのＬＧＢＴ一問一答 遠藤まめた著 合同出版 教育と福祉 2/下
84 ママ、もっと自信を持って 中川李枝子著 日経ＢＰマーケティング教育と福祉 2/下
85 ははがうまれる 宮地尚子著
呉夏枝絵福音館書店教育と福祉 2/10
86 伸びる子どものからだのつくり方 森本貴義著
山本邦子著ポプラ社 教育と福祉 2/15
87 すぐに役立つ最新マンションを「売るとき」「買うとき」の法律マニュアル木島康雄著 三修社 くらしの法律 2/下
88 法と社会科学をつなぐ 飯田高著 有斐閣 くらしの法律 2/中
89 貨幣の条件 （ 筑摩選書１２８ ） 上田信著 筑摩書房 歴史と紀行 2/15
90 Ｂ面昭和史　 半藤一利著 平凡社 歴史と紀行 2/8
91 日本の海岸線をゆく　日本人と海の文化 日本写真家協会編平凡社 歴史と紀行 2/25
92 絵巻で見る・読む徒然草 サントリー美術館監修
島内裕子監修
上野友愛訳朝日新聞出版日本の文化 2/19
93 妖怪・憑依・擬人化の文化史 伊藤慎吾編 笠間書院 日本の文化 2/15
94 はじめて学ぶ方言学 井上史雄著
木部暢子著ミネルヴァ書房日本の文化 3/上
95 「新たな世界経済」の教科書 ジョセフ・Ｅ・スティグリッツ著徳間書店 現代社会 2/18
96 ６５歳から人生を変える 本岡類著
サンデー毎日取材班著毎日新聞出版現代社会 2/18
97 ２１世紀日本の格差 橘木俊詔著 岩波書店 現代社会 2/26
98 新聞の正しい読み方 松林薫著 ＮＴＴ出版 現代社会 2/24
99 樹木葬という選択 田中淳夫著 築地書館 現代社会 2/

100 ファーブル驚異の博物学図鑑 イヴ・カンブフォール著
奥本大三郎訳エクスナレッジサイエンス 3/4
101 薄毛の科学 （ おもしろサイエンス） 板見智監修
乾重樹ほか著日刊工業新聞社サイエンス 2/25
102 日本人はどこから来たのか？ 海部陽介著 文藝春秋 サイエンス 2/10
103 トコトンやさしい染料・顔料の本 （ 今日からモノ知りシリーズ） 中澄博行著
福井寛著日刊工業新聞社テクノロジー 2/8
104 すごい！希少金属 齋藤勝裕著 日本実業出版社テクノロジー 2/26
105 はじめての弓道 松尾牧則監修 誠文堂新光社芸術・スポーツ 2/10
106 武満徹・音楽創造への旅 立花隆著 文藝春秋 芸術・スポーツ 2/18
107 安野光雅作品集 （ 別冊太陽　日本のこころ２３７） 安野光雅著 平凡社 芸術・スポーツ 2/22
108 ６０歳からのピアノレッスン 元吉ひろみ著 ヤマハミュージックメディア芸術・スポーツ 2/19
109 図書館「超」活用術（仮） 奥野宣之著 朝日新聞出版ライブラリアン 3/7
110 デビュー小説論　新時代を創った作家たち 清水良典著 講談社 ライブラリアン 2/24
111 名作うしろ読み　プレミアム 斎藤美奈子著 中央公論新社ライブラリアン 2/10
112 おじゃまなクマのおいだしかた エリック・パインダー作
ステファニー・グラエギン絵
三辺律子訳岩崎書店 児童読み物 2/中
113 いけいけ！　しょうがくいちねんせい（ ぴっかぴかえほん ） 中川ひろたか文
北村裕花絵小学館 児童読み物 2/24
114 ざしきわらしのおとちゃん （ ぴっかぴかえほん ） 飯野和好作・絵小学館 児童読み物 2/24
115 そりゃあもう　いいひだったよ （ ぴっかぴかえほん ） 荒井良二作・絵小学館 児童読み物 2/24
116 たこやきのたこさぶろう （ ぴっかぴかえほん ） 長谷川義史作・絵小学館 児童読み物 2/24
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117 たまおくんは　たまごにいちゃん （ ひまわりえほんシリーズ） あきやまただし作・絵鈴木出版 児童読み物 2/10
118 チョコたろう （ 絵本・ちいさななかまたち） 森絵都作
青山友美絵童心社 児童読み物 3/上
119 「ありがとう」が嫌いになったテオ（仮）（ ２０１３年最優秀障がい者書籍賞（児童書部門）受賞作品） クロディーヌ・ル・グイック＝プリエト作
坂田雪子訳ＰＨＰ研究所児童読み物 2/24
120 遊園地の妖怪一家 （ 妖怪一家九十九さんシリーズ５） 富安陽子作
山村浩二絵理論社 児童読み物 2/中
121 妖怪用心　火の用心 （ 妖怪一家九十九さん） 富安陽子文
山村浩二絵理論社 児童読み物 2/中
122 ひみつのいもうと アストリッド・リンドグレーン文
ハンス・アーノルド絵
石井登志子訳岩波書店 児童読み物 2/25
123 いつだって　ともだち （ おれたち、ともだち！１２） 内田麟太郎作
降矢なな絵偕成社 児童読み物 2/中
124 あったかいな くすのきしげのり作
片山健絵廣済堂あかつき児童読み物 3/10
125 ガストン （ 講談社の翻訳絵本／２０１４年ベストブックス選出） ケリー・ディプッチオ文
クリスチャン・ロビンソン絵
木坂涼訳講談社 児童読み物 2/18
126 おしごとのおはなし　警察官　交番のヒーロー 如月かずさ作
田中六大絵講談社 児童読み物 2/24
127 おしごとのおはなし　パティシエ　父さんはドラゴン・パティシエ柏葉幸子作
中村景児絵講談社 児童読み物 2/24
128 どうぶつのおばけずかん （ どうわがいっぱい ） 斉藤洋作
宮本えつよし絵講談社 児童読み物 2/24
129 おしゃれさんの茶道はじめて物語５　うめのせんにん編（ シリーズ最終巻 ） 永井郁子作・絵淡交社 児童読み物 2/3
130 魔法の島をめぐって（仮） ダイアナ・ウィン・ジョーンズ作
アーシュラ・ジョーンズ作
田中薫子訳徳間書店 児童読み物 3/上
131 そっと （ ＰＨＰわたしのえほん） 瀧村有子作
まるやまあやこ絵ＰＨＰ研究所児童読み物 2/24
132 なかないで　なかないで あまんきみこ作
黒井健絵ひさかたチャイルド児童読み物 2/下
133 おじいちゃんの　ゆめのしま （ 児童図書館・絵本の部屋） ベンジー・デイヴィス作・絵
小川仁央訳評論社 児童読み物 2/下
134 てんきのいい日はつくしとり （ 福音館創作童話シリーズ） 石川えりこ作・絵福音館書店児童読み物 2/17
135 ごはんのじかん （ ２０１３年ウォーターストーン児童図書館賞受賞作品） レベッカ・コッブ作・絵
おーなり由子訳ポプラ社 児童読み物 2/上
136 ねこ探！　地獄のさたもねこしだい （ ポプラ物語館 ） 村上しいこ作
かつらこ絵ポプラ社 児童読み物 2/上
137 いつでもインコ （ はたらきもののナマケモノ３） 斉藤洋作
武田美穂絵理論社 児童読み物 2/中
138 ミクロワールド大図鑑　昆虫 宮澤七郎監修 小峰書店 児童ノンフィクション2/下
139 《科博の絵本》くらべて　わけて　ならべてみよう！ 国立科学博物館著
見杉宗則イラスト創元社 児童ノンフィクション2/18
140 よくわかる選挙と政治 （ 楽しい調べ学習シリーズ） 福岡政行監修 ＰＨＰ研究所児童ノンフィクション2/24
141 楽しく遊ぶ学ぶ　せかいの図鑑 （ 小学館の子ども図鑑プレＮＥＯ） 中山京子監修 小学館 児童ノンフィクション2/26
142 五感ってナンだ！まるごとわかる「感じる」しくみ（ 子供の科学★サイエンスブックス） 坂井建雄監修
山村紳一郎著誠文堂新光社児童ノンフィクション2/10
143 世界が終わる前に　ＢＩＳビブリオバトル部（ ビブリオバトル青春小説シリーズ３） 山本弘著 東京創元社ヤングアダルト 2/25
144 １６歳の語り部 雁部那由多著
津田穂乃果著　　　　　相澤朱音著　　　　　　佐藤敏郎著ポプラ社 ヤングアダルト 2/1
145 生と夢 （ 大人になるまでに読みたい１５歳の短歌・俳句・川柳２　全３巻） 夏井いつき著
佐藤文香著ゆまに書房 ヤングアダルト 2/22
146 チームメイト（仮） 蓮見恭子著 光文社 ヤングアダルト 2/17
147 黄砂にいどむ　緑の高原をめざして 高橋秀雄著 新日本出版社ヤングアダルト 2/23
148 ハーフ・ワイルド　上 サリー・グリーン著
田辺千幸訳早川書房 ヤングアダルト 2/23
149 ハーフ・ワイルド　下 サリー・グリーン著
田辺千幸訳早川書房 ヤングアダルト 2/23
150 国ってなんだろう？ （ 中学生の質問箱シリーズ） 早尾貴紀著 平凡社 ヤングアダルト 2/19


