
2016年3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 ご機嫌な彼女たち 石井睦美著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 3/1

2 札幌アンダーソング（仮）　ラスト・ソング( 完結　全３巻 ) 小路幸也著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 3/29

3 戦うハニー（仮） 新野剛志著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 3/24

4 不惑のスクラム（仮） 安藤祐介著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 3/24

5 私のサイクロプス（仮） ( 和泉蝋庵シリーズ２) 山白朝子著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 3/24

6 ヒーロー！ 白岩玄著 河出書房新社日本文芸書 3/25

7 浮遊 高嶋哲夫著 河出書房新社日本文芸書 3/15

8 武蔵無常 藤沢周著 河出書房新社日本文芸書 3/25

9 蛇の道行 加藤元著 講談社 日本文芸書 3/29

10 涙香迷宮 竹本健治著 講談社 日本文芸書 3/10

11 模範郷（モハンキョウ） リービ英雄著 集英社 日本文芸書 3/23

12 緑衣のメトセラ 福田和代著 集英社 日本文芸書 4/上

13 杏奈は春待岬に 梶尾真治著 新潮社 日本文芸書 3/22

14 暗幕のゲルニカ 原田マハ著 新潮社 日本文芸書 3/28

15 風聞き草墓標 諸田玲子著 新潮社 日本文芸書 3/22

16 眩（クララ） 朝井まかて著 新潮社 日本文芸書 3/22

17 十三匹の犬 加藤幸子著 新潮社 日本文芸書 3/28

18 ワンダフル・ワールド 村山由佳著 新潮社 日本文芸書 3/22

19 幕末！狂想曲 天野純希著 中央公論新社日本文芸書 3/25

20 アンバランス 加藤千恵著 文藝春秋 日本文芸書 3/19

21 美女二万両強奪のからくり　 ( 縮尻鏡三郎９ ) 佐藤雅美著 文藝春秋 日本文芸書 3/9

22 真実の檻（仮） 下村敦史著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 3/30

23 バベル九朔（仮） 万城目学著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 3/17

24 恩讐の鎮魂曲（レクイエム） 中山七里著 講談社 日本文芸書 3/15

25 サブマリン 伊坂幸太郎著講談社 日本文芸書 3/29

26 我々の恋愛 いとうせいこう著講談社 日本文芸書 3/10

27 海の見える理髪店 荻原浩著 集英社 日本文芸書 3/23
28 大きくなる日 佐川光晴著 集英社 日本文芸書 4/上
29 バビロンの秘文字３　激突篇 堂場瞬一著 中央公論新社日本文芸書 3/25
30 擬宝珠（ギボシ）のある橋 ( 髪結い伊三次捕物余話　最終話) 宇江佐真理著文藝春秋 日本文芸書 3/11
31 拳の先 角田光代著 文藝春秋 日本文芸書 3/10
32 橋を渡る 吉田修一著 文藝春秋 日本文芸書 3/19
33 マリコ、炎上 林真理子著 文藝春秋 日本文芸書 3/9
34 砂丘の蛙 柴田哲孝著 光文社 日本文芸書 3/16
35 武蔵野アンダーワールド・セブン－意地悪な幽霊－ 長沢樹著 東京創元社 日本文芸書 3/22
36 うめ婆行状記 宇江佐真理著朝日新聞出版日本文芸書 3/18
37 おめかしの引力 川上未映子著朝日新聞出版日本文芸書 3/16
38 ツバキ文具店（仮） 小川糸著 幻冬舎 日本文芸書 4/上
39 神様のコドモ 山田悠介著 幻冬舎 日本文芸書 3/9
40 気仙沼ミラクルガール 五十嵐貴久著幻冬舎 日本文芸書 3/上
41 アンと青春 坂木司著 光文社 日本文芸書 3/16
42 今はちょっと、ついてないだけ 伊吹有喜著 光文社 日本文芸書 3/16
43 花が咲くとき 乾ルカ著 祥伝社 日本文芸書 3/11
44 吹けよ風　呼べよ嵐 伊東潤著 祥伝社 日本文芸書 3/11
45 恭一郎と七人の叔母 小路幸也著 徳間書店 日本文芸書 3/9
46 みんなの怪盗ルパン 小林泰三著
近藤史恵著
藤野恵美著
真山仁著
湊かなえ著ポプラ社 日本文芸書 3/8
47 みんなの少年探偵団２ 有栖川有栖著
歌野晶午著
大崎梢著
坂木司著
平山夢明著ポプラ社 日本文芸書 3/8
48 ブレイクの隣人 トレイシー・シュヴァリエ著
野沢佳織訳柏書房 外国文芸書 3/22
49 オオカミ、群れに戻る（仮） リー・ウェイイー著
リン・ジャーチュン著彩流社 外国文芸書 3/25
50 屋根裏の仏さま ( 新潮クレスト・ブックス) ジュリー・オオツカ著
岩本正恵訳
小竹由美子訳新潮社 外国文芸書 3/28
51 音に出会った日（仮） ジョー・ミルン著
加藤洋子訳辰巳出版 外国文芸書 3/30
52 夏に凍える舟 ( ハヤカワ・ミステリ１９０５／エーランド島４部作　最終巻) ヨハン・テオリン著
三角和代訳早川書房 外国文芸書 3/8
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53 ラガ　見えない大陸への接近 ル・クレジオ著
管啓次郎訳岩波書店 外国文芸書 3/15
54 黒い本 オルハン・パムク著
鈴木麻矢訳藤原書店 外国文芸書 3/10
55 ６０代からの　おしゃれシンプル着こなし入門 福田栄華監修朝日新聞出版くらしの実用書 3/18
56 食べて効く！飲んで効く！　食べる薬草・山野草早わかり 主婦の友社編主婦の友社 くらしの実用書 3/9
57 きもの３枚から始める！着こなし便利帖 もりたもとこ監修世界文化社 くらしの実用書 3/8
58 スープ日乗　鎌倉辰巳邸スープ教室全記録 辰巳芳子著 文藝春秋 くらしの実用書 3/10
59 ジャムの本 田中博子著 東京書籍 くらしの実用書 3/10
60 家を買う前に知っておきたい「お金の話」 丸山景右著 すばる舎 ビジネス・くらしの経済3/15
61 オールカラー　“ギモン”から逆引き！　決算書の読み方 南伸一著 西東社 ビジネス・くらしの経済3/上
62 完全図解　海から見た世界経済 山田吉彦著 ダイヤモンド社ビジネス・くらしの経済3/10
63 働きかたＮｅｘｔ　変えるのはあなた（仮） 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4/上
64 一年中美しい　家庭で楽しむ芝生づくり１２か月 武井和久著 家の光協会 すまいと住宅 3/28
65 伝承農法を活かす　野菜の植えつけと種まきの裏ワザ 木嶋利男著 家の光協会 すまいと住宅 3/28
66 世界５０００年の名建築 エクスナレッジすまいと住宅 3/18
67 日陰をいかす美しい庭 ( 別冊ＮＨＫ趣味の園芸) ＮＨＫ出版編 ＮＨＫ出版 すまいと住宅 3/17
68 ＤＩＹで作る　ナチュラルな子ども家具 Ｃｏｍｅ　ｈｏｍｅ！編集部編主婦と生活社 すまいと住宅 4/1
69 子供のＡＤＨＤを早く見つける 宮尾益知著 河出書房新社健康と家庭の医学3/21
70 帯状疱疹の痛みをとる本 ( 健康ライブラリーイラスト版) 本田まりこ監修講談社 健康と家庭の医学3/25
71 ぜんぶわかる　認知症 河野和彦監修成美堂出版 健康と家庭の医学3/2
72 アレルギー治療革命 ＮＨＫスペシャル取材班著文藝春秋 健康と家庭の医学3/25
73 座ってできる！　シニアヨガ ( 講談社の実用ＢＯＯＫ) 山田いずみ著講談社 教育と福祉 3/17
74 認知症の人がスッと落ち着く言葉かけ( 介護ライブラリー ) 右馬埜節子著講談社 教育と福祉 3/22
75 障がい者が学び続けるということ 田中良三著
藤井克徳著
藤本文朗著新日本出版社教育と福祉 3/30
76 字幕とメディアの新展開 柴田邦臣著
吉田仁美著青弓社 教育と福祉 4/上
77 布とひもの　手芸レクリエーション ( 高齢者のクラフトサロン３) 佐々木隆志監修
工房ＧＥＮ著誠文堂新光社教育と福祉 3/7
78 うちの「食べてくれない困ったちゃん」が「楽しく食べる子」に変わる本上田淳子著 日本文芸社 教育と福祉 3/7
79 法学入門 ( 有斐閣ストゥディア) 早川吉尚著 有斐閣 くらしの法律 3/28
80 インド独立の志士「朝子」（仮） 笠井亮平著 白水社 歴史と紀行 3/24
81 太平洋の試練　ガダルカナルからサイパン陥落まで　上 イアン・トール著
村上和久訳文藝春秋 歴史と紀行 3/10
82 太平洋の試練　ガダルカナルからサイパン陥落まで　下 イアン・トール著
村上和久訳文藝春秋 歴史と紀行 3/10
83 石ってふしぎ 市川礼子著 柏書房 日本の文化 3/22
84 金田一秀穂の心地よい日本語（仮） 金田一秀穂著ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本の文化 3/24
85 知識ゼロからの国宝入門 芽が出るシリーズ 小和田哲男著幻冬舎 日本の文化 3/8
86 日本のたしなみ帖　縁起物 現代用語の基礎知識編集部編自由国民社 日本の文化 3/3
87 女性と茶の湯のものがたり 依田徹著 淡交社 日本の文化 3/16
88 イラストで見る昭和の消えた仕事図鑑 澤宮優著
平野惠理子イラスト原書房 日本の文化 3/25
89 上質な大人のための日本語 関根健一著 ＰＨＰ研究所 日本の文化 3/15
90 歴史文化遺産　日本の町並み　下 苅谷勇雄著
西村幸夫著山川出版社 日本の文化 3/18
91 世界の愛らしい　子ども民族衣装 エクスナレッジ世界の文化 4/1
92 通勤の文化史（仮） イアン・ゲイトリー著太田出版 世界の文化 4/上
93 女のくせに生意気ですか？　女子たちと政治参加 東京新聞社会部＋北陸中日新聞編明石書店 現代社会 3/29
94 移植と家族　生体肝移植ドナーのその後 一宮茂子著 岩波書店 現代社会 3/23
95 福島第一原発廃炉図鑑 開沼博編 太田出版 現代社会 3/下
96 ストーカー加害者～私から逃げてください 田淵俊彦著
ＮＮＮドキュメント取材班著河出書房新社現代社会 3/25
97 Ａ　ｃｈｉｌｄ　ｉｓ　Ｂｏｒｎ　赤ちゃんの誕生 レナルト・ニルソン写真
ラーシュ・ハンベルイェル解説　　　　　　　　　　　楠田聰ほか訳あすなろ書房 サイエンス 3/25
98 和食とうま味のミステリー ( 河出ブックス ) 北本勝ひこ著 河出書房新社サイエンス 3/25
99 桜の樹木学 ( 生物ミステリー ) 近田文弘著 技術評論社 サイエンス 3/22

100 五〇億年の孤独　宇宙に生命を探す天文学者たち リー・ビリングズ著
松井信彦訳早川書房 サイエンス 3/24
101 食品包装の科学 ( おもしろサイエンス) 石谷孝佑監修
日本食品包装協会編著日刊工業新聞社テクノロジー 3/24
102 日本ゲーム産業史　ゲームソフトの巨人たち ゲーム産業取材班著日経ＢＰマーケティングテクノロジー 3/30
103 人間　ＶＳ　テクノロジー ウェンデル・ウォラック著
大槻敦子訳原書房 テクノロジー 3/5
104 日本おとぼけ絵画史　たのしい日本美術 金子信久著 講談社 芸術・スポーツ 3/3
105 長谷川町子の漫畫大會 ( ＳＨＯＧＡＫＵＫＡＮ　ＳＥＬＥＣＴ　ＭＯＯＫ) 長谷川町子著小学館 芸術・スポーツ 4/上
106 「失われた名画」の展覧会 池上英洋著 大和書房 芸術・スポーツ 3/14
107 生きてごらん、大丈夫 佐々波幸子著かもがわ出版 ライブラリアン 3/10
108 子どもの本がつなぐ世界（仮） 日本国際児童図書評議会編
早川敦子監修　　　　　　坂東悠美子監修彩流社 ライブラリアン 4/上
109 東大教師が新入生にすすめる本　２００９－２０１５ 東京大学出版会『ＵＰ』編集部編東京大学出版会ライブラリアン 3/中
110 本のオビから読むブックガイド（仮） 竹内勝巳著 勉誠出版 ライブラリアン 3/18
111 お片づけのなやみ、ひきうけます！ ( マーサとリーサ１ ) たかおかゆみこ作・絵岩崎書店 児童読み物 3/10
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112 こぶたものがたり　チェルノブイリから福島へ 中澤晶子作
ささめやゆき絵岩崎書店 児童読み物 3/上
113 ななこ姉ちゃん ※ティーンズ文学館 ／第２３回小川未明文学賞大賞受賞作品宮崎貞夫著
岡本順絵学研プラス 児童読み物 3/8
114 うどん対ラーメン ( 講談社の創作絵本) 田中六大作・絵講談社 児童読み物 3/16
115 えほん七十二候　はるなつあきふゆ　めぐるぐる( 講談社の創作絵本) 白井明大作
くぼあやこ絵講談社 児童読み物 3/23
116 クルツのごきげんしゃしんかん ( 講談社の創作絵本) 加藤晶子作・絵講談社 児童読み物 3/23
117 クマと家出した少年 ニコラ・デイビス文
アナベル・ライト絵
もりうちすみこ訳さ・え・ら書房 児童読み物 3/31
118 よるのさかなやさん 穂高順也文
山口マオ絵文溪堂 児童読み物 3/16
119 霧のなかの白い犬 アン・ブース著
杉田七重訳あかね書房 児童読み物 3/下
120 ことりのおそうしき マーガレット・ワイズ・ブラウン作
クリスチャン・ロビンソン絵
なかがわちひろ訳あすなろ書房 児童読み物 3/25
121 はいくしょうてんがい 苅田澄子作
たごもりのりこ絵偕成社 児童読み物 3/2
122 天と地の方程式３ 富安陽子著
五十嵐大介画講談社 児童読み物 3/22
123 モンスター・ホテルでピクニック ( モンスター・ホテル４) 柏葉幸子作
高畠純絵小峰書店 児童読み物 3/24
124 まーだだよ ( たんぽぽえほんシリーズ) 間部香代作
ひろかわさえこ絵鈴木出版 児童読み物 3/10
125 じてんしゃギルリギルリ 角野栄子作
しまだともみ絵そうえん社 児童読み物 3/15
126 まるごと　ごくり！　ロシアの昔話 ( こころのほんばこ) シンシア・ジェイムソン再話
アーノルト・ローベル絵　　　　小宮由訳大日本図書 児童読み物 3/中
127 迷いクジラの子守歌 安東みきえ著 ＰＨＰ研究所 児童読み物 3/17
128 スギナ屋敷のオバケさん　オバケ屋敷にお引っ越し 富安陽子作
たしろちさと絵ひさかたチャイルド児童読み物 3/18
129 かくれんぼ ( 日本傑作絵本シリーズ) 池貴巳子文・絵福音館書店 児童読み物 3/9
130 ケンガイ　にっ！ ( 文学の森 ) 高森美由紀作
加藤休ミ絵フレーベル館 児童読み物 3/16
131 おとしよりをささえる　－施設と制度 ( おばあちゃん、おじいちゃんを知る本４　全４巻) 矢部広明監修
小島喜孝編
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3/20
132 わたしは樹木のお医者さん　木々の声を聞きとります 石井誠治著 くもん出版 児童ノンフィクション3/18
133 お金があればいい？ 浜矩子文
高畠純絵クレヨンハウス児童ノンフィクション3/17
134 義足でかがやく ( 世の中への扉シリーズ) 城島充著 講談社 児童ノンフィクション3/28
135 ミクロの世界を探検しよう（仮） ( ミクロワールド大図鑑４　全４巻) 根本典子ほか著小峰書店 児童ノンフィクション3/24
136 カラスウリ ( しぜんといっしょ７) 藤丸篤夫写真
有沢重雄文そうえん社 児童ノンフィクション3/26
137 干したから… ( ふしぎびっくり写真えほん５) フレーベル館 児童ノンフィクション3/17
138 くだものノート いわさゆうこ著文化出版局 児童ノンフィクション3/上
139 ウナギのいる川　いない川 ( ポプラサイエンスランド５) 内山りゅう著
揖善継監修ポプラ社 児童ノンフィクション3/中
140 葉や花、実と種 ( 木と日本人シリーズ３　全３巻) ゆのきようこ監修・文
長谷川哲雄樹木画理論社 児童ノンフィクション3/18
141 ふたりの文化祭（仮） 藤野恵美著 ＫＡＤＯＫＡＷＡヤングアダルト 3/28
142 ７つの名前を持つ少女　ある脱北者の物語 イ・ヒョンソ著 大和書房 ヤングアダルト 3/14
143 炎のタペストリー 乾石智子著 筑摩書房 ヤングアダルト 3/7
144 コロボックルに出会うまで　自伝小説　サットルと『豆の木』 佐藤さとる著 偕成社 ヤングアダルト 3/14
145 われらが胸の底 澤地久枝著
落合恵子著かもがわ出版 ヤングアダルト 3/上
146 エヴェレスト　ファイル　シェルパたちの山( ＳＵＰＥＲ！　ＹＡ ) マット・ディッキンソン著
原田勝訳小学館 ヤングアダルト 3/16
147 春風亭一之輔のおもしろ落語入門 春風亭一之輔著
山口晃画小学館 ヤングアダルト 3/16
148 俳句を遊べ！ ( 小学館ＳＪムック ) 佐藤文香著 小学館 ヤングアダルト 3/15
149 １８歳からの経済学入門（仮） 川本明著
矢尾板俊平ほか著ＰＨＰ研究所 ヤングアダルト 3/17


