
2016年8月新刊案内

Ｎｏ．書名・シリーズ・受賞情報など シリーズ・受賞情報など著者 出版者 刊行予定日

1 明日の食卓 椰月美智子著ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 8/29

2 梟首(キョウシュ)の遺宝 大村友貴美著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 8/25

3 スペース金融道 宮内悠介著 河出書房新社日本文芸書 8/25

4 月兎耳（ツキトジ）の家 稲葉真弓著 河出書房新社日本文芸書 8/25

5 ゴッド・スパイダー 三浦明博著 講談社 日本文芸書 8/23

6 天下一統　始皇帝の永遠 小前亮著 講談社 日本文芸書 8/9

7 日本人の肖像（仮） 葉室麟著 講談社 日本文芸書 8/30

8 バイバイ・バディ 行成薫著 講談社 日本文芸書 8/23

9 四百三十円の神様 加藤元著 講談社 日本文芸書 8/4

10 失踪．ｃｏｍ　東京ロンダリング 原田ひ香著 集英社 日本文芸書 9/1

11 挑戦者たち 法月綸太郎著 新潮社 日本文芸書 8/29
12 壁抜けの谷 山下澄人著 中央公論新社日本文芸書 8/9
13 ドナ・ビボラの爪　上 宮本昌孝著 中央公論新社日本文芸書 8/19
14 ドナ・ビボラの爪　下 宮本昌孝著 中央公論新社日本文芸書 8/19
15 狩りの時代 津島佑子著 文藝春秋 日本文芸書 8/上
16 小説家と過ごす日曜日 石田衣良著 文藝春秋 日本文芸書 8/9
17 鳴け、ウミツバメ 伊与原新著 文藝春秋 日本文芸書 8/下
18 裁く眼 我孫子武丸著 文藝春秋 日本文芸書 8/下
19 光炎の人　上 木内昇著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 8/29
20 光炎の人　下 木内昇著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 8/29
21 侍の本分 佐藤雅美著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 8/25
22 望み 雫井脩介著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 8/29
23 反社会品 久坂部羊著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 8/29
24 夜に啼く鳥は 千早茜著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 8/31
25 朝からスキャンダル 酒井順子著 講談社 日本文芸書 8/23
26 危険なビーナス 東野圭吾著 講談社 日本文芸書 8/23
27 ＱＪＫＪＱ 佐藤究著 講談社 日本文芸書 8/8
28 猿の見る夢 桐野夏生著 講談社 日本文芸書 8/8
29 ホームズ四世 新堂冬樹著 講談社 日本文芸書 8/9
30 日蝕えつきる 花村萬月著 集英社 日本文芸書 9/1
31 みかづき 森絵都著 集英社 日本文芸書 9/1
32 メビウス・ファクトリー 三崎亜記著 集英社 日本文芸書 8/26
33 女子的生活 坂木司著 新潮社 日本文芸書 8/18
34 何様 朝井リョウ著 新潮社 日本文芸書 8/29
35 室町無頼 垣根涼介著 新潮社 日本文芸書 8/18
36 西一番街ブラックバイト ( 池袋ウエストゲートパーク１２) 石田衣良著 文藝春秋 日本文芸書 8/上
37 ゆけ、おりょう 門井慶喜著 文藝春秋 日本文芸書 8/上
38 コンビニ人間 ※第155回芥川賞受賞作品) 村田沙耶香著 文藝春秋 日本文芸書 7/下
39 俗・偽恋愛小説家 森晶麿著 朝日新聞出版日本文芸書 8/5
40 タイトル未定 樋口有介著 角川春樹事務所日本文芸書 8/下
41 女子大生・桜川東子の推理 鯨統一郎著 光文社 日本文芸書 8/16
42 信長さまはもういない 谷津矢車著 光文社 日本文芸書 8/16
43 ヒマワン日和 吉永单央著 光文社 日本文芸書 8/16
44 名探偵の証明　蜜柑花子の栄光 市川哲也著 東京創元社 日本文芸書 8/9
45 青い海の宇宙港　秋冬篇 川端裕人著 早川書房 日本文芸書 8/4
46 柳屋商店開店中 柳広司著 原書房 日本文芸書 8/中
47 ４０歳の言いわけ 斉木香津著 双葉社 日本文芸書 8/16
48 励み場 青山文平著 角川春樹事務所日本文芸書 8/下
49 作家刑事毒島 中山七里著 幻冬舎 日本文芸書 8/9
50 揺らぐ海 熊谷達也著 光文社 日本文芸書 8/16
51 よっつ屋根の下 大崎梢著 光文社 日本文芸書 8/16
52 風を繍（ヌ）う　深川刺繍職人物語 あさのあつこ著 実業之日本社日本文芸書 8/上
53 刑罰０号 西條奈加著 徳間書店 日本文芸書 8/12
54 あおぞら町　春子さんの冒険と推理 柴田よしき著 原書房 日本文芸書 8/24
55 ７デイズ（仮） 五十嵐貴久著 ＰＨＰ研究所 日本文芸書 8/22
56 天下を計る（仮） 岩井三四二著 ＰＨＰ研究所 日本文芸書 8/22



2016年8月新刊案内

Ｎｏ．書名・シリーズ・受賞情報など シリーズ・受賞情報など著者 出版者 刊行予定日

57 ゴールドフィンチ　４ ※完結　全４巻／ ２０１４年ピューリッツァー賞（フィクション部門）受賞作品ドナ・タート著
岡真知子訳河出書房新社外国文芸書 8/25
58 プリンセス・ダイアリー　ロイヤル・ウェディング篇( 最終巻 ) メグ・キャボット著
代田亜香子訳河出書房新社外国文芸書 8/16
59 Ｊ・Ｇ・バラード短編全集　１　時の声 ( 全５巻 ) Ｊ・Ｇ・バラード著
柳下毅一郎監修東京創元社 外国文芸書 8/29
60 終わりなき道 ( ハヤカワ・ポケット・ミステリ) ジョン・ハート著
東野さやか訳早川書房 外国文芸書 8/4
61 ベスト・ストーリーズ　３ ( 完結／全３巻 ) 若島正編 早川書房 外国文芸書 8/23
62 プリズン・ブック・クラブ アン・ウォームズリー著
向井和美訳紀伊國屋書店外国文芸書 8/下
63 すべての見えない光 ※新潮クレスト・ブックス ／2015年ピュリツァー賞受賞作品) アンソニー・ドーア著
藤井光訳新潮社 外国文芸書 8/26
64 エターナル・フレイム ( 新☆ハヤカワ・ＳＦ・シリーズ) グレッグ・イーガン著
山岸真訳早川書房 外国文芸書 8/23
65 ミスター・メルセデス　上 ※エドガー賞最優秀長編賞受賞作品) スティーヴン・キング著
白石朗訳文藝春秋 外国文芸書 8/18
66 ミスター・メルセデス　下 ※エドガー賞最優秀長編賞受賞作品) スティーヴン・キング著
白石朗訳文藝春秋 外国文芸書 8/18
67 キッド　僕と彼氏はいかに赤ちゃんを授かったか ダン・サヴェージ著
大沢章子訳みすず書房 外国文芸書 8/11
68 イヌの看取りガイド 小林豊和著 エクスナレッジくらしの実用書8/3
69 ちいさな着物遊び 大井とき江著 グラフィック社くらしの実用書9/上
70 鳴く虫の捕り方・飼い方 後藤啓著 築地書館 くらしの実用書8/25
71 手作りを楽しむイキイキかんたん手芸( 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8/1
72 重ねて煮るだけ（仮） 近藤幸子著 为婦と生活社くらしの実用書9/2
73 Ｓ・Ｍ・Ｌ・ＸＬニット（仮）　サイズの選べる手編みの本 ｍｉｃｈｉｙｏ著 文化出版局 くらしの実用書8/25
74 地震イツモマニュアル 地震イツモプロジェクト編ポプラ社 くらしの実用書8/5
75 ポケット図解　住宅ローンがよ～くわかる本　 石橋知也著 秀和システムビジネス・くらしの経済8/26
76 クレーム応対の教科書 ( １ＴＨＥＭＥ×１ＭＩＮＵＴＥ) 西村宏子著 すばる舎 ビジネス・くらしの経済8/23
77 あなたが作る等身大のＢＣＰ 昆正和著 日刊工業新聞社ビジネス・くらしの経済8/25
78 小屋の作り方 ( ＧＡＫＫＥＮ　ＭＯＯＫ　ＤＩＹ　ＳＥＲＩＥＳ) ドゥーパ！編集部編学研プラス すまいと住宅8/30
79 新耐震住宅の真実（仮） 日経ホームビルダー編日経ＢＰマーケティングすまいと住宅8/19
80 農家が教える　無敵のマイハウス 農山漁村文化協会編農山漁村文化協会すまいと住宅8/下
81 口腔ケアでがん治療はグッと楽になる( 健康ライブラリー) 百合草健圭志監修講談社 健康と家庭の医学8/17
82 腎臓病のことがよくわかる本 ( 健康ライブラリー／イラスト版) 小松康宏監修 講談社 健康と家庭の医学8/10
83 腰痛・脊柱管狭窄症と坐骨神経痛を治すコツがわかる本 竹川広三監修
『健康』編集部編为婦の友社 健康と家庭の医学8/10
84 頭痛女子バイブル 五十嵐久佳監修世界文化社 健康と家庭の医学8/4
85 抗がん剤治療と上手につきあう本～安心して治療を受けるために（仮）岩瀬弘敬監修　　　　陶山浩一編　　　　　　　岡本康子編日経ＢＰマーケティング健康と家庭の医学8/24
86 てんかんが怖くなくなる本 大槻泰介著 法研 健康と家庭の医学8/8
87 子ども食堂をつくろう！ 豊島子どもＷＡＫＵＷＡＫＵネットワーク編明石書店 教育と福祉 8/22
88 子どもの貧困ハンドブック 中嶋哲彦編著
平湯真人編著
松本伊智朗編著
山野良一編著
湯澤直美編かもがわ出版教育と福祉 8/下
89 「ユマニチュード」という革命 ※ウォールストリートジャーナル・ベストブックス・オブ・ザ・イヤー賞受賞作品イヴ・ジネスト著
ロゼット・マレスコッティ著
本田美和子日本語監修誠文堂新光社教育と福祉 8/3
90 これから介護をする人が知っておきたい介助術 田中義行著 日本実業出版社教育と福祉 8/10
91 うたってかんたんパネルシアター ( 保カリＢＯＯＫＳ４４) 古宇田亮順監修ひかりのくに 教育と福祉 8/上
92 発見から看取りまで、進行にあわせた認知症ケアがわかる本杉山孝博監修 洋泉社 教育と福祉 8/26
93 事業者必携入門図解　これだけは知っておきたい( 介護施設の法律問題・施設管理マニュアル) 若林美佳監修 三修社 くらしの法律 8/下
94 城为となった娘　井伊直虎 梓澤要著 ＮＨＫ出版 歴史と紀行 8/25
95 戦争と看護婦 川嶋みどり著
川原由佳里著
山崎裕二著
吉川龍子著国書刊行会 歴史と紀行 8/9
96 漂流 角幡唯介著 新潮社 歴史と紀行 8/26
97 「駅名」「地名」不一致の事典 浅井建爾著 東京堂出版 歴史と紀行 8/下
98 逆転の大中国史　ユーラシアの視点から 楊海英著 文藝春秋 歴史と紀行 8/11
99 検証　天皇陵 外池昇著 山川出版社 歴史と紀行 8/上

100 ここまで変わった日本史教科書（仮） 高橋秀樹著
三谷芳幸著
村瀬信一著吉川弘文館 歴史と紀行 8/下
101 ブックカバー旅行記（仮） 書皮友好協会監修グラフィック社日本の文化 9/上
102 近代日本学校制服図録 難波知子著 創元社 日本の文化 8/23
103 海の文学史 鈴木健一編 三弥井書店 日本の文化 8/上
104 こども服の歴史 エリザベス・ユウィング著
杉浦悦子訳
能澤慧子訳東京堂出版 世界の文化 8/中
105 ナッツの歴史 ( 「食」の図書館 ) ケン・アルバーラ著
田口未和訳原書房 世界の文化 8/下
106 ローカル鉄道という希望（仮） 田中輝美著 河出書房新社現代社会 8/25
107 インターネットは流通と社会をどう変えたか 阿部真也編著
江上哲編著中央経済社 現代社会 8/下
108 「鬼畜」の家　　わが子を殺す親たち 石井光太著 新潮社 現代社会 8/18
109 ヒロシマに来た大統領 　「核の現実」とバラク・オバマ 朝日新聞取材班著筑摩書房 現代社会 8/3
110 働き方、生き方を変えたい人のための地方移住入門 洋泉社編集部編洋泉社 現代社会 9/1
111 星くずたちの記憶　銀河から太陽系への物語( 岩波科学ライブラリー２５２) 橘省吾著 岩波書店 サイエンス 8/24
112 「偶然」の科学（仮） マイケル・ブルックス編
水谷淳訳ＳＢクリエイティブサイエンス 9/上
113 植物たちの静かな闘争（仮） ( ＤＯＪＩＮ選書７１ ) 藤井義晴著 化学同人 サイエンス 8/24
114 わくわく昆虫記　憧れの虫たち 丸山宗利著
山口進写真講談社 サイエンス 8/25
115 錆と人間　　ビール缶から戦艦まで ※ウォールストリートジャーナル・ベストブックス・オブ・ザ・イヤー賞受賞作品ジョナサン・ウォルドマン著
三木直子訳築地書館 サイエンス 8/下
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116 世界をつくった６つの革命の物語 スティーブン・ジョンソン著
大田直子訳朝日新聞出版テクノロジー 8/3
117 人間さまお断り　人工知能時代の経済と労働の手引き ジェリー・カプラン著
安原和見訳三省堂 テクノロジー 8/10
118 プログラムの絵本　プログラミングの仕組みを知る9つの扉アンク著 翔泳社 テクノロジー 9/1
119 パラリンピックの楽しみ方 藤田紀昭著 小学館 芸術・スポーツ8/1
120 もっと知りたいマティス　生涯と作品 天野知香著 東京美術 芸術・スポーツ8/19
121 世界の文豪の家 エクスナレッジライブラリアン8/31
122 ピーターラビットの世界へ（仮） 河野芳英著 河出書房新社ライブラリアン8/25
123 『文藝』戦後文学史 佐久間文子著 河出書房新社ライブラリアン8/23
124 家具でつくる本の空間 藤江和子アトリエ著彰国社 ライブラリアン8/下
125 きまぐれ星からの伝言（仮） 星新一著 徳間書店 ライブラリアン8/26
126 ひまなこなべ　アイヌのむかしばなし 萱野茂文
どいかや絵あすなろ書房 児童読み物 8/中
127 透明犬メイ ( おはなしガーデン５１) 辻貴司作   　　　　　　丹地陽子絵岩崎書店 児童読み物 8/5
128 くろグミ団は名探偵　石弓の呪い ユリアン・プレス作・絵
大社玲子訳岩波書店 児童読み物 8/4
129 へんしんおてんき ( 新しいえほん／へんしんシリーズ１６) あきやまただし作・絵金の星社 児童読み物 8/下
130 くまさん　どこ？ ( 講談社の翻訳絵本) ジョナサン・ベントレー作・絵
林木林訳講談社 児童読み物 8/24
131 ぼくのきんぎょをやつらがねらう！ ( ぴっかぴかえほん) 武田美穂作・絵 小学館 児童読み物 8/25
132 「ごめんなさい」がいっぱい！ ( わたしのえほん ) くすのきしげのり作
鈴木永子絵ＰＨＰ研究所 児童読み物 8/1
133 パパとママのつかいかた ピーター・ベントリー作
サラ・オギルヴィー絵
福本友美子訳ＢＬ出版 児童読み物 8/22
134 ダニーの学校大革命 ( 文研じゅべにーる) ラッシェル・オスファテール作
風川恭子絵
ダニエル遠藤みのり訳文研出版 児童読み物 8/8
135 おおどろぼうヌスート 高畠じゅん子作
高畠純絵ほるぷ出版 児童読み物 8/下
136 サリバン先生とヘレン　ふたりの奇跡の４か月 デボラ・ホプキンソン文
ラウル・コローン絵
こだまともこ訳光村教育図書児童読み物 8/下
137 青い目の人形物語２　希望の人形　日本編 シャーリー・パレントー作
河野万里子訳岩崎書店 児童読み物 8/5
138 ゆず先生は忘れない 白矢三恵作
山本久美子絵くもん出版 児童読み物 8/205
139 いえのおばけずかん　おばけテレビ ( 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 8/25
140 こんやも　バクは　ねむらない ( 講談社の創作絵本) 澤野秋文作・絵 講談社 児童読み物 8/3
141 ハルとカナ ひこ・田中作
ヨシタケシンスケ絵講談社 児童読み物 8/24
142 ブーツをはいたキティのおはなし ビアトリクス・ポター作
クェンティン・ブレイク絵
松岡ハリス佑子訳静山社 児童読み物 8/26
143 夏のあらしとムーミントロール ( ムーミンのおはなしえほん) トーベ＆ラルス・ヤンソン原作・絵
当麻ゆか訳徳間書店 児童読み物 8/9
144 ドライバーマイルズ ジョン・バーニンガム作・絵
谷川俊太郎訳ＢＬ出版 児童読み物 8/
145 風雲しょうが丸 ( 野菜忍者列伝　其の５) 川端誠作・絵 ＢＬ出版 児童読み物 8/下
146 おつきみ 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 8/31
147 プーさんとであった日 ※児童図書館・絵本の部屋 ／２０１６年コールデコット賞受賞作品リンジー・マティック文
ソフィー・ブラッコール絵

山口文生訳評論社 児童読み物 8/下
148 わるわるイッサイ フレーベル館 児童読み物 8/12
149 おばあちゃんのあかいマント ※2015年コールデコット賞オナー賞／ニューベリー賞オナー賞受賞作品ローレン・カスティーヨ作・絵
多賀京子訳ほるぷ出版 児童読み物 8/中
150 日本の世界遺産 ( 朝日ジュニアブック) 山口正監修 朝日新聞出版児童ノンフィクション8/19
151 私が今日も、泳ぐ理由　パラスイマー・一ノ瀬メイ( スポーツノンフィクション) 金治直美著 学研プラス 児童ノンフィクション8/30
152 よくわかる警察（仮）　しくみは？どんな仕事をしているの？( 楽しい調べ学習シリーズ) 倉科孝靖監修 ＰＨＰ研究所 児童ノンフィクション8/24
153 お月さまのこよみ絵本　旧暦で行事をたのしむ 千葉望文
阿部伸二絵理論社 児童ノンフィクション8/中
154 くらべた・しらべた　ひみつのゴキブリ図鑑( ちしきのぽけっと２２) 盛口満文・絵 岩崎書店 児童ノンフィクション8/12
155 和服がわかる本 ( 調べる学習百科 ) こどもくらぶ編 岩崎書店 児童ノンフィクション8/22
156 ライオンのおじいさん、イルカのおばあさん( 動物のおじいさん、動物のおばあさん２) 高岡昌江文 学研プラス 児童ノンフィクション8/30
157 よくわかる税金　種類、役割から消費税の問題まで( 楽しい調べ学習シリーズ) 泉美智子監修　　　　　　　　　　新井明著
ＰＨＰ研究所 児童ノンフィクション8/24
158 転んでも、大丈夫　ぼくが義足を作る理由( ポプラ社ノンフィクション) 臼井二美男著 ポプラ社 児童ノンフィクション8/上
159 Ｅ高校生の奇妙な日常 田丸雅智著 角川春樹事務所ヤングアダルト8/下
160 戦争まで　歴史を決めた交渉と日本の失敗 加藤陽子著 朝日出版社 ヤングアダルト8/上
161 学校では教えてくれない　たのしい日本語（仮）( １４歳の世渡り術) 今野真二著 河出書房新社ヤングアダルト8/16
162 空はいまぼくらふたりを中心に 村上しいこ作 講談社 ヤングアダルト8/8
163 １４歳のための宇宙授業　相対論と量子論のはなし 佐治晴夫著 春秋社 ヤングアダルト8/上
164 ダーウィンと旅して（仮） ジャクリーン・ケリー作
斎藤倫子訳ほるぷ出版 ヤングアダルト8/下


