2017年4月新刊案内

刊行予定日
Ｎｏ． 書名・シリーズ・受賞情報など
著者
出版者
1 海道の修羅
吉川永青著
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 4/25
日本文芸書 4/12
2 誰かが見ている
※第５２回メフィスト賞受賞作品
宮西真冬著
講談社
日本文芸書 4/25
3 ニャンニャンにゃんそろじー
有川浩著/町田康著/真梨幸子ほか著
講談社
日本文芸書 4/28
4 父 Ｍｏｎ Ｐèｒｅ
辻仁成著
集英社
日本文芸書 4/26
5 ラブ・ミー・テンダー 東京バンドワゴン
小路幸也著
集英社
日本文芸書 4/11
6 花葬
悠木シュン著
小学館
7 北条早雲 明鏡止水篇
富樫倫太郎著
中央公論新社 日本文芸書 4/20
日本文芸書 4/19
8 会津執権の栄誉
佐藤巖太郎著
文藝春秋
日本文芸書 4/20
9 おもちゃ絵芳藤
谷津矢車著
文藝春秋
日本文芸書 4/5
10 月の満ち欠け
佐藤正午著
岩波書店
11 あとは野となれ大和撫子
宮内悠介著
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 4/19
12 暗手（アンシュ）
馳星周著
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 4/25
13 ライオン・ブルー
呉勝浩著
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 4/25
14 どんぶらこ
いとうせいこう著 河出書房新社 日本文芸書 4/20
日本文芸書 4/21
15 ＢＵＴＴＥＲ
柚木麻子著
新潮社
日本文芸書 4/24
16 最愛の子ども
松浦理英子著
文藝春秋
日本文芸書 4/11
17 さらば愛しき魔法使い
東川篤哉著
文藝春秋
日本文芸書 4/12
18 遠縁の女
青山文平著
文藝春秋
日本文芸書 4/18
19 ひとめぼれ
畠中恵著
文藝春秋
日本文芸書 4/上
20 夜の谷を行く
桐野夏生著
文藝春秋
日本文芸書 4/18
21 神さまのいた街で
早見和真著
幻冬舎
日本文芸書 4/17
22 鎮憎師（チンゾウシ）
石持浅海著
光文社
日本文芸書 4/17
23 万次郎茶屋
中島たい子著
光文社
日本文芸書 4/21
24 まぬけなこよみ
津村記久子著
平凡社
日本文芸書 4/14
25 午前三時のサヨナラ・ゲーム
深水黎一郎著
ポプラ社
26 しみ
坂口恭平著
毎日新聞出版 日本文芸書 4/25
日本文芸書 4/12
27 レスキュードッグ・ストーリーズ ( 南アルプス山岳救助隊Ｋ-９
) 樋口明雄著
山と渓谷社
日本文芸書 4/18
28 チェ－ン・ピープル
三崎亜記著
幻冬舎
日本文芸書 4/18
29 獏の耳たぶ
芦沢央著
幻冬舎
日本文芸書 4/17
30 諦めない女
桂望実著
光文社
日本文芸書 4/17
31 難民調査官２ サイレント・マイノリティ
下村淳史著
光文社
32 御徒の女
中島要著
実業之日本社 日本文芸書 4/13
日本文芸書 4/26
33 冬雷
遠田潤子著
東京創元社
日本文芸書 4/18
34 追想の探偵
月村了衛著
双葉社
日本文芸書 4/18
35 ときどき旅に出るカフェ
近藤史恵著
双葉社
日本文芸書 4/26
36 赤いゾンビ、青いゾンビ。
( 東京日記 ５
) 川上弘美著
平凡社
37 団塊の後 三度目の日本
堺屋太一著
毎日新聞出版 日本文芸書 4/20
外国文芸書 5/上
38 林檎の木から、遠くはなれて
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 4/24
39 ハヤブサ その歴史・文化・生態
ヘレン・マクドナルド著/宇丹貴代実訳
白水社
外国文芸書 4/17
40 誓います 結婚できない僕と彼氏が学んだ結婚の意味 ダン・サヴェージ著/大沢章子訳
みすず書房
41 人みな眠りて
カート・ヴォネガット著/大森望訳
河出書房新社 外国文芸書 5/上
外国文芸書 4/27
42 五月の雪
( 新潮クレスト・ブックス
) クセニア・メルニク著/小川高義訳
新潮社
外国文芸書 4/19
43 母の記憶に
( 新★ハヤカワ・ＳＦ・シリーズ
) ケン・リュウ著/古沢嘉通ほか訳
早川書房
44 毎日おしゃれに暮らすクローゼットのルール
エクスナレッジ くらしの実用書 4/24
45 世界の郷土菓子
林周作著
河出書房新社 くらしの実用書 4/14
くらしの実用書 4/6
46 今までの朋が似合わないと思ったら… ５０代からのおしゃれバイブル
西山栄子著
講談社
47 魔法のゼリー
荻田尚子著
主婦と生活社 くらしの実用書 4/28
くらしの実用書 4/14
48 はじめての手作りアロマストーン
平山りえ著
世界文化社
くらしの実用書 5/中
49 はちみつスイーツ
若山曜子著
家の光協会
50 切らずにできる着物の作り帯(仮) ２
和らく会著
河出書房新社 くらしの実用書 4/20
51 美篶堂とはじめる 本のお直し、仕立て直し
美篶堂著
河出書房新社 くらしの実用書 4/20
くらしの実用書 4/24
52 夢をかなえる ノンシュガーパフェ
今井洋子著
主婦の友社
くらしの実用書 4/14
53 洗車のテクニック＆メンテナンス
カーケアジャパン監修
成美堂出版
くらしの実用書 4/27
54 続 きものの仕立て方
小田美代子著
文化出版局
ビジネス・くらしの経済 4/13
55 入門 オークション 市場をデザインする経済学
ティモシー・Ｐ・ハバード著/ハリー・Ｊ・パーシュ著/安田洋祐監訳/山
ＮＴＴ出版
ビジネス・くらしの経済 4/下
56 親が認知症になってお金を失う人、お金を守る人
石倉英樹著
自由国民社
57 まるごとわかるトマト
( 「農耕と園芸」ブックス
) 田淵俊人著
誠文堂新光社 すまいと住宅 5/9
健康と家庭の医学 4/10
58 社交不安症がよくわかる本
( 健康ライブラリーイラスト版
) 貝谷久宣監修
講談社
健康と家庭の医学 4/10
59 病気になったとき体の中で起きてることが見える本
ＮＨＫ編/主婦の友社編
主婦の友社
健康と家庭の医学 4/13
60 ウルトラ図解 めまい・耳鳴り
古宇田寛子著
法研
健康と家庭の医学 4/10
61 薬はリスク？ 薬を正しく知るために
宮坂信之著
法研
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62 写真で紹介 園の避難訓練ガイド
天野珠路編著
かもがわ出版 教育と福祉 4/18
くらしの法律 4/下
63 図解で早わかり 刑事訴訟法のしくみ
木島康雄監修
三修社
くらしの法律 4/下
64 ビジュアルテキスト国際法
加藤信行著/植木俊哉著
有斐閣
65 一度は行きたい！世界の市場
エクスナレッジ 歴史と紀行 4/27
66 猿神のロスト・シティ
ダグラス・プレストン著/鍛原多恵子訳
ＮＨＫ出版
歴史と紀行 4/27
67 図説 アイルランドの歴史
( ふくろうの本
) 山本正著
河出書房新社 歴史と紀行 4/14
68 異郷のモダニズム 満州写真全史
竹葉丈編著/井村哲郎著/森仁史ほか著
国書刊行会
歴史と紀行 4/25
69 世界の広場への旅 もうひとつの広場論
芦川智編著/金子友美著/鶴田佳子著/高木亜紀子著
彰国社
歴史と紀行 4/下
70 宮武外骨 生誕１５０年
( 別冊太陽 日本のこころ
) 別冊太陽編集部編平凡社
２５０
歴史と紀行 4/26
日本の文化 4/19
71 俗語入門 俗語はおもしろい！
米川明彦著
朝倉書店
日本の文化 4/1
72 ともに読む古典 中世文学編
松尾葦江編
笠間書院
73 「和の食」全史 縄文から現代まで 長寿国・日本の恵み 永山久夫著
河出書房新社 日本の文化 4/14
日本の文化 4/
74 紙の日本史（仮）
池田寿著
勉誠出版
世界の文化 4/20
75 玉ネギとニンニクの歴史
( 「食」の図書館
) マーサ・ジェイ著/朋部千佳子訳
原書房
76 ポピュリズムとは何か
ヤン＝ヴェルナー・ミュラー著/板橋拓己訳
岩波書店
現代社会 4/18
77 ニッポン戦後サブカルチャー史 深掘り進化論
宮沢章夫著/大森望著/泉麻人ほか著/ＮＨＫ「ニッポン戦後サブカ
ＮＨＫ出版
現代社会 4/24
78 人手不足なのになぜ賃金は上がらないのか
玄田有史編
慶應義塾大学出版会
現代社会 4/21
79 国旗で知る国際情勢
ティム・マーシャル著/田口美和訳
原書房
現代社会 4/20
80 ある日、うっかりＰＴＡ
杉江松恋著
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 現代社会 4/26
81 介護破産 日本人だれもがなり得る貧困の現実
結城康博著/村田くみ著
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 現代社会 4/12
82 尖閣諸島と日中外交 証言・日中米「秘密交渉」の真相 塩田純著
講談社
現代社会 4/13
83 国会を考える
大石眞編著
三省堂
大山礼子編著現代社会 4/25
84 それでも人生にイエスと言うために（仮） ＪＲ惨事の１２年
柳田邦男著
文藝春秋
現代社会 4/21
85 深読み！絵本『せいめいのれきし』
( 岩波科学ライブラリー260
) 真鍋真著
岩波書店
サイエンス 4/13
86 アジサイはなぜ葉にアルミ毒をためるのか
渡辺一夫著
築地書館
サイエンス 4/20
87 生態系と生物多様性を五感でとらえる 自然観察のポイント
桜谷保之著
文一総合出版 サイエンス 4/1
テクノロジー 4/27
88 みんなの検索が医療を変える 医療クラウドへの招待 イラド・ヨム-トフ著/石川善樹監修
ＮＴＴ出版
テクノロジー 4/12
89 ２０５０年の技術 英『エコノミスト』誌は予測する
英『エコノミスト』編集部著/土方奈美訳
文藝春秋
芸術・スポーツ 5/中
90 書のひみつ
古賀弘幸著
朝日出版社
91 生死を分ける、山の遭難回避術
羽根田治著
誠文堂新光社 芸術・スポーツ 4/4
芸術・スポーツ 5/上
92 剣道の新しい教科書（仮）
高瀬英治著
日本文芸社
93 漱石激読
( 河出ブックス
) 石原千秋著/小森陽一著
河出書房新社 ライブラリアン 4/20
ライブラリアン 4/19
94 子どものアトリエ 絵本づくりを支えたもの
西巻茅子著
こぐま社
ライブラリアン 4/20
95 世界文学大図鑑
ジェイムズ・キャントンほか著/沼野充義監修/越前敏弥訳
三省堂
96 学校図書館のアイデア＆テクニック
秋田倫子著
少年写真新聞社ライブラリアン 4/中
ライブラリアン 4/27
97 子規の音
森まゆみ著
新潮社
ライブラリアン 4/28
98 学校司書という仕事
高橋恵美子著
青弓社
児童読み物 4/20
99 ええたま いっちょう！
( えほんのぼうけん ) くすのきしげのり作/吉田尚令絵
岩崎書店
児童読み物 4/21
100 おばあちゃんがこどもだったころ
菅沼孝浩作・絵 岩崎書店
児童読み物 4/6
101 ナンシー探偵事務所 呪いの幽霊屋敷
※第１５回ジュニア冒険小説大賞受賞作品
小路すず作/カタノトモコ絵
岩崎書店
児童読み物 4/20
102 ひらけ蘭学のとびら
鳴海風作/関屋敏隆絵
岩崎書店
児童読み物 4/19
103 ゆうかんなねこ くろすけ
エド・ヴィアー作・絵/木坂涼訳
ＷＡＶＥ出版
児童読み物 4/10
104 フワフワ
おおなり修司作/高畠那生絵
絵本館
児童読み物 4/12
105 へんたこせんちょうとくらげのおうさま
( へんたこせんちょう) うみをいく２
いとうひろし作・絵 偕成社
児童読み物 4/12
106 アントワネット わたしのたいせつなさがしもの
( 講談社の翻訳絵本) ケリー・ディプッチオ作/クリスチャン・ロビンソン絵/木坂涼訳
講談社
児童読み物 5/上
107 ゆめみるハッピードリーマー
ピーター・レイノルズ作・絵/なかがわちひろ訳
主婦の友社
児童読み物 4/26
108 ケータイくんとフジワラさん
市川宣子作/みずうちさとみ絵
小学館
児童読み物 4/19
109 二本の剣とアーサーの即位
( アーサー王の世界２
) 斉藤洋著
全４巻
静山社
児童読み物 4/27
110 ノラネコぐんだん あいうえお
( コドモエのえほん ) 工藤ノリコ作・絵 白泉社
児童読み物 4/12
111 河童のユウタの冒険 上
( 福音館創作童話シリーズ
) 斎藤惇夫作/金井田英津子絵
福音館書店
児童読み物 4/12
112 河童のユウタの冒険 下
( 福音館創作童話シリーズ
) 斎藤惇夫作/金井田英津子絵
福音館書店
113 しろさんとちびねこ
エリシャ・クーパー作・絵/椎名かおる訳
あすなろ書房 児童読み物 4/25
児童読み物 4/13
114 にいちゃんのなみだスイッチ
いとうみく作/青山友美絵
アリス館
児童読み物 4/19
115 エリック・カールのイソップものがたり
エリック・カール再話・絵/木坂涼訳
偕成社
児童読み物 4/18
116 もりのとしょかん
ふくざわゆみこ作・絵
学研プラス
児童読み物 4/18
117 香菜とななつの秘密
福田隆浩著
講談社
児童読み物 4/上
118 モンスター・ホテルでパトロール( モンスター・ホテル) 柏葉幸子作/高畠純絵
小峰書店
児童読み物 4/6
119 おさるのこうすけ
( 童心社のおはなしえほん
) 武田美穂作・絵 童心社
児童読み物 4/14
120 ほんとさいこうの日
レイン・スミス作・絵/青山南訳
ＢＬ出版
児童読み物 4/27
121 ちっちゃな木のおはなし
ローレン・ロング作・絵/山根基世訳
評論社
児童読み物 4/12
122 クリオネさんのいちにち きょうはパーティーのひ
( 日本傑作絵本シリーズ
) 樋勝朊巳作・絵 福音館書店
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児童読み物 4/12
123 太陽と月の大地
( 世界傑作童話シリーズ
) コンチャ・ロペス＝ナルバエス作/松本里美絵/宇野和美訳
福音館書店
児童読み物 4/19
124 ひとりになったライオン
( 日本傑作絵本シリーズ
) 夏目義一作・絵 福音館書店
児童読み物 4/下
125 春くんのいる家
岩瀬成子作/坪谷令子絵
文溪堂
児童ノンフィクション 4/14
126 ぜんぶわかる！ アゲハ
( しぜんのひみつ写真館
) 新開孝著/蟻川謙太郎監修
８
ポプラ社
児童ノンフィクション 4/24
127 ビジュアル 日本の鉄道の歴史 ①明治～大正前期編
( 全３巻
) 梅原淳著
ゆまに書房
児童ノンフィクション 4/20
128 鳥の巣つくろう
鈴木まもる作・絵 岩崎書店
児童ノンフィクション 4/10
129 こども りょうりのことば絵じてん
三省堂編修所編 三省堂
児童ノンフィクション 4/18
130 よくわかる病院 役割・設備からはたらく人たちまで
( 楽しい調べ学習シリーズ
) 梶葉子監修
ＰＨＰ研究所
ヤングアダルト 4/26
131 青の王
廣嶋玲子著
東京創元社
ヤングアダルト 4/3
132 明日のひこうき雲
( ｔｅｅｎ’ｓ ｂｅｓｔ ｓｅｌｅｃｔｉｏｎｓ
) 八束澄子著/げみ絵
ポプラ社
133 高校生からはじめる プログラミング
吉村総一郎著
ＫＡＤＯＫＡＷＡ ヤングアダルト 4/12
ヤングアダルト 4/20
134 高校生のための憲法入門
斎藤一久編著
三省堂
ヤングアダルト 4/26
135 歩いてわかった地球のなぜ！？
松本穂高著
山川出版社
ヤングアダルト 4/18
136 源氏物語 宇治の結び 上
荻原規子訳
理論社
ヤングアダルト 4/18
137 源氏物語 宇治の結び 下
荻原規子訳
理論社

