
2017年12月新刊案内
Ｎｏ． 書名・シリーズ・受賞情報など 書名・シリーズ・受賞情報など著者 出版者 刊行予定日

1 はじめての八十歳 山藤章二著 岩波書店 日本文芸書 12/21

2 楽天家は運を呼ぶ 高橋三千綱著 岩波書店 日本文芸書 12/13

3 魔邸 三津田信三著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 12/21

4 私の漂流記 曾野綾子著 河出書房新社 日本文芸書 12/11

5 それ自体が奇跡 小野寺史宜著 講談社 日本文芸書 1/9

6 漱石を知っていますか 阿刀田高著 新潮社 日本文芸書 12/20

7 道の向こうの道 森内俊雄著 新潮社 日本文芸書 12/22

8 架空の犬と嘘をつく猫 寺地はるな著 中央公論新社 日本文芸書 12/19

9 葵の残葉 奥山景布子著 文藝春秋 日本文芸書 12/11

10 天翔ける 葉室麟著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 12/21

11 サハラの薔薇 下村敦史著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 12/21

12 テーラー伊三郎 川瀬七緒著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 12/8

13 仮面の君に告ぐ 横関大著 講談社 日本文芸書 12/12

14 キネマの天使　レンズの奥の殺人者 赤川次郎著 講談社 日本文芸書 12/12

15 森家の討ち入り 諸田玲子著 講談社 日本文芸書 12/6

16 俺はエージェント 大沢在昌著 小学館 日本文芸書 12/13

17 遺訓 佐藤賢一著 新潮社 日本文芸書 12/22

18 嘘　Ｌｏｖｅ　Ｌｉｅｓ 村山由佳著 新潮社 日本文芸書 12/26

19 カーテンコール！ 加納朋子著 新潮社 日本文芸書 12/22

20 ギリシア人の物語　３　新しき力 ( 全３巻　完結 ) 塩野七生著 新潮社 日本文芸書 12/15

21 ５０代からしたくなるコト、なくていいモノ 岸本葉子著 中央公論新社 日本文芸書 12/7

22 飼う人 柳美里著 文藝春秋 日本文芸書 12/7

23 すべての始まり　どくだみちゃんとふしばな１ 吉本ばなな著 幻冬舎 日本文芸書 12/18

24 忘れたふり　どくだみちゃんとふしばな２ 吉本ばなな著 幻冬舎 日本文芸書 12/18

25 緑の庭で猫寝ころんで 宮下奈都著 実業之日本社 日本文芸書 12/7

26 そのバケツでは水がくめない 飛鳥井千砂著 祥伝社 日本文芸書 12/11

27 幼年　水の町 小池昌代著 白水社 日本文芸書 12/11

28 背中、押してやろうか？ 悠木シュン著 双葉社 日本文芸書 12/19

29 あなたがスマホを見ているとき、スマホもあなたを見ている。藤原智美著 プレジデント社 日本文芸書 12/12

30 万屋大悟のマシュマロな事件簿                                                                                                                                 太田忠司著 ポプラ社 日本文芸書 12/7

31 チェコの十二ヵ月　おとぎの国に暮らす 出久根育著 理論社 日本文芸書 12/7

32 絶望の歌を唄え 堂場瞬一著 角川春樹事務所日本文芸書 12/13

33 探偵少女アリサの事件簿２ 東川篤哉著 幻冬舎 日本文芸書 12/18

34 ハリケーン 高嶋哲夫著 幻冬舎 日本文芸書 1/9

35 卑劣犯　　素行調査官 笹本稜平著 光文社 日本文芸書 12/1

36 婚活中毒 秋吉理香子著 実業之日本社 日本文芸書 12/

37 生の肯定 町田康著 毎日新聞出版 日本文芸書 12/18

38 硬きこと水のごとし 閻連科著/谷川毅訳河出書房新社 外国文芸書 12/15

39 肺都　（ハイト） ( アイアマンガー三部作３ 全３巻　完結) エドワード・ケアリー著/古屋美登里訳東京創元社 外国文芸書 12/18

40 ソロ ※エクス・リブリス／２０１０年度英連邦作家コモンウェルス賞受賞作品ラーナ・ダスグプタ著/西田英恵訳白水社 外国文芸書 12/下

41 小型哺乳類館 トマス・ピアース著/真田由美子訳早川書房 外国文芸書 12/5

42 刑務所の読書クラブ ミキータ・ブロットマン著/川添節子訳原書房 外国文芸書 12/14

43 ネバーホーム レアード・ハント著/柴田元幸訳朝日新聞出版 外国文芸書 12/7

44 ファミリー・ライフ ※新潮クレスト・ブックス／ 第２回フォリオ賞受賞作品アキール・シャルマ著/小野正嗣訳新潮社 外国文芸書 12/22

45 ギデオン・マック牧師の数奇な生涯 ジェ-ムズ・ロバートソン著/田内志文訳東京創元社 外国文芸書 1/10

46 旅の終わりに ( 海外文学セレクション) マイケル・ザドゥリ 東京創元社 外国文芸書 12/18

47 地下鉄道　アンダーグラウンド・レイルロード※ピュリッツァー賞・全米図書賞・アーサー・Ｃ・クラーク賞受賞作品コルソン・ホワイトヘッド著/谷崎由依訳早川書房 外国文芸書 12/5

48 水底の女 レイモンド・チャン 早川書房 外国文芸書 12/5

49 この星の忘れられない本屋の話 ヘンリー・ヒッチン ポプラ社 外国文芸書 12/7

50 愛犬のための　症状・目的別　高齢犬ケア百科 須崎恭彦著 講談社 くらしの実用書 12/7

51 にんじん、たまねぎ、じゃがいもレシピ 山田英季著 光文社 くらしの実用書 12/13

52 まるごとポーチＢＯＯＫ 日本ヴォーグ社くらしの実用書 12/6

53 おりがみと身近な素材で明るく!楽しく!　季節の部屋飾り　12か月いまいみさ著 ベストセラーズ くらしの実用書 12/8

54 １肉１野菜　鍋 堤人美著 グラフィック社 くらしの実用書 12/7

55 ゆでおき 牧野直子監修 主婦の友社 くらしの実用書 12/11

56 はじめてでも簡単にできる小さな袋もの 永井亜希乃著 世界文化社 くらしの実用書 12/11

57 おとなの着物ことはじめ 永岡書店編集部編永岡書店 くらしの実用書 12/10

58 働き方の問題地図 ( 　　　　　　「で、どこから変える？」旧態依然の職場の常識) 沢渡あまね著/奥山陸著技術評論社 ビジネス・くらしの経済 12/上

59 図解入門ビジネス　最新医療費のしくみと基本がよ～くわかる本伊藤哲雄編著/ 秀和システム ビジネス・くらしの経済 12/中

60 １分間で経済学 ナイアル・キシテイニー著/望月衛訳ダイヤモンド社 ビジネス・くらしの経済 12/13

61 サラリーマンのための「手取り」が増えるワザ６６ 深田晶恵著 ダイヤモンド社 ビジネス・くらしの経済 12/13
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62 会社の“終活”読本　社長のリタイア〈売却・廃業〉ガイド 内藤博著/金子 日刊工業新聞社ビジネス・くらしの経済 12/18

63 超一流のクレーム対応　どんな相手でもストレスゼロ！ 谷厚志著 日本実業出版社ビジネス・くらしの経済 12/20

64 小さい畜産で稼ぐコツ 上垣康成著 農山漁村文化協会ビジネス・くらしの経済 12/6

65 ガウディ完全ガイド エクスナレッジ すまいと住宅 12/8

66 野菜が元気に育つ畑の土づくり ( 学研趣味の菜園) 野菜だより編集部編学研プラス すまいと住宅 12/11

67 今を映す「トイレ」ユニバーサル・デザインを超えて、快適性の先に岩﨑克也編/小林純子編/田名網雅人編彰国社 すまいと住宅 12/15

68 盆栽・伝統園芸植物の鑑賞知識 盆栽・伝統園芸植物の鑑賞知識製作委員会編/山口安久監修誠文堂新光社 すまいと住宅 12/5

69 高次脳機能障害　医療現場から社会をみる 山口研一郎著 岩波書店 健康と家庭の医学 12/13

70 最新　ストレッチの科学 坂詰真二監修 新星出版社 健康と家庭の医学 12/14

71 かしこく摂って健康になる　くらしに役立つ栄養学 新出真理監修 ナツメ社 健康と家庭の医学 12/17

72 ウルトラ図解　統合失調症 糸川昌成著 法研 健康と家庭の医学 12/8

73 発達障害の子どもと上手に生き抜く７４のヒント( 　　　　　　　　保護者に役立つサバイバルブック〈小学生編〉) 小林みやび著 学研プラス 教育と福祉 12/26

74 これからのインクルーシブ体育・スポーツ 障害のある子どもたちも一緒に楽しむための指導藤田紀昭編著/齊藤まゆみ編著ぎょうせい 教育と福祉 12/上

75 奨学金　借りるとき・返すときに読む本 埼玉奨学金問題ネットワーク編著弘文堂 教育と福祉 1/

76 残される母親が安心して暮らすための手続きのすべて えがお相続相談室著秀和システム 教育と福祉 12/5

77 保育に活かす　おはなしテクニック こがようこ著 小学館 教育と福祉 12/15

78 感情に働きかける　これからの介護レクリエーション 武藤清栄監修/エモーショナルな介護レク研究会編誠文堂新光社 教育と福祉 12/4

79 外国人介護職への日本語の教え方 外国人介護職を戦力化するための日本語教本宮崎里司著/中 日経ＢＰマーケティング教育と福祉 12/14

80 図解　２時間でわかる　はじめての家族信託 宮田浩志著 インプレス くらしの法律 12/21

81 図解で早わかり　賃貸借のしくみとルール 木島康雄監修 三修社 くらしの法律 12/19

82 事業者必携　抵当・保証の法律と担保をめぐるトラブル解決法松岡慶子監修 三修社 くらしの法律 12/19

83 おひとりさま・おふたりさまのための成年後見制度活用ガイド東向勲著 同友館 くらしの法律 12/8

84 維新史再考　公議・王政から集権・脱身分化へ( ＮＨＫブックス ) 三谷博著 ＮＨＫ出版 歴史と紀行 12/20

85 縄張り図で歩く！楽しむ！完全詳解　山城ガイド　全国山城リストつき加藤理文監修 学研プラス 歴史と紀行 12/8

86 日本経済の心臓　証券市場誕生！ 日本取引所グループ著/鹿島茂監修集英社 歴史と紀行 12/13

87 貧困の戦後史　貧困の「かたち」はどう変わったのか( 筑摩選書 ) 岩田正美著 筑摩書房 歴史と紀行 12/12

88 歴代オリンピックでわかる世界現代史 「歴代オリンピックでわかる世界現代史」編集委員会編山川出版社 歴史と紀行 12/21

89 ニッポンのおつきあいとしきたりの心得帖 岩下宣子監修 学研プラス 日本の文化 12/12

90 愛蔵版　茶箱と茶籠の図鑑９９ 堀内明美著 世界文化社 日本の文化 12/18

91 点前の準備　茶の湯の基礎から茶箱まで 淡交社編集局編/藤井宗悦監修淡交社 日本の文化 12/15

92 新・日本遺産　次世代につなげたい日本の美( 別冊太陽　日本のこころ　２５７) 別冊太陽編集部編平凡社 日本の文化 12/25

93 世界の有名シェフが語る　マンマの味 ミーナ・ホーランド著/川添節子訳エクスナレッジ 世界の文化 12/8

94 太鼓の文化誌 山本宏子著 青弓社 世界の文化 12/25

95 歴史をつくった洋菓子たち キリスト教、シェイクスピアからナポレオンまで長尾健二著 築地書館 世界の文化 12/8

96 ＣＨＯＣＯＬＡＴＥ ドム・ラムジー著 東京書籍 世界の文化 12/8

97 ハチミツの歴史 ( 「食」の図書館 ) ルーシー・Ｍ・ロング著/大山晶訳原書房 世界の文化 12/15

98 スパイス百科　起源から効能、利用法まで 丁宗鐵編著 丸善出版 世界の文化 12/

99 図解　よくわかる自治体公会計のしくみ 天川竜治著/柏木恵著学陽書房 現代社会 12/8

100 まちづくりとしての地域包括ケアシステム 持続可能な地域共生社会をめざして辻哲夫監修/田城孝雄編東京大学出版会現代社会 12/26

101 移民の政治経済学 ジョージ・ボルジャス著/岩本正明訳白水社 現代社会 12/22

102 地図で見るラテンアメリカハンドブック オリヴィエ・ダ
ベーヌ著/フレデ

原書房 現代社会
12/8

103 「おひとりウーマン」消費！　巨大市場を支配する40・50代パワー牛窪恵著 毎日新聞出版 現代社会 12/6

104 母・娘・祖母が共存するために 信田さよ子著 朝日新聞出版 現代社会 12/5

105 ろう者の祈り 中島隆著 朝日新聞出版 現代社会 12/18

106 誰も教えてくれなかった　子どものいない人生の歩き方 くどうみやこ著 主婦の友社 現代社会 12/4

107 ２１世紀の紛争と平和 ジャン＝マリー・ゲーノ著/庭田よう子訳東洋経済新報社現代社会 12/21

108 ジェネリック　それは新薬と同じなのか ジェレミー・グリー みすず書房 現代社会 12/15

109 数をかぞえるクマ　サーフィンするヤギ 動物の知性と感情をめぐる驚くべき物語べリンダ・レシオ著/中尾ゆかり訳ＮＨＫ出版 サイエンス 12/22

110 洞窟の疑問３０ ( みんなが知りたいシリーズ７) 日本洞窟学会監 成山堂書店 サイエンス 1/上

111 粘菌　知性のはじまりとそのサイエンス ジャスパー・
シャープ著/ティ

誠文堂新光社 サイエンス
12/8

112 人体　神秘の巨大ネットワーク ( NHKスペシャル大型シリーズ１　全４巻) ＮＨＫスペシャル「人体」制作班編東京書籍 サイエンス 1/上

113 ゲノムが語る人類全史 アダム・ラザフォード著/垂水雄二訳文藝春秋 サイエンス 12/12

114 下町ボブスレーの挑戦　世界で一番速いソリをつくる！ 細貝淳一著/奥田耕士著朝日新聞出版 テクノロジー 12/18

115 電子工作パーフェクトガイド 伊藤尚未著 誠文堂新光社 テクノロジー 1/上

116 基礎からわかるＩＳＯ９００１：２０１５ 平川雄典著 ナツメ社 テクノロジー 12/17

117 わかる！使える！溶接入門　基礎知識・段取り・実作業 安田克彦著 日刊工業新聞社テクノロジー 12/18

118 中高年でも大丈夫！　はじめようＳＮＳ ＬＩＮＥ＆Ｆａｃｅｂｏｏｋ＆Ｔｗｉｔｔｅｒ＆Ｉｎｓｔａｇｒａｍ岡本ゆかり著 日経ＢＰマーケティングテクノロジー 12/19

119 図解　ＥＶ革命 村沢義久著 毎日新聞出版 テクノロジー 12/18

120 ラファエロ　作品とその時代を読む 越川倫明編著/松浦弘明編著/甲斐教行編著/深田麻里亜編著河出書房新社 芸術・スポーツ 12/15



2017年12月新刊案内
Ｎｏ． 書名・シリーズ・受賞情報など 書名・シリーズ・受賞情報など著者 出版者 刊行予定日

121 素描（デッサン）から始めよう　多角的なアプローチで学ぶ絵画の基本アラン・ピカード著/戸沢佳代子監修グラフィック社 芸術・スポーツ 12/7

122 山岳読図ナヴィゲーション大全 村越真著/宮内佐季子著山と渓谷社 芸術・スポーツ 12/15

123 コバルト文庫創刊４０年公式記録　コバルト文庫４０年カタログ　烏兎沼佳代著 集英社 ライブラリアン 12/13

124 怪人　江戸川乱歩のコレクション ( とんぼの本 ) 平井憲太郎著/ 新潮社 ライブラリアン 12/22

125 ノンフィクション児童文学の力 国松俊英著 文溪堂 ライブラリアン 12/下

126 入門　デジタルアーカイブ 柳与志夫編著 勉誠出版 ライブラリアン 12/

127 シロクマが家にやってきた！
( スプラッシュ・ストーリーズ　

) マリア・ファラー作
/ダニエル・リエ

あかね書房 児童読み物
12/下

128 魔法学校へようこそ さとうまきこ作/高 偕成社 児童読み物 12/12

129 おとのさま、小学校に行く ( おはなしみーつけた！シリーズ) 中川ひろたか作/田中六大絵佼成出版社 児童読み物 12/5

130 うみのとしょかん　チンアナゴ３きょうだい( どうわがいっぱい) 葦原かも作/森田みちよ絵講談社 児童読み物 12/11

131 ねんねのうた ( 講談社の創作絵本) 江頭路子作 講談社 児童読み物 12/6

132 ペーパープレーン（仮） スティーブ・ワーランド作/井上里訳小峰書店 児童読み物 1/上

133 がんばれ！　あかい　しゃしょうしゃ
おひざにおいで

マリアン・ポター
作/ティボル・ゲ

ＰＨＰ研究所 児童読み物
12/18

134 ぼくらの山の学校 ( わたしたちの本棚) 八束澄子著 ＰＨＰ研究所 児童読み物 12/18

135 おしりつねり ( 桂文我のでっち絵本　全３巻) 桂文我文/北村裕花絵ＢＬ出版 児童読み物 12/21

136 巨人の花よめ ( 世界のむかしばなし) 菱木晃子文/平澤朋子絵ＢＬ出版 児童読み物 12/20

137 子ネコのスワン ホリー・ホビー作/三原泉訳ＢＬ出版 児童読み物 12/25

138 大どろぼう　ジャム・パン ( わくわくえどうわ) 内田麟太郎作/藤本ともひこ絵文研出版 児童読み物 12/下

139 とのさまサンタ 長野ヒデ子作・絵/本田カヨ子作・絵あすなろ書房 児童読み物 12/1

140 灰屋灰次郎　灰はございー 飯野和好作・絵 アリス館 児童読み物 12/1

141 あさがくるまえに ジョイス・シドマン 岩波書店 児童読み物 12/13

142 お笑い芸人　なんでやねーん！ ( おしごとのおはなし) 安田夏菜作/魚戸おさむ絵講談社 児童読み物 12/20

143 保育士　なないろランドのたからもの( おしごとのおはなし) 井上林子作/山西ゲンイチ絵講談社 児童読み物 12/20

144 ふしぎなどうぶつランド 斉藤洋（おはな 講談社 児童読み物 12/11

145 最後のオオカミ ( 文研ブックランド) マイケル・モーパーゴ作/黒須高嶺絵/はらるい訳文研出版 児童読み物 12/下

146 マララのまほうのえんぴつ マララ・ユスフザイ作/キャラスクエット絵/木坂涼訳ポプラ社 児童読み物 12/6

147 せかいいちまじめなレストラン たしろちさと作・絵 ほるぷ出版 児童読み物 12/20

148 わたしのおひっこし イヴ・バンティング文/ローレン・カスティーヨ絵/さくまゆみこ訳光村教育図書 児童読み物 12/22

149 プログラミングについて調べよう ( 調べる学習百科) 曽木誠監修/川崎純子文/沼田光太郎絵岩崎書店 児童ノンフィクション 12/21

150 りんごって、どんなくだもの？ ( 調べる学習百科) 安田守著 岩崎書店 児童ノンフィクション 12/21

151 サメってさいこう！ オーウェン・デイビー作/越智典子訳/佐藤圭一監修偕成社 児童ノンフィクション 12/12

152 海が泣いている ( 地球の危機をさけぶ生きものたち１　) 藤原幸一写真・文 少年写真新聞社児童ノンフィクション 12/20

153 日本の手仕事３　ガラス職人さん、建具師さんほか( 全４巻 ) 遠藤ケイ著 汐文社 児童ノンフィクション 12/下

154 危険生物・外来生物　大図鑑 今泉忠明監修/自然環境研究センター監修あかね書房 児童ノンフィクション 12/下

155 すみれちゃんのお片づけ１２カ月 渡辺ゆき著/小林キュウ写真岩崎書店 児童ノンフィクション 12/15

156 小さな小さな虫図鑑　よくいる小さい虫はどんな虫？ 鈴木知之写真・文 偕成社 児童ノンフィクション 12/13

157 決定版　ビジュアル大相撲図鑑 服部祐兒監修/ニシ工芸編汐文社 児童ノンフィクション 1/上

158 よくわかる人工知能　何ができるのか？社会はどう変わるのか？( 楽しい調べ学習シリーズ) 松尾豊監修 ＰＨＰ研究所 児童ノンフィクション 12/13

159 ハックルベリー・フィンの冒けん マーク・トウェイン著/柴田元幸訳研究社 ヤングアダルト 12/20

160 ナイスキャッチ！３ 横沢彰著 新日本出版社 ヤングアダルト 12/14

161 中学英語で紹介する日本文化２　日本の街を歩こう 大門久美子著/野澤敦子英文監修汐文社 ヤングアダルト 12/下

162 ひかり舞う ( ｔｅｅｎｓ’　ｂｅｓｔ　ｓｅｌｅｃｔｉｏｎｓ) 中川なをみ作/スカイエマ絵ポプラ社 ヤングアダルト 12/12

163 わらう ( 大人になるまでに読みたい１５歳の詩２　全３巻) 谷川俊太郎巻頭文/蜂飼耳編・エッセイゆまに書房 ヤングアダルト 12/19

164 氷の靴　ガラスの靴　 ( カドカワ銀のさじシリーズ／レッドデーターガール) 荻原規子著/酒井駒子イラストＫＡＤＯＫＡＷＡ ヤングアダルト 12/21

165 やめられないほどおもしろい１０代からのプログラミング教室（仮）( １４歳の世渡り術) 矢沢久雄著 河出書房新社 ヤングアダルト 12/15

166 満月の娘たち 安東みきえ著/ヒグチユウコ絵講談社 ヤングアダルト 12/4

167 わたしは１０歳、本を知らずに育ったの。 シャンティ国際ボランティア会編/鈴木晶子著/山本英里著/三宅隆史著合同出版 ヤングアダルト 12/14

168 列車はこの闇をぬけて ディルク・ラインハルト作/天沼春樹訳徳間書店 ヤングアダルト 12/19

169 はるかな旅の向こうに 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 12/下


