
2018年1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 私の頭が正常であったなら 山白朝子/著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 2/8
2 續　太閤私記 花村萬月/著 講談社 日本文芸書 1/30
3 幕末ダウンタウン ※第１２回小説現代長編新人賞受賞作品吉森大祐/著 講談社 日本文芸書 1/9
4 小説Ｘ（仮） 蘇部健一/著 小学館 日本文芸書 1/23
5 しょったれ半蔵 谷津矢車/著 小学館 日本文芸書 1/30
6 俳句、やめられません 岸本葉子/著 小学館 日本文芸書 1/31
7 海亀たち 加藤秀行/著 新潮社 日本文芸書 1/29
8 エンディング・パラダイス 佐江衆一/著 新潮社 日本文芸書 1/29
9 棲月　 ( 隠蔽捜査７ ) 今野敏/著 新潮社 日本文芸書 1/22
10 ナイス・エイジ ※第４８回新潮新人賞受賞作「二人組み」収録鴻池留衣/著 新潮社 日本文芸書 1/31
11 サニー・シックスティーン・ルール 関口尚/著 中央公論新社 日本文芸書 1/22
12 僕と彼女の左手 辻堂ゆめ/著 中央公論新社 日本文芸書 1/22
13 幕末暗殺！ 谷津矢車/著 中央公論新社 日本文芸書 1/22
14 コルトＭ１８４７羽衣 月村了衛/著 文藝春秋 日本文芸書 1/10
15 にっぽんの履歴書 門井慶喜/著 文藝春秋 日本文芸書 1/26
16 文字に美はありや 伊集院静/著 文藝春秋 日本文芸書 1/10
17 モモコとうさぎ 大島真寿美/著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 1/29
18 刑事の怒り 薬丸岳/著 講談社 日本文芸書 1/30
19 九十八歳になった私 橋本治/著 講談社 日本文芸書 1/11
20 夜更けの川に落葉は流れて 西村賢太/著 講談社 日本文芸書 1/12
21 光点 ※第４１回すばる文学賞受賞作品山岡ミヤ/著 集英社 日本文芸書 2/1
22 小説禁止令に賛同する いとうせいこう/著 集英社 日本文芸書 2/1
23 玄鳥さりて 葉室麟/著 新潮社 日本文芸書 1/22
24 春待ち雑貨店　ぷらんたん 岡崎琢磨/著 新潮社 日本文芸書 1/22
25 焔（ホノオ） 星野智幸/著 新潮社 日本文芸書 1/31
26 オンナの奥義　ノッてるオバサンになるための３３の扉 阿川佐和子/著 文藝春秋 日本文芸書 1/25
27 映画化決定 友井羊/著 朝日新聞出版 日本文芸書 1/上
28 純忠　日本で最初にキリシタン大名になった男 清涼院流水/著 ＷＡＶＥ出版 日本文芸書 1/24
29 ルイス・フロイス戦国記　ジャパゥン 清涼院流水/著 幻冬舎 日本文芸書 1/23
30 七色結び（仮） 神田茜/著 光文社 日本文芸書 1/16
31 ヲトメノイノリ 石田千/著 筑摩書房 日本文芸書 1/25
32 読むパンダ 黒柳徹子/著 白水社 日本文芸書 1/16
33 竹林精舎 玄侑宗久/著 朝日新聞出版 日本文芸書 1/上
34 風神の手 道尾秀介/著 朝日新聞出版 日本文芸書 1/上
35 護られなかった者たちへ 中山七里/著 ＮＨＫ出版 日本文芸書 1/25
36 父子ゆえ　摺師安次郎人情暦 梶よう子/著 角川春樹事務所日本文芸書 1/11
37 婚約迷走中　パンとスープとネコ日和４ 群ようこ/著 角川春樹事務所日本文芸書 1/11
38 あなたがお望みのものはなんでも 真梨幸子/著 幻冬舎 日本文芸書 1/23
39 先回りローバ 小川洋子/著 幻冬舎 日本文芸書 1/23
40 蒼き山嶺（仮） 馳星周/著 光文社 日本文芸書 1/16
41 海馬の尻尾 荻原浩/著 光文社 日本文芸書 1/16
42 英龍伝 佐々木譲/著 毎日新聞出版 日本文芸書 1/10
43 Ｊ・Ｇ・バラード短編全集５　近未来の神話( 全５巻　完結 ) Ｊ・Ｇ・バラード/著 東京創元社 外国文芸書 1/29
44 特捜部Ｑ－自撮りする女たち－ ( ハヤカワ・ミステリ) ユッシ・エーズラ・ 早川書房 外国文芸書 1/9
45 わが闘争２　恋する作家 カール・オーヴェ・ 早川書房 外国文芸書 1/23
46 女王ロアーナ、神秘の炎　上 ウンベルト・エーコ 岩波書店 外国文芸書 1/18
47 女王ロアーナ、神秘の炎　下 ウンベルト・エーコ 岩波書店 外国文芸書 1/18
48 アウシュヴィッツの歯科医 ベンジャミン・ジェ 紀伊國屋書店 外国文芸書 1/31
49 作りおきなし！　朝１０分！　考えないお弁当 重信初江/著 家の光協会 くらしの実用書 1/25
50 至福のキャラメルスイーツ 若山曜子/著 オレンジページくらしの実用書 1/15
51 大人スタイルのキルト 小関鈴子/著 グラフィック社 くらしの実用書 1/5
52 かけ焼きおかず 山田英季/著 グラフィック社 くらしの実用書 1/5
53 楽しい手づくり子そだて　リメイクと遊びのアイデアブック良原リエ/著 ＫＴＣ中央出版 くらしの実用書 1/30
54 贈る・飾る・使う　折り紙の箱と小物 丹羽兌子/著 ナツメ社 くらしの実用書 2/上
55 すぐれものバッグ 日本ヴォーグ社くらしの実用書 1/18
56 季節のつるし飾りとちりめん細工 井上重義監修 日本ヴォーグ社くらしの実用書 1/26
57 サバが好き！ 旨すぎる国民的青魚のすべて　 池田陽子/著 山と渓谷社 くらしの実用書 1/17
58 漬けものレシピ（仮） 重信初江監修 朝日新聞出版 くらしの実用書 1/19
59 きょうの晩ごはん　ずっと作り続けたいわが家の献立 石原洋子/著 家の光協会 くらしの実用書 2/13
60 初心者ママでも簡単！使える！手ぬいのかわいいベビー小物木所未貴/著 家の光協会 くらしの実用書 2/13
61 相手をイラッとさせない！メールの好感度を上げるマナー＆文例杉本祐子/著 主婦の友社 くらしの実用書 1/19
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62 基本の洋食 主婦の友社編 主婦の友社 くらしの実用書 1/31
63 ひとり暮らし レスキューＢＯＯＫ 成美堂出版編集部編成美堂出版 くらしの実用書 1/30
64 季節の果実をめぐる１１４の愛で方、食べ方 中川たま/著 日本文芸社 くらしの実用書 2/7
65 最高のチームに変わる「仕組み」のつくり方 石田淳/著 実業之日本社 ビジネス・くらしの経済 1/18
66 図解でわかる！ファシリテーション 松山真之助/著 秀和システム ビジネス・くらしの経済 1/22
67 過労死から自分を守る！会社や仕事につぶされない働き方・休み方茅嶋康太郎/著 すばる舎 ビジネス・くらしの経済 1/22
68 誰にも聞けない　転職の正解がわかる本 谷所健一郎監修 成美堂出版 ビジネス・くらしの経済 1/30
69 産業保健スタッフ必携　職場における身体活動・運動指導の進め方江口泰正編/著 大修館書店 ビジネス・くらしの経済 1/25
70 Ｑ＆Ａ発達障害・うつ・ハラスメントの労務対応 布施直春/著 中央経済社 ビジネス・くらしの経済 1/19
71 図解でわかる　退職マニュアル 島田弘樹/著 ぱる出版 ビジネス・くらしの経済 1/19
72 無農薬ではじめての家庭菜園 野菜だより編集部編学研プラス すまいと住宅 1/下
73 英国王立園芸協会とたのしむ　植物のふしぎ ガイ・バーター/著 河出書房新社 すまいと住宅 1/15
74 はじめてでも失敗しない花づくりの基本１００ 古賀有子監修 主婦の友社 すまいと住宅 1/24
75 鉋　削りの技法 削ろう会監修・大 誠文堂新光社 すまいと住宅 1/5
76 美しき小さな雑草の花図鑑 多田多恵子/著 山と渓谷社 すまいと住宅 1/31
77 シニアのひざの痛み　ずっと歩ける！自分で治す！( 別冊ＮＨＫきょうの健康) 池内雅彦監修 ＮＨＫ出版 健康と家庭の医学 1/16
78 人類の進化が病を生んだ ジェレミー・テイ 河出書房新社 健康と家庭の医学 1/15
79 あなたを悩ます　なぜか困った人　障害やこころの病気を理解する柴田豊幸/著 幻冬舎 健康と家庭の医学 1/23
80 百寿者の健康の秘密がわかった　人生１００年の習慣 ＮＨＫスペシャル取材班/著講談社 健康と家庭の医学 1/31
81 「腰ほぐし」で腰の痛みがとれる ( 健康ライブラリーイラスト版) 黒澤尚/著 講談社 健康と家庭の医学 1/31
82 まだ産める？　もう産めない？　「卵子の老化」と「高齢妊娠」の真実( 健康ライブラリー) 河野美香/著 講談社 健康と家庭の医学 1/18
83 老後と介護を劇的に変える食事術（仮）　　　　　　　　食べてしゃべって、肺炎、虚弱、認知症を防ぐ川口美喜子/著 晶文社 健康と家庭の医学 1/16
84 がんが再発・転移した時、あなたは？ 　　　　　　　　　　　　　　　　　「末期がん」と共に生きる知恵岩崎瑞枝編/著 中央法規出版 健康と家庭の医学 1/上
85 肩・腰・ひざの慢性痛は 痛みの専門医ペインクリニックで治す小林架寿恵/著 日東書院本社 健康と家庭の医学 1/16
86 ハッピーライフのために女性が知っておきたい３０のこと吉村泰典/著 毎日新聞出版 健康と家庭の医学 1/29
87 めざすは認知症ゼロ社会！　スマート・エイジング 川島隆太/著 ミネルヴァ書房健康と家庭の医学 1/下
88 家族を笑顔にする　パパ入門ガイド ファザーリング・ジャパン/著池田書店 教育と福祉 1/15
89 ０歳から幼児までの　絵本とおもちゃでゆっくり子育て 柿田友広/著 インプレス 教育と福祉 1/上
90 世界でいちばんやさしい 障害年金の本 相川裕里子/著 学研プラス 教育と福祉 1/30
91 小学生がわかるキーワード５５ 小野寺敦子/著 金子書房 教育と福祉 2/8
92 発達障害の子の「励まし方」がわかる本( 健康ライブラリー) 有光興記監修 講談社 教育と福祉 1/30
93 家族を家で看取る本 村松静子/著 主婦の友社 教育と福祉 1/25
94 認知症になった家族との暮らし方（仮） 認知症の人と家族の会監修ナツメ社 教育と福祉 1/中
95 福祉は「性」とどう向き合うか　障害者・高齢者の恋愛・結婚結城康博/著 ミネルヴァ書房教育と福祉 1/30
96 Ｑ＆Ａ　弁護士のための面会交流ハンドブック 梶村太市編/著 学陽書房 くらしの法律 2/上
97 裁判の原点 大屋雄裕/著 河出書房新社 くらしの法律 1/15
98 事業者必携　民法債権法改正対応！　( 　入門図解　契約書・印鑑・印紙税・領収書の法律知識) 木島康雄監修 三修社 くらしの法律 1/下
99 図解　最新労働基準法と労働条件の基本がわかる事典小島彰監修 三修社 くらしの法律 1/下
100 創業から廃業まで　中小企業のための経営法務Ｑ＆Ａ 城南支会経営法務研究会編同友館 くらしの法律 2/上
101 世界史のなかの昭和史 半藤一利/著 平凡社 歴史と紀行 2/上
102 ４７都道府県・遺跡百科 石神裕之/著 丸善出版 歴史と紀行 1/下
103 一度は訪ねてみたい日本の原風 　　　　　　　　　　　　　　　　　　人・水・土が織りなす暮らし日本水土総合研究所/著論創社 歴史と紀行 1/31
104 ことわざのタマゴ　当世コトワザ読本 時田昌瑞/著 朝倉書店 日本の文化 1/15
105 日本民俗文化学（仮）　民衆の近代とは 川村邦光/著 河出書房新社 日本の文化 1/22
106 文楽のすゝめ 竹本織太夫監修 実業之日本社 日本の文化 1/5
107 雨かんむり漢字読本 円満字二郎/著 草思社 日本の文化 1/16
108 知っているようで知らない　日本語のルール 佐々木瑞枝/著 東京堂出版 日本の文化 1/25
109 味噌大全 渡邊敦光監修 東京堂出版 日本の文化 2/9
110 歌舞伎と日本人（仮） 中村義裕/著 東京堂出版 日本の文化 1/25
111 日本の祭り 山梨将典/著 パイインターナショナル日本の文化 2/上
112 梵字の字典 小峰智行/著 東京堂出版 世界の文化 1/25
113 海藻の歴史 ( 「食」の図書館 ) カオリ・オコナー/ 原書房 世界の文化 1/18
114 サルはなぜ山を下りる？　野生動物との共生 室山泰之/著 京都大学学術出版会現代社会 1/上
115 「ＡＩ恐慌」と日本語が読めない子どもたち 新井紀子/著 東洋経済新報社現代社会 2/1
116 絶滅危惧種ビジネス　量産される高級鑑賞魚「アロワナ」の闇エミリー・ボイト/ 原書房 現代社会 1/16
117 ルポ　最期をどう迎えるか 共同通信生活報道部/著岩波書店 現代社会 1/26
118 世界の選挙制度 大林啓吾編/著 三省堂 現代社会 1/26
119 地域で愛される子ども食堂 つくり方・続け方 飯沼直樹/著 翔泳社 現代社会 1/29
120 子どもの人権があぶない ( 犀の教室 ) 木村草太編 晶文社 現代社会 2/上
121 常識は凡人のもの ( 管見妄語８ ) 藤原正彦/著 新潮社 現代社会 1/29
122 岩石はどうしてできたか ( 岩波科学ライブラリー) 諏訪兼位/著 岩波書店 サイエンス 1/25
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123 時空のさざなみ　重力波天文学の夜明け ホヴァート・シリン 化学同人 サイエンス 1/9
124 トコトンやさしい宇宙線と素粒子の本( 今日からモノ知りシリーズ) 山﨑耕造/著 日刊工業新聞社サイエンス 1/18
125 ツウになる！最新トラックのすべて 広田民郎/著 秀和システム テクノロジー 1/26
126 ロボット　それは人類の敵か、味方か？ 中嶋秀朗/著 ダイヤモンド社 テクノロジー 1/17
127 きちんと知りたい！ 飛行機メカニズムの基礎知識 東野和幸編/著 日刊工業新聞社テクノロジー 1/26
128 わかる！使える！プレス加工入門 吉田弘美/著 日刊工業新聞社テクノロジー 1/25
129 大予測　次に来るキーテクノロジー  2018－2019 城田真琴/著 日本経済新聞出版社テクノロジー 1/25
130 ビジュアルで紐解く日本の高速鉄道史　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名列車とたどる進化の歴史ベストフィールズ監修メイツ出版 テクノロジー 2/上
131 消えたベラスケス ローラ・カミング/ 柏書房 芸術・スポーツ 1/10
132 日本画とは何だったのか　近代日本画史論( 角川選書 ) 古田亮/著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 芸術・スポーツ 1/24
133 羽生結弦が生まれるまで　日本男子フィギュアスケート挑戦の歴史宇都宮直子/著 集英社 芸術・スポーツ 2/1
134 サブジェクト・ライブラリアン　海の向こうの学術図書館の仕事田中あずさ/著 笠間書院 ライブラリアン 1/9
135 図書館の怪談 ( ナツカのおばけ事件簿１６) 斉藤洋/作　かたおかまなみ/絵あかね書房 児童読み物 1/上
136 きくち駄菓子屋 かさいまり/作　しのとうこ/絵アリス館 児童読み物 1/19
137 とらのこ　とらこ きくちちき/作・絵 小学館 児童読み物 1/30
138 墓守りのレオ　ビューティフル・ワールド 石川宏千花/著 小学館 児童読み物 1/17
139 ぼくのどうぶつえん ( チューリップえほんシリーズ) ねじめ正一/作 山村浩二/絵鈴木出版 児童読み物 1/26
140 せつぶんのおに ( おばけ・行事えほん３) 常光徹/文 伊藤秀男/絵童心社 児童読み物 1/上
141 ローラとわたし キアラ・ヴァレンティーナ・セグレ/文 パオロ・ドメニコーニ/絵 杉本あり/訳徳間書店 児童読み物 1/20
142 ハンカチやさんのチーフさん ( ＭＯＥのえほん) どいかや/文 伊藤夏紀/原案・絵白泉社 児童読み物 1/31
143 きらわれものの　こがらしぼうや ( とっておきのどうわ) 仁科幸子作・絵 ＰＨＰ研究所 児童読み物 1/23
144 ほうまんの池のカッパ 椋鳩十/文 赤羽末吉/絵ＢＬ出版 児童読み物 1/25
145 マフィー＆ジオ空とぶレシピ 石津ちひろ/文 伊藤正道/絵ＢＬ出版 児童読み物 1/10
146 くらやみのゾウ　ペルシャのふるい詩から( 児童図書館・絵本の部屋) ミナ・ジャバアービ 評論社 児童読み物 1/
147 じてんしゃ　のれるかな 平田利之作・絵 あかね書房 児童読み物 1/上
148 ともだちのやくそく 中川ひろたか/作 ひろかわさえこ/絵アリス館 児童読み物 1/19
149 新聞記者　新聞記者は、せいぎの味方？( おしごとのおはなし) みうらかれん/作 宮尾和孝/絵講談社 児童読み物 1/22
150 看護師　すてきな３Ｋ ( おしごとのおはなし) いとうみく/作 藤原ヒロコ/絵講談社 児童読み物 1/22
151 美容師　かのこと小鳥の美容院 ( おしごとのおはなし) 市川朔久子/著 講談社 児童読み物 1/22
152 レモンの図書室 ジョー・コットリル/作 杉田七重/訳小学館 児童読み物 1/10
153 いろいろ　いろんなかぞくのほん メアリ・ホフマン/文 ロス・アスクィス/絵 杉本詠美/訳少年写真新聞社児童読み物 1/26
154 密林－きれいなひょうの話 工藤直子/作 和田誠/絵瑞雲舎 児童読み物 1/12
155 さよなら、おばけ団地 ( 福音館創作童話シリーズ) 藤重ヒカル/作 浜野史子/画福音館書店 児童読み物 1/17
156 だるまちゃんとかまどんちゃん ( だるまちゃんの絵本) 加古里子/作・絵 福音館書店 児童読み物 1/10
157 だるまちゃんとキジムナちゃん ( だるまちゃんの絵本) 加古里子/作・絵 福音館書店 児童読み物 1/10
158 だるまちゃんとはやたちゃん ( だるまちゃんの絵本) 加古里子/作・絵 福音館書店 児童読み物 1/10
159 にゃん　にゃん ( 幼児絵本シリーズ) せなけいこ/作 福音館書店 児童読み物 1/10
160 ゆうびん・手紙のひみつをたんけん！( おもしろい！楽しい！うれしい！手紙１　全３巻) スギヤマカナヨ/作・絵偕成社 児童ノンフィクション 1/17
161 森が泣いている ( 地球の危機をさけぶ生きものたち２　) 藤原幸一/写真・文少年写真新聞社児童ノンフィクション 1/
162 クレヨンで描いたおいしい魚図鑑 加藤休ミ/著 晶文社 児童ノンフィクション 1/18
163 ごみはどこへ行くのか？　収集・処理から資源化・リサイクルまで( 楽しい調べ学習シリーズ) 熊本一規監修 ＰＨＰ研究所 児童ノンフィクション 1/18
164 部首から知る漢字のなりたち 落合淳思監修 理論社 児童ノンフィクション 1/20
165 子どもにウケる　将棋超入門 創元社編集部編 創元社 児童ノンフィクション 1/19
166 統計と地図の見方・使い方 ( 楽しい調べ学習シリーズ) 渡辺美智子監修 ＰＨＰ研究所 児童ノンフィクション 1/23
167 うちゅうはきみのすぐそばに ( 福音館の科学シリーズ) いわやけいすけ/文 みねおみつ/画福音館書店 児童ノンフィクション 1/17
168 大根はエライ ( たくさんのふしぎ傑作集) 久住昌之/文・絵 福音館書店 児童ノンフィクション 1/10
169 基本から大会まで　勝つ！長なわ８の字跳び　最強のコツ西沢尚之監修 メイツ出版 児童ノンフィクション 1/25
170 少年Ｎの長い長い旅０４　 ( ＹＡ！ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ) 石川宏千花/著 講談社 ヤングアダルト 1/16
171 邪馬台戦記１　闇の牛王 ( 全３巻 ) 東郷隆/著 静山社 ヤングアダルト 1/24
172 正確性と美しさを磨く！女子体操競技上達のポイント50坂本周次監修 メイツ出版 ヤングアダルト 1/17
173 子どものための講談入門（仮） 宝井琴柑/著 彩流社 ヤングアダルト 1/下
174 キツネのパックス　愛をさがして サラ・ペニーパッ 評論社 ヤングアダルト 1/
175 Ｇｏ　Ｆｏｒｗａｒｄ！櫻木学院高校ラグビー部の熱闘 花形みつる/著 ポプラ社 ヤングアダルト 1/5


