
２０１８年２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 あるいて行くとぶつかるんだ 椎名誠著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 3/2
2 怪盗不思議紳士 我孫子武丸著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 3/10
3 怪物 中村航著/井上尚弥著ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 3/
4 カーネーション 徳永圭著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 3/2
5 虚像のアラベスク 深水黎一郎著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 3/2
6 テュポーンの楽園 梅原克文著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 3/23
7 穢れ舌　星をつける女２ 原宏一著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 3/2
8 老侍（オイザムライ） 吉川永青著 講談社 日本文芸書 2/20
9 地検のＳ 伊兼源太郎著 講談社 日本文芸書 2/20

10 兵（ツワモノ） 木下昌輝著 講談社 日本文芸書 2/27
11 天龍院亜希子の日記 ※ 第30回小説すばる新人賞受賞作品安壇美緒著 集英社 日本文芸書 3/1
12 刑事の血筋 三羽省吾著 小学館 日本文芸書 2/13
13 国会議員基礎テスト 黒野伸一著 小学館 日本文芸書 2/15
14 卑弥呼の葬祭　天照暗殺 高田崇史著 新潮社 日本文芸書 2/23
15 水田マリのわだかまり 宮崎誉子著 新潮社 日本文芸書 2/23
16 ミライミライ 古川日出男著 新潮社 日本文芸書 2/23
17 異常探偵　宇宙船 前田司郎著 中央公論新社 日本文芸書 2/22
18 坂を見あげて 堀江敏幸著 中央公論新社 日本文芸書 2/8
19 三国志名臣列伝 宮城谷昌光著 文藝春秋 日本文芸書 2/上
20 『スタア誕生』 金井美恵子著 文藝春秋 日本文芸書 2/20
21 花ひいらぎの街角　紅雲町珈琲屋こよみ 吉永南央著 文藝春秋 日本文芸書 2/6
22 青くて痛くて脆い 住野よる著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 3/2
23 虚談 京極夏彦著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 2/28
24 長く高い壁 浅田次郎著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 2/28
25 完パケ！ 額賀澪著 講談社 日本文芸書 2/20
26 祝葬 久坂部羊著 講談社 日本文芸書 2/13
27 雪子さんの足音 木村紅美著 講談社 日本文芸書 2/1
28 ほどほど快適生活百科 群ようこ著 集英社 日本文芸書 2/26
29 かちがらす 植松三十里著 小学館 日本文芸書 2/27
30 私はあなたの記憶のなかに 角田光代著 小学館 日本文芸書 2/26
31 恨みっこなしの老後 橋田壽賀子著 新潮社 日本文芸書 2/27
32 額を紡ぐひと 谷瑞恵著 新潮社 日本文芸書 2/22
33 クローゼット 千早茜著 新潮社 日本文芸書 2/23
34 樽とタタン 中島京子著 新潮社 日本文芸書 2/22
35 百年泥　　 ※ 第１５８回芥川賞／第４９回新潮新人賞受賞作品石井遊佳著 新潮社 日本文芸書 1/24
36 雪の階（ユキノキザハシ） 奥泉光著 中央公論新社 日本文芸書 2/8
37 愛が挟み撃ち 前田司郎著 文藝春秋 日本文芸書 2/上
38 修羅の都 伊東潤著 文藝春秋 日本文芸書 2/20
39 そして、バトンは渡された 瀬尾まいこ著 文藝春秋 日本文芸書 2/13
40 ディレイ・エフェクト 宮内悠介著 文藝春秋 日本文芸書 2/5
41 奥羽関ケ原　正宗の謀、兼続の知、義光の勇 松永弘高著 朝日新聞出版 日本文芸書 2/5
42 さよなら、わるい夢たち 森晶麿著 朝日新聞出版 日本文芸書 2/16
43 茶屋四郎次郎、伊賀を駆ける ※ 第９回朝日時代小説大賞受賞作品諏訪宗篤著 朝日新聞出版 日本文芸書 2/5
44 レッド・リスト 安生正著 幻冬舎 日本文芸書 2/20
45 赤猫（仮） 柴田哲孝著 光文社 日本文芸書 2/14
46 沸点桜　ボイルドフラワー（仮）※ 日本ミステリー文学大賞新人賞受賞作品北祓丐子著 光文社 日本文芸書 2/14
47 シャーロック・ホームズたちの新冒険 田中啓文著 東京創元社 日本文芸書 2/28
48 一身二生　吉宗の遺言 太田俊明著 日本経済新聞出版社日本文芸書 2/22
49 大友二階崩れ ※ 第９回日経小説大賞受賞作品赤神諒著 日本経済新聞出版社日本文芸書 2/20
50 路上のＸ 桐野夏生著 朝日新聞出版 日本文芸書 2/7
51 謎々　将棋・囲碁 新井素子/瀬名秀明/  千澤のり子/葉真中顕/深水黎一郎/宮内悠介著角川春樹事務所日本文芸書 2/13
52 身代わり忠臣蔵 土橋章宏著 幻冬舎 日本文芸書 2/20
53 定年オヤジ改造計画（仮） 垣谷美雨著 祥伝社 日本文芸書 2/13
54 おまじない 西加奈子著 筑摩書房 日本文芸書 2/28
55 超動く家にて　宮内悠介短編集 創元日本ＳＦ叢書宮内悠介著 東京創元社 日本文芸書 2/21
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1 あるいて行くとぶつかるんだ 椎名誠著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 3/2
56 雲上雲下（ウンジョウウンゲ） 朝井まかて著 徳間書店 日本文芸書 2/16
57 それまでの明日 原　寮著 早川書房 日本文芸書 3/1
58 引き抜き屋の微笑 雫井脩介著 ＰＨＰ研究所 日本文芸書 3/15
59 引き抜き屋の帰還 雫井脩介著 ＰＨＰ研究所 日本文芸書 3/15
60 ６０歳からの医者に頼らない生き方 五木寛之著 ＰＨＰ研究所 日本文芸書 2/20
61 イザベルに薔薇を 伊集院静著 双葉社 日本文芸書 2/20
62 昏い水（クライミズ） 新潮クレスト・ブックスマーガレット・ドラブル著/武藤浩史訳新潮社 外国文芸書 2/23
63 酸っぱいブドウ／はりねずみ エクス・リブリスザカリーヤー・ターミル著/柳谷あゆみ訳白水社 外国文芸書 2/24
64 海峡を渡る幽霊　　李昂短篇集 リー・アン著/藤井省三編・訳白水社 外国文芸書 2/17
65 折りたたみ北京　現代中国ＳＦアンソロジー※ 新☆ハヤカワ・ＳＦ・シリーズ／第74回ヒューゴー賞受賞作品収録ケン・リュウ編/中原尚哉ほか訳早川書房 外国文芸書 2/19
66 オリジン　上 ダン・ブラウン著/越前敏弥訳ＫＡＤＯＫＡＷＡ外国文芸書 2/26
67 オリジン　下 ダン・ブラウン著/越前敏弥訳ＫＡＤＯＫＡＷＡ外国文芸書 2/26
68 ハウスキーピング ※ ＰＥＮ／ヘミングウェイ賞受賞作品マリリン・ロビンソン著/篠森ゆりこ訳河出書房新社 外国文芸書 2/9
69 シリアの秘密図書館 デルフィーヌ・ミヌーイ著/藤田真利子訳東京創元社 外国文芸書 2/26
70 特急二十世紀の夜と、いくつかの小さなブレークスルー                 カズオ・イシグロ著/土屋政雄訳早川書房 外国文芸書 2/5
71 飛田和緒の 朝にらくする春夏秋冬のお弁当（ 生活実用シリーズ　きょうの料理） 飛田和緒著 ＮＨＫ出版 くらしの実用書 2/9
72 料理用あま酒、始めました（仮） 舘野真智子著 光文社 くらしの実用書 2/14
73 毎日食べて糖尿病・高血圧・ガン・肥満を予防＆解消！きのこレシピ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　きのこレシピ石澤清美著/板倉弘重監修主婦の友社 くらしの実用書 2/28
74 熱帯魚・水草選びからはじめるアクアリウム 千田義洋監修 成美堂出版 くらしの実用書 2/14
75 ハーバリウム　美しさを閉じこめる植物標本の作り方誠文堂新光社編誠文堂新光社 くらしの実用書 2/15
76 茶事の懐石料理がホントに一人で作れる本 入江亮子著/佐藤宗樹著世界文化社 くらしの実用書 2/16
77 ３面構成で立体的に作るワンピースドレス 助川睦子著 文化出版局 くらしの実用書 2/22
78 育てて楽しむウメ百科　収穫から梅干し作り、効能まで三輪正幸著/藤巻あつこ監修家の光協会 くらしの実用書 2/26
79 痛い靴がラクに歩ける靴になる　インソールマジック西村泰紀著 主婦の友社 くらしの実用書 2/26
80 メイク大全 高松由佳監修/髙木大輔監修成美堂出版 くらしの実用書 2/9
81 四季の野草リース 辻典子著 世界文化社 くらしの実用書 2/1
82 今さら聞けない手芸の基礎がよくわかる！はじめての針しごと平野孝子著 日東書院本社 くらしの実用書 2/26
83 エダモンの 今日から子どもおかず名人 枝元なほみ著 白泉社 くらしの実用書 3/1
84 年収を落とさず、明日から農業！ 岩佐大輝著 朝日新聞出版 ビジネス・くらしの経済3/上
85 システムの問題地図 沢渡あまね著 技術評論社 ビジネス・くらしの経済2/16
86 図解入門ビジネス　よくわかる最新年金のすべてがわかる本徳島勝幸著 秀和システム ビジネス・くらしの経済2/下
87 若い読者のための経済学史 ナイアル・キシテイニー著/月沢李歌子訳すばる舎 ビジネス・くらしの経済2/22
88 やっぱり会計士は見た！本当に優良な会社を見抜く方法前川修満著 文藝春秋 ビジネス・くらしの経済2/8
89 最新版　よくわかる東洋医学バイブル 伊藤剛著 朝日新聞出版 健康と家庭の医学2/16
90 自傷・自殺のことがわかる本　自分を傷つけない生き方のレッスン（ 健康ライブラリーイラスト版） 松本俊彦監修 講談社 健康と家庭の医学2/13
91 最新 子宮がん・卵巣がん治療 （ 「あなたが選ぶ治療法」シリーズ） 加藤友康監修 主婦と生活社 健康と家庭の医学2/21
92 国立がん研究センターのこころと苦痛の本（ 国立がん研究センターのがんの本） 清水研監修/ 小学館 健康と家庭の医学2/21
93 筋肉をつくる　食事・栄養パーフェクト事典 岡田隆著/竹並恵里著ナツメ社 健康と家庭の医学2/13
94 肺年齢を若くして咳喘息・誤嚥性肺炎から守る長引く咳を治す正しい知識と最新治療　　　　　　長引く咳を治す正しい知識と最新治療大谷義夫監修 日東書院本社 健康と家庭の医学3/上
95 心身症　身体の病からみたこころの病（ 思春期のこころと身体Ｑ＆Ａ） 高尾龍雄編著 ミネルヴァ書房健康と家庭の医学2/14
96 これだけは知っておきたい　孫ができたらまず読む本（ なるほど！の本） 宮本まき子監修ＮＨＫ出版 教育と福祉 3/上
97 教科書にみる世界の性教育 橋本紀子編著 かもがわ出版 教育と福祉 2/2
98 完全図解　介護リスクマネジメント　事故防止編（ 介護ライブラリー） 山田滋著/三 講談社 教育と福祉 2/14
99 完全図解　介護リスクマネジメント　トラブル対策編（ 介護ライブラリー） 山田滋著/三 講談社 教育と福祉 2/14

100 遊べる！飾れる！折り紙で作るおはなし指人形（ ＰｒｉＰｒｉブックス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　世界の童話編） いしばしなおこ著世界文化社 教育と福祉 2/9
101 がんになった親が子どもにしてあげられること 大沢かおり著 ポプラ社 教育と福祉 2/8
102 アウトドア育脳のすすめ 瀧靖之著 山と渓谷社 教育と福祉 2/14
103 すぐに役立つ　図解とQ&Aでわかる（ 　金銭貸借・クレジット・ローン保証の法律とトラブル解決法１１０） 松岡慶子監修 三修社 くらしの法律 2/22
104 身内が亡くなってからでは遅い　「相続放棄」が分かる本椎葉基史著 ポプラ社 くらしの法律 2/14
105 そうだったんだ！ニッポン戦後経済史 坂井豊貴編 ＮＨＫ「欲望の経済史」製作班編ＮＨＫ出版 歴史と紀行 2/20
106 鯉のぼり図鑑 日本鯉のぼり協会著/林直輝著小学館 日本の文化 2/14
107 微妙におかしな日本語　ことばの結びつきの正解・不正解神永曉著 草思社 日本の文化 2/14
108 童謡の百年 （ 筑摩選書 ） 井手口彰典著 筑摩書房 日本の文化 2/14
109 日本の装飾と文様 海野弘著 パイインターナショナル日本の文化 2/21
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1 あるいて行くとぶつかるんだ 椎名誠著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 3/2
110 俗化する宗教表象と明治時代　縁起・絵伝・怪異 堤邦彦編/鈴 三弥井書店 日本の文化 2/6
111 くらべる世界 おかべたかし文/山出高士写真東京書籍 世界の文化 2/23
112 食のハラール入門　今日からできるムスリム対応（ 栄養士テキストシリーズ） 阿良田麻里子著講談社 現代社会 3/上
113 高校生ワーキングプア　「見えない貧困」の真実 ＮＨＫスペシャル取材班著新潮社 現代社会 2/14
114 「石油」の終わり 松尾博文著 日本経済新聞出版社現代社会 2/16
115 ３つのゼロの世界　貧困0・失業0・CO2排出0の新たな経済ムハマド・ユヌス著/山田文訳早川書房 現代社会 2/19
116 母の家がごみ屋敷　高齢者セルフネグレクト問題 工藤哲著 毎日新聞出版 現代社会 2/21
117 生物はいつから眠るようになったのか？（ 知りたい！サイエンス） 大島靖美著 技術評論社 サイエンス 2/16
118 単位と記号　パーフェクトガイド 単位と記号パーフェクトガイド編集チーム編誠文堂新光社 サイエンス 2/7
119 トコトンやさしい地質の本 （ 今日からモノ知りシリーズ） 藤原治編著/斎藤眞編著日刊工業新聞社サイエンス 2/16
120 遺伝子　親密なる人類史　上 （ ハヤカワ・ポピュラー・サイエンス） シッダールタ・ムカジー著/仲野徹監修/田中文訳早川書房 サイエンス 2/5
121 遺伝子　親密なる人類史　下 （ ハヤカワ・ポピュラー・サイエンス） シッダールタ・ムカジー著/仲野徹監修/田中文訳早川書房 サイエンス 2/5
122 風味は不思議　「おいしい」と「まずい」の科学 ボブ・ホルムズ著/堤理華訳原書房 サイエンス 3/上
123 インターネット７つの疑問 共立スマートセレクション大﨑博之著/尾家祐二コーディネーター共立出版 テクノロジー 2/21
124 コンタクトレンズと眼鏡の科学（ おもしろサイエンス） 畑田豊彦監修/久保田慎著日刊工業新聞社テクノロジー 2/16
125 印象派への招待 朝日新聞出版編朝日新聞出版 芸術・スポーツ 2/5
126 オーケストラ　楽器の仕組みとルーツ（ ＯＮＴＯＭＯ　ＭＯＯＫ） 音楽の友編 音楽之友社 芸術・スポーツ 2/23
127 ミュシャ　パリの華、スラヴの魂（ とんぼの本 ） 小野尚子著/ 新潮社 芸術・スポーツ 2/23
128 マラソンランナーへの道　賢く走るための理論と実践鍋倉賢治著 大修館書店 芸術・スポーツ 2/23
129 新版画風景作品集（仮） 西山純子著 東京美術 芸術・スポーツ 2/28
130 文章表現のための　辞典活用法 中村明著 東京堂出版 ライブラリアン 2/9
131 最後の戦い （ 神々と戦士たち５　　完結） ミシェル・ペイヴァー著/中谷友紀子訳あすなろ書房 児童読み物 2/中
132 おはなみくまちゃん シャーリー・ 岩崎書店 児童読み物 2/15
133 さよなら、ぼくらの千代商店 （ 物語の王国 ） 中山聖子作 岩崎書店 児童読み物 2/7
134 わたしはヴァネッサと歩く ケラスコエット作・絵岩崎書店 児童読み物 2/7
135 ワタナベさん 北村直子作・絵偕成社 児童読み物 2/中
136 となりの火星人 （ 文学の扉 ） 工藤純子著 講談社 児童読み物 2/6
137 ばすくんのともだち みゆきりか作/なかやみわ絵小学館 児童読み物 2/14
138 きょう、おともだちができたの（ 童心社のおはなしえほん） 得田之久作/種村有希子絵童心社 児童読み物 2/
139 パイパーさんのバス エリナー・ク 徳間書店 児童読み物 2/20
140 ホッキョクグマ ジェニ・デズモンド作/福本由紀子絵ＢＬ出版 児童読み物 3/1
141 妖怪一家の温泉ツアー （ 妖怪一家九十九さん７） 富安陽子作/山村浩二絵理論社 児童読み物 2/16
142 さよなら　ともだち （ おれたち、ともだち！ １３） 内田麟太郎作/降矢なな絵偕成社 児童読み物 2/
143 もしぼくが本だったら ジョゼ・ジョ KTC中央出版 児童読み物 2/下
144 あかちゃん新社長がやってきた（ 講談社の翻訳絵本） マーラ・フレイジー作・絵/もとしたいづみ訳講談社 児童読み物 3/13
145 おおきくなったら　きみはなんになる？（ 講談社の創作絵本） 藤本ともひこ作/村上康成絵講談社 児童読み物 2/19
146 声優　声優さんっていいな （ おしごとのおはなし） 如月かずさ作/サトウユカ絵講談社 児童読み物 2/13
147 スクールカウンセラ－　レインボールームのエマ（ おしごとのおはなし） 戸森しるこ作/佐藤真紀子絵講談社 児童読み物 2/13
148 プロ野球選手　フルスイング！（ おしごとのおはなし） くすのきしげのり作/下平けーすけ絵講談社 児童読み物 2/13
149 モンスター・ホテルでプレゼント（ 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 2/
150 悪ガキ７　学校対抗イス取りゲーム 宗田理著 静山社 児童読み物 2/22
151 イースターのたまごの木 キャサリン・ミルハウス作・絵/福本友美子訳徳間書店 児童読み物 2/20
152 グドーさんのおさんぽびより （ 福音館創作童話シリーズ） たかどのほうこ作/佐々木マキ絵福音館書店 児童読み物 2/14
153 もうちょっと　もうちょっと （ 日本傑作絵本シリーズ） きむらゆういち文/高畠純絵福音館書店 児童読み物 2/7
154 春夏秋冬・１２か月手紙を楽しもう！（ おもしろい！楽しい！うれしい！手紙２　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2/19
155 マルコとパパ グスティ作・絵/宇野和美訳偕成社 児童ノンフィクション2/上
156 地球の危機をさけぶ生きものたち３　砂漠が泣いている藤原幸一写真・文少年写真新聞社児童ノンフィクション3/6
157 世界の選挙制度　１　ヨーロッパ・アメリカ・ロシアほか（ 全２巻 ） 大野一夫編著 汐文社 児童ノンフィクション2/23
158 どうして頭にスカーフを巻いているの？（ 同級生は外国人！？　外国につながりを持つ子どもたち２　全３巻） 吉富志津代監修/松島恵利子編汐文社 児童ノンフィクション2/
159 運動会の途中で家に帰っちゃった？（ 同級生は外国人！？　外国につながりを持つ子どもたち３　全３巻　） 吉富志津代監修/松島恵利子編汐文社 児童ノンフィクション3/15
160 日本の手仕事４　 ＊発売が急遽繰り上がりました為１月ベルにてお送りいたします。ご了承下さい。　全4巻完結遠藤ケイ著 汐文社 児童ノンフィクション1/23
161 単位のひみつ　モノの数え方 桜井進監修 日東書院 児童ノンフィクション2/中
162 学校にある道具使い方事典　はさみ・電流計からライン引きまで（ 楽しい調べ学習シリーズ） 梅澤真一監修 ＰＨＰ研究所 児童ノンフィクション2/9
163 そうだったのか　しゅんかん図鑑 伊知地国夫写真小学館 児童ノンフィクション2/7
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1 あるいて行くとぶつかるんだ 椎名誠著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 3/2
164 はじめてまなぶ　もちかたのえほん 宮里暁美監修/常永美弥絵ＰＨＰ研究所 児童ノンフィクション2/15
165 水はどこから来るのか？　水道・下水道のひみつをさぐろう（ 楽しい調べ学習シリーズ） 高堂彰二監修 ＰＨＰ研究所 児童ノンフィクション2/15
166 アーチー・グリーンと伝説の魔術師（ アーチー・グリーンと魔法図書館３　　完結） Ｄ．Ｄ．エヴェレスト著/こだまともこ訳あすなろ書房 ヤングアダルト 2/中
167 はじめまして、日本へようこそ（ 中学英語で話そう日本の文化１　全３巻） 大門久美子編著/マーガレット・スミダ監修汐文社 ヤングアダルト 2/25
168 ルーム はやみねかおる著朝日新聞出版 ヤングアダルト 3/15
169 ヒトラーと暮らした少年 ジョン・ボイン著/原田勝訳あすなろ書房 ヤングアダルト 2/中
170 １３歳からの経済のしくみ用語図鑑（仮） 花岡幸子著 ＷＡＶＥ出版 ヤングアダルト 2/17
171 よりみち３人修学旅行 市川朔久子著 講談社 ヤングアダルト 2/6
172 フローラ （ ＳＵＰＥＲ！ＹＡ） エミリー・バー著/三辺律子訳小学館 ヤングアダルト 2/14
173 ポケットのなかの天使 デイヴィッド・アーモンド著/山田順子訳東京創元社 ヤングアダルト 2/28


