
２０１８年3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 鵺（ヌエ） 三田完著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 3/20
2 友達以上探偵未満 麻耶雄嵩著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 3/28
3 主よ　一羽の鳩のために　須賀敦子詩集 須賀敦子著 河出書房新社 日本文芸書 3/15
4 集団探偵 三浦明博著 講談社 日本文芸書 3/14
5 みんな昔はこどもだった 池内紀著 講談社 日本文芸書 3/20
6 青春のジョーカー 奥田亜希子著 集英社 日本文芸書 3/22
7 爽年 石田衣良著 集英社 日本文芸書 4/3
8 地下にうごめく星 渡辺優著 集英社 日本文芸書 3/22
9 吉祥寺デイズ 山田詠美著 小学館 日本文芸書 3/12

10 鍬ヶ崎心中 平谷美樹著 小学館 日本文芸書 3/7
11 敗れども負けず 武内涼著 新潮社 日本文芸書 3/20
12 大人になったら、 畑野智美著 中央公論新社 日本文芸書 3/6
13 小屋を燃す 南木佳士著 文藝春秋 日本文芸書 3/27
14 祈りのカルテ 知念実希人著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 3/27
15 凶犬の眼 柚月裕子著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 3/28
16 ふたりみち 山本幸久著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 3/27
17 震える教室 近藤史恵著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 3/27
18 魔力の胎動 東野圭吾著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 3/19
19 枕女王 新堂冬樹著 河出書房新社 日本文芸書 3/15
20 悪徳の輪舞曲 中山七里著 講談社 日本文芸書 3/13
21 オリンピックへ行こう！ 真保裕一著 講談社 日本文芸書 3/16
22 コンタミ　科学汚染 伊与原新著 講談社 日本文芸書 3/16
23 花のいのち 瀬戸内寂聴著 講談社 日本文芸書 3/26
24 本のエンドロール 安藤祐介著 講談社 日本文芸書 3/6
25 ウィステリアと三人の女たち 川上未映子著 新潮社 日本文芸書 3/28
26 草薙の剣 橋本治著 新潮社 日本文芸書 3/28
27 湖畔の愛 町田康著 新潮社 日本文芸書 3/20
28 隣のずこずこ ※ ２０１７年日本ファンタジーノベル大賞受賞作品   柿村将彦著 新潮社 日本文芸書 3/20
29 庭 小山田浩子著 新潮社 日本文芸書 3/28
30 わかって下さい 藤田宜永著 新潮社 日本文芸書 3/20
31 わたし、定時で帰ります。 朱野帰子著 新潮社 日本文芸書 3/28
32 青空と逃げる 辻村深月著 中央公論新社 日本文芸書 3/19
33 不倫のオーラ 林真理子著 文藝春秋 日本文芸書 3/28
34 死の島 小池真理子著 文藝春秋 日本文芸書 3/7
35 私小説（仮） 市川拓司著 朝日新聞出版 日本文芸書 3/7
36 酒の渚 さだまさし著 幻冬舎 日本文芸書 3/6
37 豆腐の角に頭ぶつけて死んでしまえ事件 倉知淳著 実業之日本社 日本文芸書 3/27
38 房総グランオテル 越谷オサム著 祥伝社 日本文芸書 3/12
39 俳句の誕生 長谷川櫂著 筑摩書房 日本文芸書 3/1
40 わたしの忘れ物 乾ルカ著 東京創元社 日本文芸書 3/9
41 安土唐獅子画狂伝　狩野永徳 谷津矢車著 徳間書店 日本文芸書 3/7
42 ＡＩ（アイ）のある家族計画 黒野伸一著 早川書房 日本文芸書 3/19
43 犬棒日記 乃南アサ著 双葉社 日本文芸書 3/20
44 物語のなかとそと　江國香織散文集 江國香織著 朝日新聞出版 日本文芸書 3/16
45 ぼくがきみを殺すまで あさのあつこ著 朝日新聞出版 日本文芸書 3/7
46 風は西から 村山由佳著 幻冬舎 日本文芸書 3/27
47 アンダーカバー　秘録・公安調査庁 麻生幾著 幻冬舎 日本文芸書 3/13
48 にらみ（仮） 長岡弘樹著 光文社 日本文芸書 3/15
49 雨と詩人と落花と 葉室麟著 徳間書店 日本文芸書 3/15
50 奏弾室 仁木英之著 徳間書店 日本文芸書 3/7
51 罪人（ツミビト）が祈るとき 小林由香著 双葉社 日本文芸書 3/20
52 スイート・ホーム 原田マハ著 ポプラ社 日本文芸書 3/8
53 極小農園日記 荻原浩著 毎日新聞出版 日本文芸書 3/7
54 新しきイヴの受難 アンジェラ・カーター著/望月節子訳国書刊行会 外国文芸書 3/下
55 最後に鴉がやってくる イタロ・カルヴィーノ著/関口英子訳国書刊行会 外国文芸書 3/下
56 日本人の恋びと イサベル・ア 河出書房新社 外国文芸書 3/上
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1 鵺（ヌエ） 三田完著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 3/20
57 野蛮なアリスさん ファン・ジョンウン著/斎藤真理子訳河出書房新社 外国文芸書 3/下
58 マザリング・サンデー ( 新潮クレスト・ブックス) グレアム・スウィフト著/真野泰訳新潮社 外国文芸書 3/28
59 失われた手稿譜　ヴィヴァルディをめぐる物語※ 2015年ジョヴァンニ・コミッソ文学賞受賞作品フェデリーコ・マリア・サルデッリ著/関口英子訳/栗原俊秀訳東京創元社 外国文芸書 3/19
60 エヴァンズ家の娘 ( ハヤカワ・ミステリ) ヘザー・ヤング著/宇佐川晶子訳早川書房 外国文芸書 3/5
61 乗客ナンバー２３の消失 セバスチャン・フィツェック著/酒寄進一訳文藝春秋 外国文芸書 3/26
62 写真のことが全部わかる本　 ( 上達やくそくＢＯＯＫ／　　センス＆知識ゼロからの写真のはじめかた教えます！) 中原一雄著 インプレス くらしの実用書 3/14
63 Ｖｅｒｉｔｅｃｏの草木染め　春・夏・秋・冬手づくりのあるくらしＶｅｒｉｔｅｃｏ著・監修グラフィック社くらしの実用書 3/7
64 作れる！飾り巻き寿司　おもてなし寿司 川澄健著 光文社 くらしの実用書 3/14
65 うまさ全開！101品　白飯最高おかず 堤人美著 成美堂出版 くらしの実用書 3/5
66 お母さんだけが頑張らないラクちん片づけ 小宮真理著 辰巳出版 くらしの実用書 3/16
67 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 3/上
68 私が作る旅のワードローブ ※ 笹原のりこ著 文化出版局 くらしの実用書 3/15
69 ここまでできる！まな板いらずの絶品レシピ 金丸絵里加著 家の光協会 くらしの実用書 4/13
70 どんな災害でもネコといっしょ 小学館ＧＲＥＥＮＭＯＯＫ徳田竜之介著 小学館 くらしの実用書 3/26
71 着物の日のボブ＆ショートアレンジ（ ） 鈴木富美子著 世界文化社 くらしの実用書 3/19
72 農家が教える　ドリンク・ジュース・スムージー 農文協編 農山漁村文化協会くらしの実用書 3/1
73 ポリ袋で作ろう！餃子、めん、パンを 荻野恭子著 文化出版局 くらしの実用書 3/8
74 図解　仕事の基本　社会人１年生大全（ 講談社の実用ＢＯＯＫ） 北條久美子著 講談社 ビジネス・くらしの経済3/中
75 100歳までお金に苦労しない　定年夫婦になる！ 井戸美枝著 集英社 ビジネス・くらしの経済3/26
76 展示会に勝機あり！ 　　　　　　　　　　　　　　　営業せずに顧客を獲得する４８のメソッド弓削徹著 日刊工業新聞社ビジネス・くらしの経済3/16
77 ２００社に足を運んでわかった　お客さんがホイホイ集まる法則営業せずに顧客を獲得する４８のメソッド竹内謙礼著 日本経済新聞出版社ビジネス・くらしの経済3/8
78 栽培のコツがわかる　ベランダガーデニング（ 生活実用シリーズ　ＮＨＫ趣味の園芸） 田中哲監修 ＮＨＫ出版編ＮＨＫ出版 すまい・住宅・建築3/17
79 知られざる地下街　歴史・魅力・防災・ちかあるきのススメ廣井悠著 地下街減災研究会著河出書房新社 すまい・住宅・建築3/9
80 はじめてのボックス水耕栽培　植えるだけで、毎朝無農薬栽培レタスを収穫！岡部勝美著 講談社 すまい・住宅・建築3/13
81 イラストでよくわかる！大工道具入門 竹中大工道具館編著日刊工業新聞社すまい・住宅・建築3/27
82 あの人ががんになったら 桜井なおみ著 中央公論新社 健康と家庭の医学3/中
83 １型糖尿病をご存知ですか？ （ シリーズ・福祉と医療の現場から） 宮川高一著 ミネルヴァ書房健康と家庭の医学3/1
84 自分で治す！腱鞘炎 高林孝光著 洋泉社 健康と家庭の医学3/19
85 保育園・幼稚園からはじめる心とからだを育てる和太鼓水野恵理子著 かもがわ出版 教育と福祉 3/中
86 子どもの性同一性障害に向き合う 西野明樹著 日東書院本社 教育と福祉 4/2
87 子どものための栄養学 牧野直子監修/中村丁次監修日本文芸社 教育と福祉 3/26
88 相談対応で困らない！いちからわかる消費者問題 原早苗編著/坂本かよみ編著/石渡戸眞由美編著ぎょうせい くらしの法律 3/下
89 図解とQ&A最新労働安全衛生をめぐる（ 　　　　　　　　　　法律と疑問解決マニュアル108） 小島彰監修 三修社 くらしの法律 3/26
90 雇用は契約　　雰囲気に負けない働き方 玄田有史著  筑摩書房 くらしの法律 3/13
91 ヴェネツィアの歴史　海と陸の共和国（ 創元世界史ライブラリー） 中平希著 創元社 歴史と紀行 3/19
92 考える江戸の人々 柴田純著 吉川弘文館 歴史と紀行 3/26
93 ゼロから分かる！図解落語入門 稲田和浩著 世界文化社 日本の文化 3/9
94 絵解き　春日権現験記 西山厚著 淡交社 日本の文化 4/
95 教養としての中国古典 湯浅邦弘編著 ミネルヴァ書房世界の文化 3/下
96 世界の水の民話 日本民話の会編訳 外国民話研究会編訳三弥井書店 世界の文化 3/下
97 葬儀業界の戦後史　葬祭事業から見える死のリアリティー玉川貴子著 青弓社 現代社会 3/中
98 むらの困りごと解決隊　実践に学ぶ　地域運営組織農文協著 農山漁村文化協会現代社会 3/27
99 水害の世紀２（仮） 足立敏之著/池内幸司著/越智繁雄著/金尾健司ほか著日経ＢＰマーケティング現代社会 3/下

100 辺境中国 　　　　　　　　　デイヴィッド・アイマー著/近藤隆文訳白水社 現代社会 3/23
101 生命の起源はどこまでわかったか　深海と宇宙から迫る高井研編 岩波書店 サイエンス 3/15
102 闇に魅入られた科学者たち　 ＮＨＫ「フランケンシュタインの誘惑」制作班著ＮＨＫ出版 サイエンス 3/7
103 動物たちのすごいワザを物理で解く マティン・ドラーニ著/リズ・カローガー著合同出版 サイエンス 3/下
104 人体　神秘の巨大ネットワーク ２　ＮＨＫスペシャルＮＨＫスペシャル「人体」取材班編東京書籍 サイエンス 3/26
105 天の地図の物語（仮）　人類は頭上の世界をどう描いてきたのかアン・ルーニー著/鈴木和博訳日経ＢＰマーケティングサイエンス 3/22
106 科学のミカタ 元村有希子著 毎日新聞出版 サイエンス 3/26
107 生物模倣（仮） アミーナ・カーン著/松浦俊輔訳作品社 テクノロジー 3/下
108 図解よくわかる　衛星測位と位置情報 久保信明著 日刊工業新聞社テクノロジー 3/26
109 わかる！使える！接着入門　〈基礎知識〉〈段取り〉〈実作業〉原賀康介著 日刊工業新聞社テクノロジー 3/下
110 飲料容器の科学 （ おもしろサイエンス） 松田晃一著 日刊工業新聞社テクノロジー 3/15
111 過去六年間を顧みて　かこさとし　小学校卒業のときの絵日記かこさとし著 偕成社 芸術・スポーツ 3/13
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1 鵺（ヌエ） 三田完著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 3/20
112 ヴァージニア・リー・バートンの世界 ギャラリーエークワッド編小学館 芸術・スポーツ 3/14
113 西洋骨董鑑定の教科書 ジュディス・ミラー著パイインターナショナル芸術・スポーツ 4/
114 日本文学全集の時代 田坂憲二著 慶應義塾大学出版会ライブラリアン 3/下
115 しかけ絵本 （ 別冊太陽　日本のこころ２６０） この絵本が好き！編集部編平凡社 ライブラリアン 3/26
116 拝啓本が売れません　新人小説家が覗いた出版界の裏側額賀澪著 ベストセラーズライブラリアン 3/19
117 じてんしゃ　がしゃがしゃ かさいまり作/山本久美子絵絵本塾出版 児童読み物 3/26
118 波うちぎわのシアン 斉藤倫著/まめふく画偕成社 児童読み物 3/13
119 キノキノとポキの　ふしぎなみ（ 講談社の創作絵本） 種村有希子作・絵/種村安希子作・絵講談社 児童読み物 3/14
120 魔女バジルと魔法の剣 （ わくわくライブラリー　） 茂市久美子作/よしざわけいこ絵講談社 児童読み物 3/13
121 はじめての　はじまり （ おひさまのほん） 中川ひろたか文/中野真典絵小学館 児童読み物 3/5
122 ガリアの巨人とエクスカリバー（ アーサー王の世界３） 斉藤洋著 静山社 児童読み物 3/15
123 チトくんと　にぎやかな　いちば アティヌーケ文/ 徳間書店 児童読み物 3/13
124 かべのむこうになにがある？ ブリッタ・テッケントラップ作・絵/風木一人訳ＢＬ出版 児童読み物 3/5
125 マネキンさんがきた 村中李衣作/武田美穂絵ＢＬ出版 児童読み物 4/4
126 たった　ひとつの　ドングリが（ 児童図書館・絵本の部屋） ローラ・Ｍ・ 評論社 児童読み物 4/3
127 飛行機しゅっぱつ！ （ ランドセルブックス） 鎌田歩作・絵 福音館書店 児童読み物 3/7
128 ぜったいいぬをかうからね （ チャーリーとローラ　５） ローレン・チャイルド作・絵/木坂涼訳フレーベル館 児童読み物 3/7
129 いたずらえほんが　なんかへん！ リチャード・バーン作・絵/林木林訳ブロンズ新社 児童読み物 4/上
130 さとやまさん 工藤直子文/今森光彦写真アリス館 児童読み物 3/下
131 たぬきの花よめ道中 （ えほんのぼうけん） 最上一平作/町田尚子絵岩崎書店 児童読み物 3/中
132 しばはま （ らくごえほん） 野村たかあき文・絵/柳家小三治監修教育画劇 児童読み物 3/13
133 そらから　ぼふ～ん 高畠那生作・絵 くもん出版 児童読み物 3/下
134 みんなのおばけずかん　あっかんべぇ（ 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 3/19
135 はるのごほうび （ チューリップえほんシリーズ） 内田麟太郎作/村上康成絵鈴木出版 児童読み物 3/9
136 スサノオ 飯野和好文・絵 パイインターナショナル児童読み物 4/上
137 やさいのがっこう　とうもろこしちゃんのながいかみ（ ＭＯＥのえほん） なかやみわ作・絵白泉社 児童読み物 3/2
138 王さまになった羊飼い　チベットの昔話（ 世界傑作絵本シリーズ） 松瀬七織再話/イヨンギョン絵福音館書店 児童読み物 3/14
139 ４ミリ同盟 （ 福音館創作童話シリーズ） 高楼方子作/大野八生画福音館書店 児童読み物 3/7
140 ぼくはなんでもできるもん （ 本はともだち） いとうみく作/田中六大絵ポプラ社 児童読み物 3/6
141 もらってうれしい手紙を手づくりしよう！（ おもしろい！楽しい！うれしい！手紙３） スギヤマカナヨ作偕成社 児童ノンフィクション3/14
142 世界一おもしろい国旗のほん ロバート・Ｇ・フレッソン著/小林玲子訳河出書房新社 児童ノンフィクション3/下
143 世界の選挙制度　２　アジア・アフリカ・オセアニアほか（ 全２巻 ） 大野一夫著 汐文社 児童ノンフィクション3/22
144 もうひとつの屋久島から （ フレーベル館　ノンフィクション　１） 武田剛著 フレーベル館 児童ノンフィクション3/中
145 五感で調べる　木の葉っぱずかん（ 見る知る考えるずかん） 林将之著 ほるぷ出版 児童ノンフィクション3/29
146 コーヒー豆を追いかけて　地球が抱える問題が熱帯林で見えてくる原田一宏著/ながおかえつこ絵くもん出版 児童ノンフィクション3/19
147 羽毛恐竜　恐竜から鳥への進化（ 福音館の科学シリーズ） 大島英太郎作/真鍋真監修福音館書店 児童ノンフィクション3/14
148 しあわせの牛乳（仮） （ ポプラ社ノンフィクション） 佐藤慧文/安田菜津紀写真ポプラ社 児童ノンフィクション3/15
149 ザ・ヘイト・ユー・ギヴ　あなたがくれた憎しみ（ 海外文学コレクション） アンジー・トーマス作/服部理佳訳岩崎書店 ヤングアダルト 3/23
150 おばあちゃんのごめんねリスト フレドリック・バックマン著/坂本あおい訳早川書房 ヤングアダルト 3/19
151 かならずお返事書くからね ケイトリン・ア ＰＨＰ研究所 ヤングアダルト 3/13
152 ひとりじゃないよ、ぼくがいる（ 世界傑作童話シリーズ） サイモン・フレンチ作/野の水生訳福音館書店 ヤングアダルト 3/14
153 こどもの哲学２　この世界のしくみ 河野哲也著/土屋 毎日新聞出版 ヤングアダルト 3/26


