
２０１８年６月新刊案内

Ｎｏ．書名・シリーズ・受賞情報など 著者 出版社 刊行予定日

1 作家がガンになって試みたこと 高橋三千綱著 岩波書店 日本文芸書 6/22

2 警視庁特殊捜査班（仮） ＳＥＣＲＥＴＭＩＳＳＩＯＮ １ 富樫倫太郎著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 6/

3 水槽の中 畑野智美著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 7/

4 罪びとの手 天祢涼著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 6/29

5 藤吉郎の城（仮） 矢野隆著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 6/

6 ゲーム・メーカー 池上司著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 6/29

7 星空の１６進数 逸木裕著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 6/29

8 巨悪 伊兼源太郎著 講談社 日本文芸書 6/19

9 宝島 真藤順丈著 講談社 日本文芸書 6/19

10 人間に向いてない ※ 第５７回メフィスト賞受賞作品 黒澤いづみ著 講談社 日本文芸書 6/12

11 劉裕（リュウユウ）　豪剣の皇帝 小前亮著 講談社 日本文芸書 6/12

12 鏡のなかのアジア 谷崎由依著 集英社 日本文芸書 7/3

13 がいなもん　松浦武四郎一代 河治和香著 小学館 日本文芸書 6/6

14 骨を弔う 宇佐美まこと著 小学館 日本文芸書 6/29

15 家の中で迷子 坂口恭平著 新潮社 日本文芸書 6/29

16 北条早雲　疾風怒濤篇 （ 全５巻　完結 ） 富樫倫太郎著 中央公論新社 日本文芸書 6/8

17 鵜頭川村事件考 櫛木理宇著 文藝春秋 日本文芸書 6/21

18 正しい人たち（仮） 千早茜著 文藝春秋 日本文芸書 6/7

19 さしすせその女たち 椰月美智子著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 6/29

20 茶壺に追われて（仮） 梶よう子著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 6/

21 不在 彩瀬まる著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 6/29

22 本性 伊岡瞬著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 6/29

23 空港時光 温又柔著 河出書房新社 日本文芸書 6/11

24 絶望キャラメル 島田雅彦著 河出書房新社 日本文芸書 6/11

25 真夜中の子供 辻仁成著 河出書房新社 日本文芸書 6/12

26 噛みあわない会話と、ある過去について 辻村深月著 講談社 日本文芸書 6/5

27 失楽園のイヴ　ＫＺ　Ｕｐｐｅｒ　Ｆｉｌｅ 藤本ひとみ著 講談社 日本文芸書 6/19

28 天子蒙塵　３ 浅田次郎著 講談社 日本文芸書 6/20

29 雨降る森の犬 馳星周著 集英社 日本文芸書 6/22

30 絵金、闇を塗る 木下昌輝著 集英社 日本文芸書 7/3

31 しない。 群ようこ著 集英社 日本文芸書 6/22

32 火影（ホカゲ）に咲く 木内昇著 集英社 日本文芸書 6/22

33 師弟の祈り　僕僕先生 仁木英之著 新潮社 日本文芸書 6/20

34 星夜航行　上 飯嶋和一著 新潮社 日本文芸書 6/27

35 星夜航行　下 飯嶋和一著 新潮社 日本文芸書 6/27

36 ＴＩＭＥＬＥＳＳ 朝吹真理子著 新潮社 日本文芸書 6/27

37 火のないところに煙は 芦沢央著 新潮社 日本文芸書 6/20

38 偽姉妹 山崎ナオコーラ著 中央公論新社 日本文芸書 6/6

39 風に恋う 額賀澪著 文藝春秋 日本文芸書 7/上

40 天地に燦たり ※ 第２５回松本清張賞受賞作品 川越宗一著 文藝春秋 日本文芸書 7/4

41 泥濘 黒川博行著 文藝春秋 日本文芸書 6/27

42 未来製作所 太田忠司著/田丸 幻冬舎 日本文芸書 6/19

43 「はじめまして」を３０００回 喜多喜久著 幻冬舎 日本文芸書 6/19

44 飛んで火に入る三人 森晶麿著 光文社 日本文芸書 6/20

45 ミステリなふたり　あなたにお茶と音楽を ( 創元クライム・クラブ ) 太田忠司著 東京創元社 日本文芸書 6/21

46 消えていく日に 加藤千恵著 徳間書店 日本文芸書 6/21

47 碆霊（ハエダマ）の如き祀るもの ( ミステリー・リーグ ) 三津田信三著 原書房 日本文芸書 6/25
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48 水木弁護士３　罪なき子　 小杉健治著 双葉社 日本文芸書 6/19

49 エンディングドレス 蛭田亜紗子著 ポプラ社 日本文芸書 6/7

50 島のエアライン　上 黒木亮著 毎日新聞出版 日本文芸書 6/中

51 島のエアライン　下 黒木亮著 毎日新聞出版 日本文芸書 6/中

52 琴乃木山荘の不思議事件簿 大倉崇裕著 山と渓谷社 日本文芸書 6/14

53 ディス・イズ・ザ・デイ 津村記久子著 朝日新聞出版 日本文芸書 6/5

54 刑事花房京子　完全犯罪の死角 香納諒一著 光文社 日本文芸書 6/20

55 ポストカプセル 折原一著 光文社 日本文芸書 6/18

56 道具箱はささやく 長岡弘樹著 祥伝社 日本文芸書 6/11

57 官邸襲撃 高嶋哲夫著 ＰＨＰ研究所 日本文芸書 6/15

58 スタンドアップ！ 五十嵐貴久著 ＰＨＰ研究所 日本文芸書 6/15

59 火花散る　おいち不思議がたり あさのあつこ著 ＰＨＰ研究所 日本文芸書 6/15

60 ライト・マイ・ファイア 伊東潤著 毎日新聞出版 日本文芸書 6/20

61 ゲッベルスと私 ブルンヒルデ・ポ 紀伊國屋書店外国文芸書 6/13

62 冬将軍が来た夏 甘耀明著/白水紀子訳白水社 外国文芸書 6/18

63 ハオスフラウ ジル・アレグザンダー・エスバウム著/芹澤恵訳早川書房 外国文芸書 6/18

64 七人のイヴ　１ ( 新☆ハヤカワ・ＳＦ・シリーズ　全３巻) ニール・スティーヴンスン著/日暮雅通訳早川書房 外国文芸書 6/18

65 蜜峰 マヤ・ルンデ著/池田真紀子訳ＮＨＫ出版 外国文芸書 6/25

66 このサンドイッチ、マヨネーズ忘れてる／ハプワース１６、１９２４年( 新潮モダン・クラシックス) Ｊ．Ｄ．サリンジャー著/金原瑞人訳新潮社 外国文芸書 6/27

67 戦時の音楽 ( 新潮クレスト・ブックス) レベッカ・マカーイ著/藤井光訳新潮社 外国文芸書 6/27

68 十三の物語 スティーヴン・ミルハウザー著/柴田元幸訳白水社 外国文芸書 6/18

69 抹茶ＢＯＯＫ 主婦の友社編 主婦の友社 くらしの実用書 6/29

70 おいしさ長持ち！　食品保存の便利ＢＯＯＫ 食のスタジオ編 西東社 くらしの実用書 6/上

71 今さら聞けない手芸の基礎がよくわかる！口金＆持ち手の付け方中嶌有希著 日東書院本社くらしの実用書 6/29

72 から揚げは、「余熱で火を通す」が正解！いつもの料理が劇的においしくなる「火入れ」ワザ　　　　　 上田淳子著 家の光協会 くらしの実用書 6/13

73 片づけ・掃除・洗濯の教科書 近藤麻理恵著/松橋周太呂著/すはらひろこ著/中村祐一著エクスナレッジくらしの実用書 7/上

74 いちばんくわしい　魚のおろし方と料理 島津修著 成美堂出版 くらしの実用書 6/20

75 電子レンジで簡単！　ひんやり夏和菓子 鳥居満智栄著 淡交社 くらしの実用書 6/13

76 ステキを作る　６０代からのソーイング( レディブティックシリーズ) ブティック社くらしの実用書 6/5

77 生クリームなしで作るアイスクリームとフローズンデザート吉川文子著 文化出版局 くらしの実用書 6/14

78 ハローワーク採用の絶対法則 五十川将史著 誠文堂新光社ビジネス・くらしの経済6/6

79 基礎からわかる損害保険 中出哲監修/中林真理子監修/平澤敦監修/損害保険事業総合研究所編有斐閣 ビジネス・くらしの経済6/21

80 図説近代日本土木史 土木学会土木史研究委員会編鹿島出版会 すまい・住宅・建築7/上

81 農薬に頼らない病虫害対策 ( 学研趣味の菜園 ) 野菜だより編集部編/木嶋利男監修学研プラス すまい・住宅・建築6/14

82 最高に美しい　身近な樹木ビジュアルカタログ 江見敏宏著/近田文弘監修技術評論社 すまい・住宅・建築6/25

83 シニアの白内障・緑内障・加齢黄斑変性　「目の老化」はこうして食い止める！( 別冊ＮＨＫきょうの健康シニアシリーズ) 大鹿哲郎監修 ＮＨＫ出版 健康と家庭の医学6/15

84 統合失調症スペクトラムがよくわかる本( 健康ライブラリーイラスト版) 糸川昌成監修 講談社 健康と家庭の医学6/20

85 ネット依存・ゲーム依存がよくわかる本( 健康ライブラリーイラスト版) 樋口進監修 講談社 健康と家庭の医学6/7

86 その症状、病院に行くべき？行く必要なし？ 山中克郎著 ＣＣＣメディアハウス健康と家庭の医学6/27

87 国立がん研究センターの胃がんの本 ( 国立がん研究センターのがんの本) 片井均監修/朴成和監修小学館 健康と家庭の医学6/20

88 国立がん研究センターの肝・胆・膵がんの本( 国立がん研究センターのがんの本) 島田和明監修/奥 小学館 健康と家庭の医学6/20

89 国立がん研究センターの大腸がんの本 ( 国立がん研究センターのがんの本) 金光幸秀監修/朴成和監修小学館 健康と家庭の医学6/20

90 国立がん研究センターの乳がんの本 ( 国立がん研究センターのがんの本) 木下貴之監修/田村研治監修小学館 健康と家庭の医学6/20

91 国立がん研究センターの肺がんの本 ( 国立がん研究センターのがんの本) 渡辺俊一監修/大江裕一郎監修小学館 健康と家庭の医学6/20

92 ウルトラ図解　パーソナリティ障害 林直樹著 法研 健康と家庭の医学6/18

93 教育現場の防災読本 「防災読本」出版委員会著/中井仁監修京都大学学術出版会教育と福祉 6/5

94 つくってあそぼう！　本といっしょに、つくってかがくであそぼう吉井潤著/柏原寛一著青弓社 教育と福祉 6/22
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95 佐々木正美の子育て百科　入園・入学の前に、親がしておきたいこと　　　　　　　　 佐々木正美著 大和書房 教育と福祉 6/18

96 すぐに役立つ　入門図解　最新告訴・告発・刑事トラブル解決マニュアル木島康雄監修 三修社 くらしの法律 6/下

97 原爆　広島を復興させた人びと 石井光太著 集英社 歴史と紀行 7/上

98 図説　世界を変えた１００の文書（ドキュメント） スコット・クリスチャンソン著/松田和也訳創元社 歴史と紀行 6/18

99 深夜航路（仮） 清水浩史著 草思社 歴史と紀行 6/14

100 百年の女　「婦人公論」が見た大正、昭和、平成 酒井順子著 中央公論新社歴史と紀行 6/6

101 歴史のなかの統計学 竹内啓著 日本経済新聞出版社歴史と紀行 6/18

102 歴史文化遺産　戦国大名 五味文彦監修 山川出版社 歴史と紀行 6/29

103 浮世絵師たちが描いた　明治の風俗（仮） 河出書房新社編集部編河出書房新社日本の文化 6/18

104 有職装束大全 八條忠基著 平凡社 日本の文化 6/13

105 世界を変えた本 樺山紘一監修/藤村奈緒美訳エクスナレッジ世界の文化 6/15

106 世界の美しいお祭り 渡部隆宏著 エクスナレッジ世界の文化 6/25

107 世界史を大きく変えた植物（仮） 稲垣栄洋著 ＰＨＰ研究所世界の文化 6/18

108 ダルク　回復する依存者たち ダルク編 明石書店 現代社会 6/5

109 政治の衰退　上 フランシス・フクヤマ著/会田弘継訳講談社 現代社会 6/20

110 政治の衰退　下 フランシス・フクヤマ著/会田弘継訳講談社 現代社会 7/中

111 さよならインターネット　ＧＤＰＲはネットとデータをどう変えるのか武邑光裕著 ダイヤモンド社現代社会 6/13

112 対立の世紀　グローバリズムの失敗 イアン・ブレマー著/奥村準訳日本経済新聞出版社現代社会 6/13

113 あなたを支配し、社会を破壊する、ＡＩ・ビッグデータの罠キャシー・オニール著合同出版 現代社会 6/11

114 いじめで死なせない　子どもの命を救う大人の気づきと言葉 岸田雪子著 新潮社 現代社会 6/14

115 写真に残された　絶滅動物たち最後の記録 エロル・フラー著 エクスナレッジサイエンス 6/1

116 はじめての魚類学 宮崎祐介著/福井歩写真オーム社 サイエンス 7/上

117 植物たちの救世主 カルロス・マグダレナ著/三枝小夜子訳柏書房 サイエンス 6/22

118 クジラ・イルカの疑問５０ ( みんなが知りたいシリーズ) 加藤秀弘編著/中村玄編著成山堂書店 サイエンス 6/上

119 疲労と回復の科学　　 ( おもしろサイエンス) 渡辺恭良著/水野敬著日刊工業新聞社サイエンス 6/27

120 新薬の狩人たち　成功率０．１％の探求( ハヤカワ・ノンフィクション) ドナルド・Ｒ・キ 早川書房 サイエンス 6/4

121 ツチハンミョウのギャンブル福岡ハカセの大胆なる珍説・仮説・枝葉末節　　　　　　　 福岡伸一著 文藝春秋 サイエンス 6/27

122 スイミング・サイエンス　水泳を科学する Ｇ・ジョン・マレン編著/黒輪篤嗣訳河出書房新社芸術・スポーツ 7/上

123 クマのプーさん　創作スケッチ 　　　　　　　　　　　　　　世界一有名なクマ　誕生のひみつジェイムズ・キャ 東京美術 芸術・スポーツ 6/25

124 グスタフ・クリムトの世界（仮） 海野弘著 パイインターナショナル芸術・スポーツ 6/下

125 テクニックと戦略で勝つ！　陸上競技　リレー 星野晃志監修 メイツ出版 芸術・スポーツ 6/28

126 ノーベル文学賞を読む ガルシア・マルケスからカズオ・イシグロまで( 角川選書 ) 橋本陽介著 ＫＡＤＯＫＡＷＡライブラリアン 6/22

127 あいまいさを引きうけて ( 日常を散策する３) 清水眞砂子著 かもがわ出版ライブラリアン 6/上

128 認知症予防におすすめ図書館利用術　２　　　　　　　　　　　　　　　　読書・朗読は脳のトレーニング結城俊也著/好本惠著紀伊國屋書店（発売）／日外アソシエーツ（発行）ライブラリアン 6/14

129 学校図書館で役立つレファレンス・テクニック 齊藤誠一著 少年写真新聞社ライブラリアン 6/27

130 わたしと　いろんなねこ おくはらゆめ作・絵あかね書房 児童読み物 6/中

131 いいから　いいから　５ 長谷川義史作・絵 絵本館 児童読み物 6/8

132 ほんのにわ みやざきひろかず作・絵偕成社 児童読み物 6/18

133 メロンに付いていた手紙 本田有明作 河出書房新社児童読み物 6/18

134 ザトウクジラ ジョハンナ・ジョ 好学社 児童読み物 6/18

135 どしゃぶり ( 講談社の創作絵本) おーなり由子文/はたこうしろう絵講談社 児童読み物 6/13

136 ナナコのキッチンガーデン ( 講談社の創作絵本) はせがわかこ作・絵講談社 児童読み物 6/20

137 ガムじいさん、あんたサイアクだぜ！（仮）「ガムじいさん」シリーズ１※ ロアルド・ダール賞・チルドレンズ・ブック賞受賞作品アンディ・スタントン作/石崎洋司訳小峰書店 児童読み物 6/下

138 ペロのおしごと 樋勝朋巳作・絵 小学館 児童読み物 6/9

139 ピエールくんは黒がすき！ ミシェル・パス 白水社 児童読み物 6/15

140 ぼくのなまえはへいたろう ( ランドセルブックス) 灰島かり文 殿内真帆絵福音館書店 児童読み物 6/13

141 たかが犬、なんて言わないで ( 文研じゅべにーる) リブ・フローデ作 文研出版 児童読み物 6/下



２０１８年６月新刊案内

Ｎｏ．書名・シリーズ・受賞情報など 著者 出版社 刊行予定日

142 王さまとよごれた足（仮）
サリ－・ポム・クレイト

ン文/ライアノン・サン
光村教育図書児童読み物 6/28

143 ふくろうのオカリナ 蜂飼耳文/竹上妙絵 理論社 児童読み物 6/15

144 本屋さんのルビねこ 野中柊作/松本圭以子絵理論社 児童読み物 6/15

145 ゆっくりおやすみ、樹の下で 高橋源一郎著 朝日新聞出版児童読み物 6/18

146 シルクロードのあかい空 イザベル・シムレール文・絵/石津ちひろ訳岩波書店 児童読み物 6/27

147 こだわっていこう ( ジュニア文学館 ) 村上しいこ文/陣崎草子絵学研プラス 児童読み物 6/26

148 へんしんたんてい ( ことば遊びの絵本シリーズ) あきやまただし作・絵金の星社 児童読み物 6/14

149 はなびのひ たしろちさと作・絵佼成出版社 児童読み物 6/18

150 あかちゃんが　どんぶらこ！ アラン・アール 徳間書店 児童読み物 6/12

151 おしっこちょっぴりもれたろう ヨシタケシンスケ作・絵ＰＨＰ研究所児童読み物 6/5

152 しゅくだいクロール ( とっておきのどうわ) 福田岩緒作・絵 ＰＨＰ研究所児童読み物 6/15

153 このいえもむかしは レイン・スミス絵 ＢＬ出版 児童読み物 ７/上

154 キャッチ！（仮） デイヴィッド・ウィーズナー作・絵ＢＬ出版 児童読み物 6/27

155 またまたねえ、どれがいい？ ( 児童図書館・絵本の部屋) ジョン・バーニンガム作・絵/まつかわまゆみ訳評論社 児童読み物 6/中

156 旅の絵本　９ ( 安野光雅の絵本 ) 安野光雅作・絵 福音館書店 児童読み物 6/13

157 ひきがえるにげんまん ( 本はともだち ) 最上一平作/武田美穂絵ポプラ社 児童読み物 6/7

158 実物大！世界のどうぶつ絵本 ソフィー・ヘン作・絵/藤田千枝訳あすなろ書房児童ノンフィクション6/下

159 まなぶ 長倉洋海文・写真 アリス館 児童ノンフィクション6/21

160 ジュニア楽典 山下薫子著 音楽之友社 児童ノンフィクション6/25

161 ひとりでできる　子どもキッチン ( 講談社のお料理ＢＯＯＫ) 上田淳子著 講談社 児童ノンフィクション6/20

162 人工知能と友だちになれる？ ( 子供の科学★ミライサイエンス) 新井紀子監修 誠文堂新光社児童ノンフィクション6/22

163 母が作ってくれたすごろく　ジャワ島日本軍抑留所での子ども時代アネ＝ルト・ウェルトハイム文/長山さき訳徳間書店 児童ノンフィクション6/12

164 ナショジオ式自由研究　親子でできるおいしい料理実験　( ＮＡＴＩＯＮＡＬ　ＧＥＯＧＲＡＰＨＩＣ　ＮＡＴＩＯＮＡＬ　ＧＥＯＧＲＡＰＨＩＣ　ＫｉＤＳ) ジョディ・ウィーラー・トッペン著/キャロル・テナント著/松浦俊輔訳日経ＢＰマーケティング児童ノンフィクション6/13

165 ブナの森を探検しよう！　さぐろう、四季と生物多様性( 楽しい調べ学習シリーズ) 瀬川強著 ＰＨＰ研究所児童ノンフィクション6/21

166 バイオロギングで新発見！　動物たちの謎を追え 佐藤克文監修/中野富美子構成・文あかね書房 児童ノンフィクション6/中

167 キリンの運びかた、教えます　電車と病院も！？ 岩貞るみこ作/たら子絵講談社 児童ノンフィクション6/11

168 理系アタマがぐんぐん育つ　科学のトビラを開く！実験・観察大図鑑ロバート・ウィンストン著/西川由紀子訳新星出版社 児童ノンフィクション6/28

169 この計画はひみつです ( 翻訳絵本シリーズ) ジョナ・ウィン 鈴木出版 児童ノンフィクション6/21

170 しぜんのかたち　せかいのかたち　 　　　　　　　　　　　　　建築家フランク・ロイド・ライトのお話) Ｋ・Ｌ・ゴーイング文/ローレン・ストリンガー絵/千葉茂樹訳ＢＬ出版 児童ノンフィクション6/4

171 昆虫の体重測定 ( たくさんのふしぎ傑作集) 吉谷昭憲文・絵 福音館書店 児童ノンフィクション6/6

172 しっぽがない！　コアラとヒトのしっぽのなぞ( たくさんのふしぎ傑作集) 犬塚則久文/大島裕子絵福音館書店 児童ノンフィクション6/6

173 サナギのひみつ ( ポプラサイエンスランド) 三輪一雄作・絵/大谷剛監修ポプラ社 児童ノンフィクション6/7

174 ゴッホはなぜ星月夜のうねる糸杉をえがいたのか マイケル・バード エクスナレッジヤングアダルト 6/22

175 シロガラス　５　青い目のふたご 佐藤多佳子著 偕成社 ヤングアダルト 6/19

176 ヤイレスーホ 菅野雪虫著 講談社 ヤングアダルト 6/27

177 リマ・トゥジュ・リマ・トゥジュ・トゥジュ※ ２０１７年講談社児童文学新人賞受賞作品こまつあやこ著 講談社 ヤングアダルト 6/5

178 北欧式　眠くならない数学の本 クリスティン・ダール著/スヴェン・ノードクヴィスト絵/批谷玲子訳三省堂 ヤングアダルト 6/8

179 ドエクル探検隊 ( 福音館創作童話シリーズ) 草山万兎作/松本大洋絵福音館書店 ヤングアダルト 6/6

180 スマイル・ムーンの夜に ( ｔｅｅｎｓ’ｂｅｓｔ　ｓｅｌｅｃｔｉｏｎｓ４７) 宮下恵茉著/鈴木し乃絵ポプラ社 ヤングアダルト 6/12

181 カラス先生の　はじめてのいきもの観察（仮） 松原始著 太田出版 ヤングアダルト 6/中

182 シンデレラのねずみ ( ビブリオ・ファンタジア) 斉藤洋作/森泉岳土絵偕成社 ヤングアダルト 6/19

183 地図を広げて 岩瀬成子著 偕成社 ヤングアダルト 6/18

184 ナチスに挑戦した少年たち フィリップ・フーズ著/金原瑞人訳小学館 ヤングアダルト 6/29

185 世界で活躍できる仕事１０代からの「国際協力キャリア」のつくり方　　　　　　　　　　三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング編東洋経済新報社ヤングアダルト 6/21

186 「性」の多様性ってなんだろう？ ( 中学生の質問箱 ) 渡辺大輔著 平凡社 ヤングアダルト 6/13

187 源氏物語　つる花の結び　上 荻原規子文・絵 理論社 ヤングアダルト 6/11

188 源氏物語　つる花の結び　下 荻原規子文・絵 理論社 ヤングアダルト 6/11


