
２０１９年１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 永遠の詩情 森村誠一著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 1/29

2 東京の子 藤井太洋著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 2/6

3 鳥籠の小娘 千早茜著 宇野亞喜良画ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 1/29

4 居た場所 高山羽根子著 河出書房新社 日本文芸書 1/15

5 神の島のこどもたち 中脇初枝著 講談社 日本文芸書 1/16

6 この道 古井由吉著 講談社 日本文芸書 1/31

7 スイート・マイホーム 神津凛子著 講談社 日本文芸書 1/10

8 逃げろ、手志朗 吉森大祐著 講談社 日本文芸書 1/22

9 ニムロッド 上田岳弘著 講談社 日本文芸書 1/30

10 マーダーズ 長浦京著 講談社 日本文芸書 1/22

11 雷雲の龍　会津に吼える 吉川永青著 講談社 日本文芸書 1/29

12 とまり木 周防柳著 小学館 日本文芸書 1/21

13 １Ｒ１分３４秒 町屋良平著 新潮社 日本文芸書 1/29

14 ジャップ・ン・ロール・ヒーロー 鴻池留衣著 新潮社 日本文芸書 1/29

15 名もなき星の哀歌 ※ 第５回新潮ミステリー大賞受賞作品結城真一郎著 新潮社 日本文芸書 1/20

16 あなたのためなら ※ 藍千堂菓子噺シリーズ田牧大和著 文藝春秋 日本文芸書 1/22

17 戦場のレビヤタン 砂川文次著 文藝春秋 日本文芸書 1/29

18 いのちの人形 横関大著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 1/24

19 指揮権発動 笹本稜平著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 1/24

20 つくもがみ笑います 畠中恵著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 1/8

21 木曜日の子ども 重松清著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 1/29

22 夢も見ずに眠った。 絲山秋子著 河出書房新社 日本文芸書 1/15

23 次の人、どうぞ！ 酒井順子著 講談社 日本文芸書 1/22

24 わるもん ※ 第４２回すばる文学賞受賞作品須賀ケイ著 集英社 日本文芸書 2/1

25 新章　神様のカルテ 夏川草介著 小学館 日本文芸書 1/29

26 いい女、ふだんブッ散らかしており 阿川佐和子著 中央公論新社 日本文芸書 1/8

27 歌舞伎町ゲノム 誉田哲也著 中央公論新社 日本文芸書 1/17

28 還暦着物日記 群ようこ著 文藝春秋 日本文芸書 1/9

29 跳ぶ男 青山文平著 文藝春秋 日本文芸書 1/10

30 まつらひ 村山由佳著 文藝春秋 日本文芸書 1/29

31 まよなかの青空 谷瑞恵著 文藝春秋 日本文芸書 1/24

32 殺人鬼がもう一人 若竹七海著 光文社 日本文芸書 1/21

33 終末少女 古野まほろ著 光文社 日本文芸書 1/21

34 ふたたび嗤う淑女 中山七里著 実業之日本社 日本文芸書 1/17

35 月虹の夜市　日本橋船宿あやかし話 折口真喜子著 東京創元社 日本文芸書 1/18

36 だから殺せなかった ※ 第２７回鮎川哲也賞優秀賞受賞作品一本木透著 東京創元社 日本文芸書 1/28

37 私が作家になった理由 阿刀田高著 日本経済新聞出版社日本文芸書 1/16
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38 帰去来 大沢在昌著 朝日新聞出版 日本文芸書 1/上

39 ピーク 堂場瞬一著 朝日新聞出版 日本文芸書 1/上

40 発現 阿部智里著 ＮＨＫ出版 日本文芸書 1/25

41 散歩するネコ　れんげ荘物語 群ようこ著 角川春樹事務所日本文芸書 1/11

42 吹上奇譚　２　どんぶり 吉本ばなな著 幻冬舎 日本文芸書 1/22

43 天命 岩井三四二著 光文社 日本文芸書 1/21

44 ＤＲＹ 原田ひ香著 光文社 日本文芸書 1/21

45 駒音高く 佐川光晴著 実業之日本社 日本文芸書 1/30

46 永田町　小町バトル 西條奈加著 実業之日本社 日本文芸書 1/30

47 魔眼の匣の殺人 今村昌弘著 東京創元社 日本文芸書 2/18

48 Ｗ県警の悲劇 葉真中顕著 徳間書店 日本文芸書 1/19

49 凍（イテ） トーマス・ベルンハルト著 池田信雄訳河出書房新社 外国文芸書 1/15

50 波 ( 新潮クレスト・ブックス) ソナーリ・デラニヤガラ著 佐藤澄子訳新潮社 外国文芸書 1/29

51 ビール・ストリートの恋人たち ジェイムズ・ボールドウィン著 川副智子訳早川書房 外国文芸書 1/21

52 カート・ヴォネガット全短篇 ３　夢の家( 全４巻 ) カート・ヴォネガット著 大森望監修 浅倉久志ほか訳早川書房 外国文芸書 1/21

53 星をかすめる風 ※ ２０１７年プレミオ・セレジオーネ・バンカレッラ賞受賞作品イ・ジョンミョン著 鴨良子訳論創社 外国文芸書 1/10

54 拳銃使いの娘 ※ ハヤカワ・ミステリ／ 2018年エドガー賞新人賞・アレックス賞受賞作品ジョーダン・ハーパー著 鈴木恵訳早川書房 外国文芸書 1/9

55 心霊電流　上 スティーヴン・キング著 峯村利哉訳文藝春秋 外国文芸書 1/28

56 心霊電流　下 スティーヴン・キング著 峯村利哉訳文藝春秋 外国文芸書 1/28

57 物語と画作りで人を魅了する　最高の一枚を写し出す写真術別所隆弘著 インプレス くらしの実用書 1/9

58 がま口を作る イシカワカオル著グラフィック社くらしの実用書 2/5

59 チョコレートのお菓子　小さなチョコレートから大きなケーキまで３１のレシピ坂田阿希子著 グラフィック社くらしの実用書 1/5

60 包丁 まな板 ボウル必要なし　コンロ１つで自炊Ｌｅｓｓｏｎ金丸絵里加著 主婦の友社 くらしの実用書1/15

61 自分史上最高に垢抜ける　ヘアアレンジのルール衣川光著 ナツメ社 くらしの実用書1/15

62 いちばんよくわかる　刺し子の基礎　伝統柄の花ふきん36種の刺し方日本ヴォーグ社くらしの実用書 1/9

63 ファンタジー物語レシピ集　魔法使いたちの料理百科オーレリア・ボーポミエ著 田中裕子訳原書房 くらしの実用書1/24

64 お菓子のかがく　ぐっとおいしくなる、感じる力！津田陽子著 文化出版局 くらしの実用書1/31

65 きょうも明日も炒めもの きじまりゅうた著学研プラス くらしの実用書1/29

66 手紙とはがきの書き出しと結び　きちんとマナーハンドブック杉本祐子著 主婦の友社 くらしの実用書1/15

67 おいしさ満点！　中高生の基本のお弁当 ほりえさちこ著 成美堂出版 くらしの実用書1/25

68 簡単なのに、こんなにかわいい　魔法の絞り出しクッキー信太康代著 誠文堂新光社 くらしの実用書1/11

69 もう迷わない！　接着芯の選び方・貼り方ＢＯＯＫ 日本ヴォーグ社くらしの実用書1/30

70 園児＆小学生のスモック・エプロン・パジャマ( 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1/21

71 あなたがひとりで生きていく時に知っておいてほしいこと　ひとり暮らしの智恵と技術辰巳渚著 文藝春秋 くらしの実用書1/11

72 ６０歳からの働き方で、あなたがもらう年金がこんなに変わる奥野文夫著 ＷＡＶＥ出版 ビジネス・くらしの経済2/中

73 ねえ、おじいちゃん、資本主義って悪者なの？（仮）ジャン・ジグレール著ＣＣＣメディアハウスビジネス・くらしの経済2/14

74 ＳＤＧｓ　ビジネス戦略 ピーターＤ．ピーダーセン編著 竹林征雄編著日刊工業新聞社ビジネス・くらしの経済2/
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75 育てて楽しむ　はじめてのオリーブ　人気の２１種パワジオ倶楽部著 小野塚千穂著家の光協会 すまい・住宅・建築2/15

76 手づくりのスタンドに季節の花を　素敵に飾る小さな庭づくり黒田健太郎著 家の光協会 すまい・住宅・建築2/15

77 天井美術館 五十嵐太郎著 菊地尊也著グラフィック社すまい・住宅・建築1/5

78 多肉植物＆コーデックス　Ｇｕｉｄｅ　Ｂｏｏｋｉｓｌａ ｄｅｌ ｐｅｓｃａｄｏ監修主婦の友社 すまい・住宅・建築1/17

79 逆流性食道炎は自分で防ぐ！ 島田英昭監修 池田書店 健康と家庭の医学1/21

80 シニアの心臓が危ない！　そのむくみ、息切れ…もしかして心不全？( 別冊ＮＨＫきょうの健康) 下川宏明監修 ＮＨＫ出版編ＮＨＫ出版 健康と家庭の医学1/18

81 医師が教える　疲れない、太らない、老けない座り方( 講談社の実用ＢＯＯＫ) 中村格子著 講談社 健康と家庭の医学1/27

82 その症状、本当に認知症ですか 朝田隆著 法研 健康と家庭の医学1/17

83 発達障害　精神科医が語る病とともに生きる法( 思春期のこころと身体Ｑ＆Ａ ５) 十一元三監修 崎濱盛三著ミネルヴァ書房健康と家庭の医学1/上

84 こどもにスマホをもたせたら　親のためのリアルなデジタル子育てガイドデボラ・ハイトナー著 星野靖子訳ＮＴＴ出版 教育と福祉 1/24

85 子どもがダイエットに一生悩まなくなる食事法 牧野直子著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ教育と福祉 1/9

86 噛む力が弱った人のおいしい長生きごはん　野菜ピュレとシート肉さえあれば！( 講談社のお料理ＢＯＯＫ) クリコ著 阿部仁子監修講談社 教育と福祉 1/24

87 吃音　伝えられないもどかしさ 近藤雄生著 新潮社 教育と福祉 1/31

88 利用者の思いにこたえる　介護のことばづかい 遠藤織枝著 三枝令子著 神村初美著大修館書店 教育と福祉 2/6

89 基礎からトレンドまで　スッキリわかる！ 知っておきたいＬＧＢＴ（仮）石田仁著 ナツメ社 教育と福祉 1/7

90 介護現場で使える！座ったままでもできる！　高齢者が元気になるレクリエーション三瓶あづさ著 土井剛彦監修日本文芸社 くらしの法律 1/18

91 法律から見えてくる「金融」の未来 池田成史著 インプレス くらしの法律 1/23

92 自治体法務の基礎から学ぶ　指定管理者制度の実務森幸ニ著 ぎょうせい くらしの法律 1/下

93 新しい商法がわかる本　全条文付 加藤晋介監修 コンデックス情報研究所編著成美堂出版 くらしの法律 1/上

94 コロンブスの秘密の図書館 エドワード・ウィルソン・リー著 五十嵐加奈子訳柏書房 歴史と紀行 2/

95 忍者の精神 山田雄司著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ歴史と紀行 2/上

96 書物の破壊の世界史　シュメールの粘土板からデジタル時代まで（仮）フェルナンド・バエス著 八重樫克彦訳 八重樫由貴子訳紀伊國屋書店 歴史と紀行 2/

97 ドライブイン探訪 橋本倫史著 筑摩書房 歴史と紀行 1/28

98 日本全国　境界未定地の事典 浅井建爾著 東京堂出版 歴史と紀行 1/25

99 ふらりと寄席に行ってみよう 佐藤友美著 辰巳出版 日本の文化 1/31

100 においと香りの表現辞典 神宮英夫編 熊王康宏編東京堂出版 日本の文化 2/中

101 実践！すぐに詠める　俳句入門（仮） 石寒太著 日東書院本社 日本の文化 1/24

102 俳句につかう季語の植物図鑑 遠藤若狭男監修 山川出版社 日本の文化 1/30

103 書道史　謎解き三十話 魚住和晃著 岩波書店 世界の文化 1/18

104 物語北欧神話　上 ニール・ゲイマン著 金原瑞人訳 野沢佳織訳原書房 世界の文化 1/18

105 物語北欧神話　下 ニール・ゲイマン著 金原瑞人訳 野沢佳織訳原書房 世界の文化 1/18

106 王羲之と顔真卿 ( 別冊太陽　日本のこころ２７０) 富田淳監修 平凡社 世界の文化 1/24

107 脱・使い捨てでいこう！世界で、日本で、始まっている社会のしくみづくり瀬口亮子著 彩流社 現代社会 2/1

108 地図で見るフランスハンドブック　現代編 ジャック・レヴィ著 土居佳代子訳原書房 現代社会 1/24

109 この先をどう生きるか　暴走老人から幸福老人へ藤原智美著 文藝春秋 現代社会 1/12

110 インフルエンザ・ハンター　ウイルスの秘密解明への１００年ロバート・ウェブスター著 田代眞人監訳 河岡義裕監訳岩波書店 サイエンス 1/9

111 日本の貝　温帯域・浅海で見られる種の生態写真＋貝殻標本( ネイチャーウォッチングガイドブック) 高重博著 武井哲史写真誠文堂新光社 サイエンス 1/11
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112 終わっている臓器　進化に取り残された余り物人体パーツ２１の秘密（仮）坂井建雄監修 徳間書店 サイエンス 1/18

113 熱と温度の科学 ( おもしろサイエンス) 石原顕光著 日刊工業新聞社サイエンス 1/29

114 トコトンやさしいレーザ加工の本( 今日からモノ知りシリーズ) 片山聖二著 日刊工業新聞社テクノロジー 1/29

115 わかる！使える！熱処理入門　基礎知識・段取り・実作業田原譲著 日刊工業新聞社テクノロジー 1/28

116 もっと音楽が好きになる　上達の基本　コントラバス前田芳彰著 音楽之友社 芸術・スポーツ1/25

117 ラファエッロの秘密 コスタンティーノ・ドラッツィオ著 上野真弓訳河出書房新社 芸術・スポーツ1/10

118 拓本入門　採拓の基礎から裏打ちまで 藪田夏秋著 淡交社 芸術・スポーツ 2/

119 中野京子と読み解く　運命の絵　もう逃れられない中野京子著 文藝春秋 芸術・スポーツ1/31

120 スポーツするえほん 中川素子著 岩波書店 ライブラリアン1/29

121 ７７冊から読む　科学と不確実な社会 海部宣男著 岩波書店 ライブラリアン1/23

122 子どもも大人も絵本で育つ 湯澤美紀ほか著 柏書房 ライブラリアン2/22

123 日本目録規則２０１８年版 日本図書館協会目録委員会編日本図書館協会ライブラリアン12/25

124 ゆげゆげ～ さいとうしのぶ作・絵教育画劇 児童読み物 1/17

125 トイレロケット ( 講談社の創作絵本) はっとりひろき作講談社 児童読み物 1/22

126 ガムじいさん、ドロボウはいけないよ！※ 「ガムじいさん」シリーズ ２／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 デビッド・タジィーマン絵小峰書店 児童読み物 1/下

127 お話の種をまいて　プエルトリコ出身の司書プーラ・ベルプレアニカ・デニス・アルダムイ作 パオラ・エスコバル絵汐文社 児童読み物 1/30

128 クマさんのいえへ　いかなくちゃ！ ブライアン・リーズ作・絵 横山和江訳徳間書店 児童読み物 1/19

129 少女は森からやってきた ( わたしたちの本棚) 小手鞠るい著 ＰＨＰ研究所 児童読み物 1/8

130 モグラのねがいごと ブリッタ・テッケントラップ作 三原泉訳ＢＬ出版 児童読み物 1/20

131 魔法使いマーリンの犬 エリック・カーン・ゲイル著 大山泉訳評論社 児童読み物 1/29

132 数字はわたしのことばぜったいにあきらめなかった数学者ソフィー・ジェルマンシェリル・バードー文 バーバラ・マクリントック絵 福本友美子訳ほるぷ出版 児童読み物 1/24

133 えらいこっちゃのいちねんせい かさいまり文 ゆーちみえこ絵アリス館 児童読み物 1/24

134 どんぶりん 新井洋行作・絵 アリス館 児童読み物 1/24

135 こんとん 夢枕獏文 松本大洋絵偕成社 児童読み物 1/24

136 アフリカゾウ　よわむしトトといのちの石( どうぶつのかぞくシリーズ) 如月かずさ作 田中六大絵 今泉忠明監修講談社 児童読み物 1/29

137 カンガルー　カンガルーがんばる！( どうぶつのかぞくシリーズ) 佐川芳枝作 山田花菜絵 今泉忠明監修講談社 児童読み物 1/21

138 ライオン　レオたいせつなゆうき( どうぶつのかぞくシリーズ) 村上しいこ作 こばようこ絵 今泉忠明監修講談社 児童読み物 1/21

139 ぼくは本を読んでいる。 ひこ・田中著 講談社 児童読み物 1/15

140 ウィリーのぼうけん ( 世界傑作童話シリーズ) マーガレット・ワイズ・ブラウン作 広野多珂子絵 上條由美子訳福音館書店 児童読み物 1/9

141 さらわれたオレオマーガリン王子( 世界傑作童話シリーズ) マーク・トウェイン作 フィリップ・ステッド作 エリン・ステッド画 ひこ・田中訳 横川寿美子訳福音館書店 児童読み物 1/16

142 やぎこ先生　いちねんせい ( 福音館創作童話シリーズ) ななもりさちこ文 大島妙子絵福音館書店 児童読み物 1/9

143 あるひ　ありのアントニオくん( ポプラ社の絵本) 石津ちひろ文 高畠純絵ポプラ社 児童読み物 1/7

144 ルイジンニョ少年　ブラジルをたずねて かどのえいこ文 福原幸男絵ポプラ社 児童読み物 1/7

145 ソフィー、がっこうへいく パット・ジトロー・ミラー文 アン・ウィルスドルフ絵 二宮由紀子訳光村教育図書 児童読み物 1/31

146 ずかん　こけ 木口博史著 古木達郎著技術評論社 児童ノンフィクション1/25

147 最新！リサイクルの大研究　プラスチック容器から自動車・建物まで( 楽しい調べ学習シリーズ) 田崎智宏監修 ＰＨＰ研究所 児童ノンフィクション1/24

148 核兵器のない世界へ ( こんなに恐ろしい核兵器２　全２巻) 鈴木達治郎著 光岡華子著ゆまに書房 児童ノンフィクション1/29
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149 いろいろなかるたを見てみよう( かるたをつくってあそぼう！１　全２巻) 日本郷土かるた協会監修国土社 児童ノンフィクション1/25

150 つらら　みずとさむさとちきゅうのちからふしぎいっぱい写真絵本細島雅代写真 伊地知英信文ポプラ社 児童ノンフィクション1/7

151 防災教室　身の守りかたがわかる本 今泉マユ子著 理論社 児童ノンフィクション1/17

152 ナイスキャッチ！　５ ( シリーズ最終巻) 横沢彰作 スカイエマ絵新日本出版社 ヤングアダルト1/24

153 邪馬台戦記 ２　狗奴王の野望 ( 全３巻 ) 東郷隆著 佐竹美保絵静山社 ヤングアダルト1/24

154 １４歳からの資本主義 丸山俊一著 大和書房 ヤングアダルト1/22

155 ぼくと数学の旅に出よう　真理を追い求めた1万年の物語ミカエル・ロネー著 山本知子訳 川口明百美訳ＮＨＫ出版 ヤングアダルト1/27

156 こども「折々のうた」１００ 大岡信著 長谷川櫂監修小学館 ヤングアダルト1/28

157 カッコーの歌 ※ 英国幻想文学賞受賞作品フランシス・ハーディング著 児玉敦子訳東京創元社 ヤングアダルト1/18


