
２０１９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 出版社 刊行予定日

1 雨にも負けず 小説 ＩＴベンチャー 高杉良著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 3/11

2 毒よりもなお 森晶麿著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 2/27

3 箱の中の天皇 赤坂真理著 河出書房新社 日本文芸書 2/8

4 壺中に天あり獣あり 金子薫著 講談社 日本文芸書 2/26

5 人外 松浦寿輝著 講談社 日本文芸書 2/26

6 僕の母がルーズソックスを 朝倉宏景著 講談社 日本文芸書 2/26

7 闇夜の底で踊れ ※ 第３１回小説すばる新人賞受賞作品増島拓哉著 集英社 日本文芸書 2/22

8 てらこや青義堂　師匠、走る 今村翔吾著 小学館 日本文芸書 2/27

9 圓朝 奥山景布子著 中央公論新社 日本文芸書 2/21

10 神を統べる者  厩戸御子倭国追放篇 荒山徹著 中央公論新社 日本文芸書 2/21

11 奇説無惨絵条々 谷津矢車著 文藝春秋 日本文芸書 2/25

12 千里の向こう 箕輪諒著 文藝春秋 日本文芸書 2/5

13 文豪お墓まいり記 山崎ナオコーラ著文藝春秋 日本文芸書 2/20

14 横浜大戦争 ２　明治編 蜂須賀敬明著 文藝春秋 日本文芸書 2/21

15 イシイカナコが笑うなら 額賀澪著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 2/27

16 くらやみガールズトーク 朱野帰子著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 2/27

17 こうして誰もいなくなった 有栖川有栖著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 3/4

18 父と私の桜尾通り商店街 今村夏子著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 2/20

19 みかんとひよどり 近藤史恵著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 2/25

20 趣味で腹いっぱい 山崎ナオコーラ著河出書房新社 日本文芸書 2/12

21 ぼくはきっとやさしい 町屋良平著 河出書房新社 日本文芸書 2/14

22 真実の航跡 伊東潤著 集英社 日本文芸書 3/1

23 梟の一族 福田和代著 集英社 日本文芸書 2/22

24 家康に訊け 加藤廣著 新潮社 日本文芸書 2/22

25 うちのレシピ 瀧羽麻子著 新潮社 日本文芸書 2/22

26 ノースライト 横山秀夫著 新潮社 日本文芸書 2/22

27 人生後半、はじめまして 岸本葉子著 中央公論新社 日本文芸書 2/8

28 続　横道世之介 吉田修一著 中央公論新社 日本文芸書 2/21

29 陰陽師 １６　女蛇ノ巻 夢枕獏著 文藝春秋 日本文芸書 2/26

30 かわたれどき （ まんまことシリーズ） 畠中恵著 文藝春秋 日本文芸書 2/12

31 炯眼に候 木下昌輝著 文藝春秋 日本文芸書 2/12

32 瞳のなかの幸福 小手鞠るい著 文藝春秋 日本文芸書 2/22

33 インソムニア ※ 第２２回日本ミステリー文学大賞新人賞受賞作品辻寛之著 光文社 日本文芸書 2/18

34 澤村伊智恐怖小説短編集　闇の花園 澤村伊智著 光文社 日本文芸書 2/18

35 ミート・ザ・ジャンパーズ！（仮） 太田忠司著 光文社 日本文芸書 2/18

36 狂歌 ※ 第１０回日経小説大賞受賞作品佐伯琴子著 日本経済新聞出版社日本文芸書 2/21

37 あちらにいる鬼 井上荒野著 朝日新聞出版 日本文芸書 2/7
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38 プラスチックの祈り 白石一文著 朝日新聞出版 日本文芸書 2/7

39 救いの森 小林由香著 角川春樹事務所日本文芸書 2/13

40 オーディションからは逃げられない 桂望実著 幻冬舎 日本文芸書 2/5

41 この先には、何がある？ 群ようこ著 幻冬舎 日本文芸書 2/5

42 麦本三歩の好きなもの 住野よる著 幻冬舎 日本文芸書 2/25

43 エスケープ・トレイン 熊谷達也著 光文社 日本文芸書 2/18

44 機捜２３５（仮） 今野敏著 光文社 日本文芸書 3/4

45 ザ・ウォール（仮） 堂場瞬一著 実業之日本社 日本文芸書 2/20

46 スクエア　横浜みなとみらい署暴対係 今野敏著 徳間書店 日本文芸書 2/8

47 人工知能 幸田真音著 ＰＨＰ研究所 日本文芸書 2/18

48 姑の遺品整理は、迷惑です 垣谷美雨著 双葉社 日本文芸書 2/22

49 不死鳥少年　アンディ・タケシの東京大空襲 石田衣良著 毎日新聞出版 日本文芸書 2/15

50 ほとほと　歳時記ものがたり 高樹のぶ子著 毎日新聞出版 日本文芸書 2/8

51 美しく呪われた人たち Ｆ・スコット・フィッツジェラルド著 上岡伸雄訳作品社 外国文芸書 2/下

52 ここから世界が始まる（仮）　トルーマン・カポーティ初期短篇集トルーマン・カポーティ著 小川高義訳新潮社 外国文芸書 2/27

53 悪意 ホーカン・ネッセル著 久山葉子訳東京創元社 外国文芸書 2/18

54 イレナの子供たち ティラー・Ｊ・マッツェオ著 羽田詩津子訳東京創元社 外国文芸書 2/28

55 ヒョンナムオッパへ　韓国フェミニズム小説集 チョ・ナムジュ著 チェ・ウニョン著 斎藤真理子訳白水社 外国文芸書 2/20

56 種の起源 ( ハヤカワ・ミステリ) チョン・ユジュン作 カン・バンファ訳早川書房 外国文芸書 2/5

57 ニックス ネイサン・ヒル著 佐々田雅子訳早川書房 外国文芸書 2/19

58 ザ・ディスプレイスト　難民作家１８人の自分と家族の物語 ヴィエト・タン・ウェン編 山田文訳ポプラ社 外国文芸書 2/7

59 生まれ変わり ( 新☆ハヤカワ・ＳＦ・シリーズ) ケン・リュウ著 早川書房 外国文芸書 2/19

60 ナチスから図書館を守った人たち( 池田書店 ) デイヴィッド・フィッシュマン著 羽田詩津子訳原書房 外国文芸書 2/20

61 美味しく食べる　食材の手帖 野﨑洋光著 池田書店 くらしの実用書2/22

62 いちばん親切なひもとロープの結び方 主婦の友社編 主婦の友社 くらしの実用書2/20

63 農家が教える　果樹の収穫・保存・料理（仮） 西東社 くらしの実用書 3/上

64 どこまでＯＫ？がすぐわかる！　冠婚葬祭の新マナー大全笹西真理監修 成美堂出版 くらしの実用書2/20

65 一日一杯のみそ汁が、不調に効く！　みそ玉 村上祥子著 藤田紘一郎医学監修永岡書店 くらしの実用書2/10

66 今着たいサロペットとジャンパースカート( 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 2/8

67 なんでも、漬けもの。 河井美歩著 主婦と生活社 くらしの実用書2/20

68 ペットボトルや空き容器で作る　レトロ家電とミニ雑貨 宮市稔子著 主婦と生活社 くらしの実用書2/26

69 はじめてでもきれいに縫える　お裁縫の基礎 加藤容子著 日本文芸社 くらしの実用書2/20

70 社会人１年目の「アピり方」 天野暢子著 ＣＣＣメディアハウスビジネス・くらしの経済2/27

71 日本人女性ＦＰの第一人者が初めて書いた　世界一やさしいお金の本吉田江美著 東洋経済新報社ビジネス・くらしの経済2/28

72 これ一冊で安心！投資信託のはじめ方 大竹のり子著 ナツメ社 ビジネス・くらしの経済2/7

73 見る・読む・深く・わかる　入門仮想通貨のしくみ 頼藤太希著 日本実業出版社ビジネス・くらしの経済2/6

74 症状と原因が写真でわかる　庭木・花木・果樹の病害虫ハンドブック草間祐輔著 家の光協会 すまい・住宅・建築3/13
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75 ひと工夫でこんなに差が出る！　驚きの家庭菜園マル秘技やさい畑菜園クラブ著家の光協会 すまい・住宅・建築3/13

76 杉でつくる家具　幻のＤＩＹ本「家庭の工作」から選りすぐりの２４点ＫＡＫデザイングループ監修 大沼勇樹著グラフィック社すまい・住宅・建築3/5

77 世界建築史１５講

布野修司編 中

谷礼仁編 彰国社 すまい・住宅・建築2/28

78 草花で素敵に彩る　小さな庭のつくり方 戸倉多未子監修  永岡書店 すまい・住宅・建築2/10

79 農家が教える　鳥獣害対策あの手この手 農文協編 農山漁村文化協会すまい・住宅・建築2/1

80 肺炎に殺されない！３８の習慣（仮） 生島壮一郎著 すばる舎 健康と家庭の医学2/8

81 ウルトラ図解　関節リウマチ　病気を進行させない早期対応と治療宮坂信之著 法研 健康と家庭の医学3/8

82 手で見るいのち　ある不思議な授業の力 柳楽未来著 岩波書店 教育と福祉 2/26

83 子連れ防災  被災者の声から災害に備える、家族に合わせた防災のススメ　　　　　　被災者の声から災害に備える、家族に合わせた防災のススメママプラグ著 祥伝社 教育と福祉 2/28

84 １０代の脳との付き合い方　若者はなぜ危険な行動に走るのかジェス・シャットキン著 尼丁千津子訳晶文社 教育と福祉 3/8

85 保育に役立つ　０・１・２歳児の手作りおもちゃ 矢野真監修 成美堂出版 教育と福祉 3/5

86 親子でまなぶ　礼儀と作法 小笠原敬承斎著 淡交社 教育と福祉 2/26

87 ケースで学ぶ　自閉症スペクトラム障害と性ガイダンス 田宮聡著 みすず書房 教育と福祉 2/19

88 知識ゼロからの働き方改革でわかる新労働法 萩谷雅和著 幻冬舎 くらしの法律 2/5

89 少年法適用年齢引き下げは何をもたらすか「やり直し」のないまま社会に放り出される少年たち（仮）　　　　　「やり直し」のないまま社会に放り出される少年たち（仮）須藤明著 合同出版 くらしの法律 2/下

90 「現代湯治」全国泉質別温泉ガイド 日本温泉科学会監修淡交社 歴史と紀行 3/12

91 戦国古文書入門（仮） 渡邊大門編 東京堂出版 歴史と紀行 2/25

92 鳥居大図鑑 藤本頼生著 グラフィック社日本の文化 3/5

93 ミズノ先生の仏像のみかた 水野敬三郎著 講談社 日本の文化 2/21

94 和の香りを楽しむ　お香入門 山田松香木店監修東京美術 日本の文化 2/27

95 世界のすごいお葬式 ケイトリン・ドーティ著 池田真紀子訳新潮社 世界の文化 2/27

96 発酵食の歴史 マリ＝クレール・フレデリック著 吉田春美訳原書房 世界の文化 2/19

97 平成はなぜ失敗したのか 野口悠紀雄著 幻冬舎 現代社会 2/5

98 地域おこし協力隊　１０年の挑戦 椎川忍著 小田切徳美著農山漁村文化協会現代社会 2/下

99 世界の核被災地で起きたこと フレッド・ピアス著 多賀谷正子訳他原書房 現代社会 2/25

100 地図で見るアフリカハンドブック ジェロー・マグラン著 アラン・デュブレッソン著 オリヴィエ・ニノ著 鳥取絹子訳原書房 現代社会 3/上

101 アラフォー・クライシス　「不遇の世代」に迫る危機 ＮＨＫ「クローズアップ現代＋」取材班著新潮社 現代社会 2/27

102 アパレル・サバイバル 齊藤孝浩著 日本経済新聞出版社現代社会 2/20

103 生活者の平成３０年史 博報堂生活総合研究所著日本経済新聞出版社現代社会 2/20

104 鳥肉以上、鳥学未満。 川上和人著 岩波書店 サイエンス 2/19

105 ルーペで発見！雑草観察ブック 亀田龍吉著 世界文化社 サイエンス 2/28

106 ニュートンのリンゴは落ちたのか？ 小山慶太著 丸善出版 サイエンス 2/26

107 中学数学からはじめる暗号入門　( 知りたい！サイエンス) 関根章道著 技術評論社 テクノロジー 2/7

108 全固体電池入門 高田和典編著 菅野了次著 鈴木耕太著日刊工業新聞社テクノロジー 2/28

109 わかる！使える！製図入門　基礎知識・指示方法・実作業小池忠男著 日刊工業新聞社テクノロジー 2/27

110 トコトンやさしいＶＲの本 ( 今日からモノ知りシリーズ) 廣瀬通孝監修 東京大学バーチャルリアリティ教育研究センター編日刊工業新聞社テクノロジー 2/28
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111 トコトンやさしい養殖の本 ( 今日からモノ知りシリーズ) 近畿大学水産研究所編日刊工業新聞社テクノロジー 2/19

112 もっと音楽が好きになる　上達の基本　テューバ 次田心平著 音楽之友社 芸術・スポーツ2/21

113 もっと音楽が好きになる　上達の基本　ファゴット 福士マリ子著 音楽之友社 芸術・スポーツ2/21

114 もっと音楽が好きになる　上達の基本　ユーフォニアム 齋藤充著 音楽之友社 芸術・スポーツ2/21

115 本をつくる　書体設計、活版印刷、手製本　職人が手でつくる谷川俊太郎詩集　　　書体設計、活版印刷、手製本　職人が手でつくる谷川俊太郎詩集鳥海修著 高岡昌生著 美篶堂著 永岡稜著河出書房新社 ライブラリアン2/13

116 ちゃめひめさまとおしろのおばけ たかどのほうこ作 佐竹美保絵あかね書房 児童読み物 2/中

117 いき ( 中川ひろたかのせいかつかがく絵本シリーズ) 中川ひろたか作 北村裕花絵アリス館 児童読み物 2/21

118 もくもくを　つかまえた ミカエル・エスコフィエ文 クリス・ディ・ジャコモ絵 ヨシタケシンスケ訳 クレヨンハウス児童読み物 2/25

119 おにぎりに　はいりたいやつ　よっといで 岡田よしたか作・絵佼成出版社 児童読み物 2/15

120 ガムじいさん、ゴブリンの王さまになる！？( 「ガムじいさん」シリーズ３) 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 3/上

121 ふかふかだよ ( たんぽぽえほんシリーズ) 間部香代作 ひろかわさえこ絵鈴木出版 児童読み物 2/19

122 ノロウェイの黒牛　 ( 世界のむかしばなし) なかがわちひろ文 さとうゆうすけ絵ＢＬ出版 児童読み物 2/28

123 ルブナとこいし ウェンディ・メデュワ文 ダニエル・イヌュ絵 木坂涼訳ＢＬ出版 児童読み物 2/14

124 イライラくんとこえだちゃん ( 児童図書館・絵本の部屋) レモニー・スニケット文 マシュー・フォーサイス絵 ひさやまたいち訳評論社 児童読み物 2/21

125 なんでも　おんなじ？ コリンヌ・アヴェリス作 スーザン・バーレイ絵 前田まゆみ訳フレーベル館 児童読み物 2/13

126 おにいちゃんとぼく ローレンス・シメル文 フアン・カミーロ・マヨルガ絵 宇野和美訳光村教育図書 児童読み物 2/21

127 ぼくらはなかよし、ラン、ラン、ラン！ ジェニ・デズモンド作 おびかゆうこ訳光村教育図書 児童読み物 2/21

128 妖怪一家のウェディング大作戦 ( 妖怪一家九十九さん) 富安陽子作 山村浩二絵理論社 児童読み物 2/15

129 うさぎくんとママ リチャード・スキャリー作 木坂涼訳好学社 児童読み物 2/20

130 ホッキョクグマ　ちびしろくまのねがいごと( どうぶつのかぞくシリーズ) 小林深雪作 庄野ナホコ絵 今泉忠明監修講談社 児童読み物 2/19

131 キリン　キリンの山のぼり ( どうぶつのかぞくシリーズ) 茂市久美子作 しもかわらゆみ絵 今泉忠明監修講談社 児童読み物 2/20

132 チーター　ちいさなハンター ( どうぶつのかぞくシリーズ) 佐藤まどか作 あべ弘士絵 今泉忠明監修講談社 児童読み物 3/11

133 へんなともだち　マンホーくん　マンホーくんとあやしいえんそく( わくわくライブラリー) 村上しいこ作 たかいよしかず絵講談社 児童読み物 2/20

134 十年屋 ２　あなたに時をあげましょう 廣嶋玲子作 佐竹美保絵静山社 児童読み物 2/13

135 悪ガキ７　よろずお悩み解決します シリーズ完結 宗田理著 静山社 児童読み物 2/22

136 みんなとちがうきみだけど ジャクリーン・ウッドソン作 ラファエル・ロペス絵汐文社 児童読み物 2/下

137 たのしいまきばのイースター ロイス・レンスキー作・絵 佐藤淑子訳徳間書店 児童読み物 2/20

138 おいせまいり わんころう あおきひろえ文 長谷川義史絵ブロンズ新社 児童読み物 2/19

139 中村裕 ( オリンピック・パラリンピックにつくした人びと　全６巻) 佐野慎輔文 しちみ楼絵小峰書店 児童ノンフィクション3/上

140 人見絹枝 ( オリンピック・パラリンピックにつくした人びと　全６巻) 大野益弘文 しちみ楼絵小峰書店 児童ノンフィクション2/下

141 クマゲラ ( 北国からの動物記９) 竹田津実文・写真アリス館 児童ノンフィクション2/14

142 しゅつどう！　しょうぼうたい 鎌田歩作・絵 金の星社 児童ノンフィクション2/28

143 かるたをつくってあそぼう！　２ ( 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3/15

144 道路はどのようにつくるのか？　計画・工事から改良・補修まで( 楽しい調べ学習シリーズ) 窪田陽一監修 ＰＨＰ研究所 児童ノンフィクション2/26

145 スズメのくらし ( たくさんのふしぎ傑作集) 平野伸明文・写真福音館書店 児童ノンフィクション2/6

146 天使のにもつ いとうみく著 丹下京子絵童心社 ヤングアダルト2/14

147 詩ってなんだろう？ ( 中学生の質問箱) 若松英輔著 平凡社 ヤングアダルト 3/6
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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 出版社 刊行予定日

148 つくられた心 ( ｔｅｅｎｓ’　ｂｅｓｔ　ｓｅｌｅｃｔｉｏｎｓ) 佐藤まどか著 浦田健二絵ポプラ社 ヤングアダルト2/14

149 ヤング・シャーロック・ホームズ５　蛇の毒牙( 全８巻 ) アンドリュー・レーン著　西田佳子訳静山社 ヤングアダルト2/13

150 １０代のための疲れた心がラクになる本　「敏感すぎる」「傷つきやすい」自分を好きになる方法　　　「敏感すぎる」「傷つきやすい」自分を好きになる方法長沼睦雄著 誠文堂新光社 ヤングアダルト 2/8

151 「文系？」「理系？」に迷ったら読む本　ＡＩ時代の進路の選び方( 心の友だち ) 竹内薫著 ＰＨＰ研究所 ヤングアダルト2/15


