
２０１９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・受賞情報など出版社 刊行予定日

1 大統領に告ぐ 新橋署刑事課特別治安室 〈ＮＥＯ〉永瀬隼介著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 3/18

2 逃げ出せなかった君へ 安藤祐介著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 3/28

3 ミネルヴァとマルス 上 昭和の妖怪・岸信介 中路啓太著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 3/27

4 ミネルヴァとマルス 下 昭和の妖怪・岸信介 中路啓太著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 3/27

5 予言の島 澤村伊智著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 3/13

6 山海記 佐伯一麦著 講談社 日本文芸書 3/20

7 チンギス紀 ４ 遠雷 北方謙三著 集英社 日本文芸書 3/22

8 もみじの言いぶん 村山由佳著 集英社 日本文芸書 3/22

9 崖っぷちパラダイス 谷口桂子著 小学館 日本文芸書 2/28

10 方丈の孤月 鴨長明伝 梓澤要著 新潮社 日本文芸書 3/19

11 藁の王 谷崎由依著 新潮社 日本文芸書 3/27

12 神を統べる者 覚醒ニルヴァーナ篇 荒山徹著 中央公論新社 日本文芸書 3/15

13 自分勝手のすすめ 気ままな私と勝手な猫たち 曽野綾子著 中央公論新社 日本文芸書 3/15

14 ゆるキャラの恐怖 桑潟幸一准教授のスタイリッシュな生活３奥泉光著 文藝春秋 日本文芸書 3/19

15 いも殿さま 土橋章宏著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 3/27

16 隠居すごろく 西條奈加著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 3/27

17 呪護 今野敏著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 3/25

18 立川忍びより 忍ビジネスはじめました！ 仁木英之著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 3/27

19 バッドビート 呉勝浩著 講談社 日本文芸書 3/26

20 家族終了 酒井順子著 集英社 日本文芸書 3/22

21 鬼憑き十兵衛 ※ 日本ファンタジーノベル大賞２０１８受賞作品大塚巳愛著 新潮社 日本文芸書 3/19

22 思わず考えちゃう ヨシタケシンスケ著新潮社 日本文芸書 3/27

23 カゲロボ 木皿泉著 新潮社 日本文芸書 3/19

24 肖像彫刻家 篠田節子著 新潮社 日本文芸書 3/19

25 トリニティ 窪美澄著 新潮社 日本文芸書 3/27

26 わたし、定時で帰ります。 ハイパー 朱野帰子著 新潮社 日本文芸書 3/27

27 死にがいを求めて生きているの 朝井リョウ著 中央公論新社 日本文芸書 3/6

28 落花 澤田瞳子著 中央公論新社 日本文芸書 3/15

29 少年は死になさい…美しく 新堂冬樹著 中央公論新社 日本文芸書 3/15

30 渦 妹背山婦女庭訓魂結び 大島真寿美著 文藝春秋 日本文芸書 3/7

31 中野のお父さんは謎を解くか 北村薫著 文藝春秋 日本文芸書 3/19

32 飛族 (ヒゾク） 村田喜代子著 文藝春秋 日本文芸書 3/12

33 崩壊の森 本城雅人著 文藝春秋 日本文芸書 3/18

34 マリコを止めるな！ 林真理子著 文藝春秋 日本文芸書 3/27

35 レフトハンド・ブラザーフッド 知念実希人著 文藝春秋 日本文芸書 3/12

36 いきぢごく 宇佐美まこと著角川春樹事務所日本文芸書 3/13

37 マーダーハウス 五十嵐貴久著 実業之日本社 日本文芸書 3/15
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38 夜のアポロン 皆川博子著 早川書房 日本文芸書 3/19

39 ジグソーパズル４８ 乾くるみ著 双葉社 日本文芸書 3/19

40 傲慢と善良 辻村深月著 朝日新聞出版 日本文芸書 3/1

41 キッド 相場英雄著 幻冬舎 日本文芸書 3/5

42 とめどなく囁く 桐野夏生著 幻冬舎 日本文芸書 3/18

43 夢の迷い路 西澤保彦著 光文社 日本文芸書 3/18

44 新宿花園裏交番 坂下巡査 香納諒一著 祥伝社 日本文芸書 3/11

45 夜の塩 山口恵以子著 徳間書店 日本文芸書 3/8

46 尼子姫十勇士 諸田玲子著 毎日新聞出版 日本文芸書 3/13

47 偶然仕掛け人 ヨアブ・ブルーム著/高里ひろ訳集英社 外国文芸書 4/3

48 北京 折りたたみの都市 郝景芳短編集（仮）( エクス・リブリス) 郝景芳著 及川茜訳白水社 外国文芸書 3/20

49 カート・ヴォネガット全短篇 ４ 明日も明日もその明日もカート・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 3/19

50 逃れる者と留まる者 ( ナポリの物語３) エレナ・フェッランテ著/飯田亮介訳早川書房 外国文芸書 3/19

51 私のイサベル ( ハヤカワ・ミステリ) エリーサベト・ノウレベック著/奥村章子訳早川書房 外国文芸書 3/5

52 Ｘと云う患者 龍之介幻想 デイヴィッド・ピース著/黒原敏行訳文藝春秋 外国文芸書 3/19

53 トリック ( 新潮クレスト・ブックス) エマニュエル・ベルクマン著/浅井晶子訳新潮社 外国文芸書 3/27

54 荒野にて ウィリー・ヴローティン著/北田絵里子訳早川書房 外国文芸書 3/5

55 座席ナンバー７Ａの恐怖 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 3/6

56 発酵は冷蔵庫におまかせ！　子どもと作れる１２か月のパン吉永麻衣子著 新潮社 くらしの実用書 3/14

57 旅行が２００％楽しくなる！ スーツケース収納術（仮）三田村蕗子著 辰巳出版 くらしの実用書 3/19

58 封筒ＧＩＦＴ　ＳＴＹＬＥ（仮） 森珠美著 日東書院本社 くらしの実用書 3/8

59 おいしいおはなし　子どもの物語とレシピの本 本とごちそう研究室著グラフィック社くらしの実用書 4/5

60 やさしいバナナのお菓子 若山曜子著 誠文堂新光社 くらしの実用書 3/4

61 世界一おいしいのり弁の作り方（仮） 杵島直美著 日東書院本社 くらしの実用書 3/15

62 今さら聞けないビジネスマナー超基本 石川和男監修 朝日新聞出版 ビジネス・くらしの経済3/20

63 異文化理解の問題地図 千葉祐大著 技術評論社 ビジネス・くらしの経済3/6

64 営業の問題地図 藤本篤志著 技術評論社 ビジネス・くらしの経済4/上

65 市民農園１区画で年間５０品目の野菜を育てる本 福田俊監修 学研プラス すまい・住宅・建築3/12

66 春夏秋と楽しめる　かわいいコンテナガーデン エマ・ハーディ著/深町貴子監修グラフィック社すまい・住宅・建築3/6

67 草花・鉢花・観葉植物を　枯らさない「コツ」！ 天野麻里絵著 講談社 すまい・住宅・建築3/12

68 日陰・半日陰・高温・乾燥・小さな庭でも美しい！庭づくりの「困った」を解決するガーデニング　　　　 荻原範雄著 講談社 すまい・住宅・建築3/12

69 ＤＩＹで作れる　おしゃれな家具＆リフォーム（仮） 西東社 すまい・住宅・建築4/上

70 お気に入りの花で作る　小さなフラワーアレンジＢＯＯＫマミ山本監修 成美堂出版 すまい・住宅・建築3/1

71 ６０代からのガーデニング ブティック社 すまい・住宅・建築3/28

72 カレーの匂いがわからなくなったら読む本 三輪高喜監修 主婦の友社 健康と家庭の医学 3/4

73 認知症の人がパッと笑顔になる言葉かけ( 介護ライブラリー) 右馬埜節子著 講談社 教育と福祉 3/19

74 発達障害の人の「就労支援」がわかる本( 健康ライブラリー) 梅永雄二監修 講談社 教育と福祉 3/12
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75 まとめて作ってすぐラクごはん　つくりおき幼児食　１歳半～５歳新谷友里江著 西東社 教育と福祉 3/上

76 こうしたらうまくいった！　認知症の人のためのレク＆ケア( レクリエブックス) 世界文化社 教育と福祉 3/4

77 はじめてママの「からだとこころの悩み」お助けＢＯＯＫ竹内正人監修 世界文化社 教育と福祉 3/14

78 知識ゼロからはじめる　相続と相続税対策入門（仮）相続を支援する税理士の会著あさ出版 くらしの法律 3/13

79 事業者必携　働き方改革法に対応！最新パート・高齢者雇用・派遣・請負契約の法律と手続き 　小島彰監修 三修社 くらしの法律 3/19

80 働き方改革法を知る！　新しい労働基準法のしくみデイリー法学選書編修委員会編三省堂 くらしの法律 3/22

81 クリエイターへおくる ネット権利トラブルの解決方法がわかる本岩﨑拓哉著/齋藤理央監修秀和システム くらしの法律 3/22

82 人生も作品！　芸術家たちのプライベート美術館探訪( Ｔｈｅ　Ｎｅｗ　Ｆｉｆｔｉｅｓ) 講談社編 講談社 歴史と紀行 3/26

83 世界史を作ったライバルたち　上 アレクシス・ブレゼ編/ヴァンサン・トレモレ・ド・ヴィレール編原書房 歴史と紀行 3/26

84 世界史を作ったライバルたち　下 アレクシス・ブレゼ編/ヴァンサン・トレモレ・ド・ヴィレール編原書房 歴史と紀行 3/26

85 元号と日本人　元号の付いた事件・出来事でたどる日本の歴史宮瀧交二著 プレジデント社歴史と紀行 3/12

86 空襲で消えた「戦国」の城と財宝( 別冊太陽 ) 平凡社編 平凡社 歴史と紀行 3/26

87 全国文芸作家記念館ガイド 文芸作家記念館ガイド編集委員会編山川出版社 歴史と紀行 3/22

88 大嘗祭と古代の祭祀 岡田荘司著 吉川弘文館 歴史と紀行 3/15

89 「平成新語」でどこはどこ？ 中村三郎著 柏書房 日本の文化 3/20

90 入門したい人、した人のための「茶道」ＢＯＯＫ 淡交社編集局編淡交社 日本の文化 3/22

91 宮中行事のお料理　天皇陛下御即位３０年記念 宮内庁協力 「皇室」編集部編扶桑社 日本の文化 4/上

92 大食らいの大英帝国 イギリスとその帝国による植民地経営は、いかにして世界の食事を形成したか　　 リジー・コリンガム著 松本裕訳河出書房新社 世界の文化 3/22

93 唐詩和訓　ひらがなで読む名詩100 横山悠太著 大修館書店 世界の文化 4/5

94 たたきの人類史 秋道智彌著 玉川大学出版部世界の文化 3/8

95 １００年かけてやる仕事　中世ラテン語辞書の長い旅小倉孝保著 プレジデント社世界の文化 3/12

96 強制不妊　旧優生保護法を問う 毎日新聞取材班著毎日新聞出版 現代社会 3/20

97 超孤独死社会　特殊清掃の現場をたどる 菅野久美子著 毎日新聞出版 現代社会 3/20

98 私は虐待していない　検証　揺さぶられっ子症候群（仮）柳原三佳著 講談社 現代社会 3/26

99 外国人労働者・移民・難民ってだれのこと？ 内藤正典著 集英社 現代社会 3/22

100 過労死　11の遺族の今を訪ねて 牧内昇平著 ポプラ社 現代社会 3/13

101 ビジュアル物理全史　ビッグバンから量子的復活までクリフォード・ピックオーバー著/吉田三知世訳岩波書店 サイエンス 3/26

102 ＯＵＲ　ＰＬＡＮＥＴ　私たちの地球 アラステア・フォザギル著/キース・スコーリー著/北川玲訳筑摩書房 サイエンス 4/中

103 天然染料の科学 ( おもしろサイエンス) 青木正明著 日刊工業新聞社サイエンス 3/22

104 トコトンやさしい磁力の本 ( 今日からモノ知りシリーズ) 山﨑耕造著 日刊工業新聞社サイエンス 3/22

105 敗者の生命史３８億年 稲垣栄洋著 ＰＨＰ研究所 サイエンス 3/5

106 世界をつくった「決断」の物語　( 新・人類進化史３) スティーブン・ジョンソン著/大田直子訳朝日新聞出版 テクノロジー 3/25

107 事故の哲学　ソーシャル・アクシデントと技術倫理( 講談社選書メチエ) 齊藤了文著 講談社 テクノロジー 3/11

108 図解入門ビジネス　最新電力システムの基本と仕組みがよ～くわかる本木舟辰平著 秀和システム テクノロジー 3/14

109 カラー実体配線図で作る 真空管アンプ ＭＪ無線と実験編集部編誠文堂新光社 テクノロジー 3/6

110 カラー徹底図解　クルマのメカニズム大全 青山元男著 ナツメ社 テクノロジー 3/11

111 色彩の博物事典　世界の歴史、文化、宗教、アートを色で読み解く城一夫著 誠文堂新光社 芸術・スポーツ 3/15
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112 レオナルド・ダ・ヴィンチ　上 ウォルター・アイザックソン著/土方奈美訳文藝春秋 芸術・スポーツ 3/27

113 レオナルド・ダ・ヴィンチ　下 ウォルター・アイザックソン著/土方奈美訳文藝春秋 芸術・スポーツ 3/27

114 クリムトの世界 ( 別冊太陽　日本のこころ２７２) 千足伸行監修 平凡社 芸術・スポーツ 3/26

115 図書館巡礼　「限りなき知の館」への招待 スチュアート・ケルズ著/小松佳代子訳早川書房 ライブラリアン 3/19

116 世界の図書館（仮） ( ライブラリーぶっくす) 東京大学附属図書館アジア研究図書館上廣倫理財団寄付研究部門編勉誠出版 ライブラリアン 4/上

117 暗闇の妖怪デザイナー ( ナツカのおばけ事件簿) 斉藤洋作/かたおかまなみ絵あかね書房 児童読み物 3/上

118 こわいオオカミのはなしをしよう ウィリアム・マクリーリー作/佐竹美保絵/小宮由訳岩波書店 児童読み物 3/27

119 ＤＪ　ＹＯＹＯ おおなり修司文/飯野和好絵絵本館 児童読み物 3/28

120 らくごで故事成語笑辞典 斉藤洋作/たごもりのりこ絵偕成社 児童読み物 3/中

121 ひみつのビクビク フランチェスカ・サンナ作/なかがわちひろ訳廣済堂あかつき児童読み物 3/30

122 もったいないばあさん かわを いく( 「もったいないばあさん」シリーズ) 真珠まりこ作・絵講談社 児童読み物 3/11

123 あのこのたからもの 種村有希子作・絵ブロンズ新社 児童読み物 4/8

124 ちいさい魔女と黒い森 石井睦美作/岡田千晶絵文溪堂 児童読み物 3/中

125 きょう　なにしてた？ はまのゆか作・絵あかね書房 児童読み物 3/中

126 ノウサギのムトゥラ 南部アフリカのむかしばなし ビヴァリー・ナイドゥー作/ピート・フロブラー絵/さくまゆみこ訳岩波書店 児童読み物 3/27

127 いまのわたしにできること じぶんより弱くて小さな命のためにリサ・パップ作/菊田まりこ訳ＷＡＶＥ出版 児童読み物 3/20

128 らくごえほん てんしき 川端誠作・絵 ＫＡＤＯＫＡＷＡ児童読み物 3/12

129 どうぶつたちのうた 二宮由紀子作/中新井純子絵教育画劇 児童読み物 3/下

130 あるくくま 谷川俊太郎作/祖敷大輔絵クレヨンハウス児童読み物 3/25

131 ありちゃん あいうえお かこさとしの７１音 加古里子作 講談社 児童読み物 3/5

132 みんなのおばけずかん みはりんぼう( 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 3/26

133 いつか、太陽の船 村中李衣作/こしだミカ絵新日本出版社 児童読み物 3/12

134 嵐をしずめたネコの歌 アントニア・バーバー作/ニコラ・ベイリー絵/おびかゆうこ訳徳間書店 児童読み物 3/19

135 フウちゃんクウちゃんロウちゃんのふくろうがっこう こわいものにであったらのまき　　　　　　　　　　　　　　　こわいものにであったらのまきいとうひろし作・絵徳間書店 児童読み物 3/7

136 おーい、こちら灯台 ※ 児童図書館・絵本の部屋／２０１９年コールデコット賞受賞作品ソフィー・ブラッコール作/山口文生訳評論社 児童読み物 4/中

137 サムとぶらぶら ( 世界傑作童話シリーズ)
アリソン・ア

トリー作/ や
福音館書店 児童読み物 3/13

138 おさいふのかみさま 苅田澄子作/にしむらあつこ絵フレーベル館 児童読み物 3/13

139 シリルとパット ともだちになろう エミリー・グラヴェット作/福本友美子訳フレーベル館 児童読み物 3/13

140 へいわとせんそう 谷川俊太郎文/Ｎｏｒｉｔａｋｅ絵ブロンズ新社 児童読み物 3/11

141 災害にあったペットを救え 高橋うらら著 小峰書店 児童ノンフィクション3/下

142 田畑政治 ( オリンピック・パラリンピックにつくした人びと) 佐野慎輔文/しちみ楼絵小峰書店 児童ノンフィクション4/上

143 えほん 東京 小林豊作・絵 ポプラ社 児童ノンフィクション3/1

144 ゲッチョ先生のトンデモ昆虫記　セミチョコはいかが？( ポプラ社ノンフィクション) 盛口満著 ポプラ社 児童ノンフィクション3/11

145 ビジュアル 日本の服装の歴史２鎌倉時代～江戸時代( 全３巻３配 ) 増田美子監修・著/大久保尚子著ゆまに書房 児童ノンフィクション3/28

146 くもとそらのえほん ( ＰＨＰにこにこえほん) 五十嵐美和子作・絵/武田康男監修ＰＨＰ研究所 児童ノンフィクション3/18

147 こわす こうじのえほん ( 福音館の科学シリーズ) サリー・サットン作/ブライアン・ラブロック絵/あらやしょうこ訳福音館書店 児童ノンフィクション3/13

148 たてる こうじのえほん ( 福音館の科学シリーズ) サリー・サットン作/ブライアン・ラブロック絵/あらやしょうこ訳福音館書店 児童ノンフィクション3/13



２０１９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・受賞情報など出版社 刊行予定日

149 きみの未来をさがしてみよう　化学のしごと図鑑 近畿化学協会編化学同人 ヤングアダルト 3/27

150 鹿の王　水底の橋 上橋菜穂子著 ＫＡＤＯＫＡＷＡヤングアダルト 3/25

151 長浜高校水族館部！ 令丈ヒロ子著 講談社 ヤングアダルト 3/5

152 羊の告解 いとうみく著 静山社 ヤングアダルト 3/6

153 超入門！ニッポンのまちのしくみ「なぜ？どうして？」がわかる本福川裕一監修/青山邦彦イラスト淡交社 ヤングアダルト 3/13

154 食べるとはどういうことか ( かんがえるタネ) 藤原辰史著 農山漁村文化協会ヤングアダルト 3/1


