
２０２１年２月新刊案内
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1 気がつけば地獄 岡部えつ著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 2/18

2 激震 西村健著 講談社 日本文芸書 2/25

3 走れ、若き五右衛門 小嵐九八郎著 講談社 日本文芸書 2/17

4 恋に焦がれたブルー 宇山佳佑著 集英社 日本文芸書 3/3

5 しつこく　わるい食べもの 千早茜著 集英社 日本文芸書 2/24

6 櫓太鼓がきこえる ※ 第３３回小説すばる新人賞受賞作品鈴村ふみ著 集英社 日本文芸書 2/24

7 鳴かずのカッコウ 手嶋龍一著 小学館 日本文芸書 2/22

8 ウィーン近郊 黒川創著 新潮社 日本文芸書 2/25

9 リリアン 岸政彦著 新潮社 日本文芸書 2/25

10 わたしが行ったさびしい町 松浦寿輝著 新潮社 日本文芸書 2/25

11 君と、君がいる彼方 末浦広海著 中央公論新社 日本文芸書 2/19

12 悪の芽 貫井徳郎著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 2/24

13 俺と師匠とブルーボーイとストリッパー 桜木紫乃著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 2/24

14 これで暮らす 群ようこ著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 2/17

15 テスカトリポカ 佐藤究著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 2/17

16 ムーンライト・イン 中島京子著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 2/26

17 湯どうふ牡丹雪　長兵衛天眼帳 山本一力著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 2/24

18 灰の劇場 恩田陸著 河出書房新社 日本文芸書 2/15

19 ヴィンテージガール　仕立屋探偵　桐ヶ谷京介 川瀬七緒著 講談社 日本文芸書 2/17

20 その扉をたたく音 瀬尾まいこ著 集英社 日本文芸書 2/24

21 ジャックポット 筒井康隆著 新潮社 日本文芸書 2/17

22 処女の道程 酒井順子著 新潮社 日本文芸書 2/17

23 草原のサーカス 彩瀬まる著 新潮社 日本文芸書 2/25

24 血も涙もある 山田詠美著 新潮社 日本文芸書 2/25

25 １６８時間の奇跡 新堂冬樹著 中央公論新社 日本文芸書 2/19

26 代理母（ダイリボ）、はじめました 垣谷美雨著 中央公論新社 日本文芸書 2/19

27 いわいごと ( まんまことシリーズ ) 畠中恵著 文藝春秋 日本文芸書 2/22

28 おれたちの歌をうたえ 呉勝浩著 文藝春秋 日本文芸書 2/8

29 階層樹海 椎名誠著 文藝春秋 日本文芸書 2/22

30 帝国の弔砲 佐々木譲著 文藝春秋 日本文芸書 2/22

31 老親友のナイショ文 瀬戸内寂聴著/横尾忠則著朝日新聞出版 日本文芸書 2/17

32 卑弥呼とよばれた少女 森山光太郎著 朝日新聞出版 日本文芸書 3/5

33 夕暮れの草の冠　ｋａｚｅ　ｎｏ　ｔａｎｂｕｎ３( シリーズ完結 ) 皆川博子著/藤野可織著/斎藤真理子著/岸本佐知子著/小山田浩子ほか著柏書房 日本文芸書 2/24

34 コロナでも、ただでは起きない さだまさし著 幻冬舎 日本文芸書 2/22

35 或るギリシア棺の謎（仮） 柄刀一著 光文社 日本文芸書 2/22

36 馬疫（バエキ） ※ 第２４回日本ミステリー文学大賞新人賞受賞作品茜灯里著 光文社 日本文芸書 2/22

37 ワンさぶ子の怠惰な冒険 宮下奈都著 光文社 日本文芸書 2/22

38 夜の宮殿 山尾悠子著 国書刊行会 日本文芸書 2/25

39 あなたも名探偵 市川憂人著/米澤穂信著/東川篤哉著/麻耶雄嵩著/法月綸太郎ほか著東京創元社 日本文芸書 2/19

40 雨と短銃 ( ミステリ・フロンティア ) 伊吹亜門著 東京創元社 日本文芸書 2/19

41 イノセント・ツーリング 湊ナオ著 日本経済新聞出版本部（発行）／日経ＢＰマーケティング（発売）日本文芸書 2/10

42 源氏五十五帖 夏山かほる著 日本経済新聞出版本部（発行）／日経ＢＰマーケティング（発売）日本文芸書 2/10

43 心臓に針を 佐伯琴子著 日本経済新聞出版本部（発行）／日経ＢＰマーケティング（発売）日本文芸書 2/15

44 利生の人　尊氏と正成 ※ 第１２回日経小説大賞受賞作品天津佳之著 日本経済新聞出版本部（発行）／日経ＢＰマーケティング（発売）日本文芸書 2/18

45 書店員と二つの罪 碧野圭著 ＰＨＰ研究所 日本文芸書 2/4

46 和菓子迷宮をぐるぐると 太田忠司著 ポプラ社 日本文芸書 2/15

47 小説　火の鳥　大地編　上 桜庭一樹著 朝日新聞出版 日本文芸書 2/17

48 小説　火の鳥　大地編　下 桜庭一樹著 朝日新聞出版 日本文芸書 2/17

49 ぜにざむらい 吉川永青著 朝日新聞出版 日本文芸書 2/3

50 老婦人マリアンヌ鈴木の部屋 荻野アンナ著 朝日新聞出版 日本文芸書 2/3

51 終わりの歌が聴こえる 本城雅人著 幻冬舎 日本文芸書 2/8

52 麦本三歩の好きなもの　第２集 住野よる著 幻冬舎 日本文芸書 2/22

53 わんダフル・デイズ 横関大著 幻冬舎 日本文芸書 2/8

54 オムニバス（仮） 誉田哲也著 光文社 日本文芸書 2/22

55 田中家の三十二万石 岩井三四二著 光文社 日本文芸書 2/22
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56 ヴィクトリアン・ホテル 下村敦史著 実業之日本社 日本文芸書 2/24

57 それでも、陽は昇る 真山仁著 祥伝社 日本文芸書 2/8

58 転職の魔王様 額賀澪著 ＰＨＰ研究所 日本文芸書 2/4

59 幕間のモノローグ 長岡弘樹著 ＰＨＰ研究所 日本文芸書 2/25

60 天使と悪魔のシネマ 小野寺史宜著 ポプラ社 日本文芸書 2/8

61 ほたるいしマジカルランド 寺地はるな著 ポプラ社 日本文芸書 2/8

62 もう死んでいる十二人の女たちと ( エクス・リブリス ) パク・ソルメ著/斎藤真理子訳白水社 外国文芸書 2/22

63 アメリカン・スパイ ローレン・ウィルキンソン著/田畑あや子訳早川書房 外国文芸書 2/16

64 白が５なら、黒は３ ( ハヤカワ・ミステリ ) ジョン・ヴァーチャー著/関麻衣子訳早川書房 外国文芸書 2/2

65 父を撃った１２の銃弾 ハンナ・ティンティ著/松本剛史訳文藝春秋 外国文芸書 2/22

66 グレゴワールと老書店主 ( 海外文学セレクション ) マルク・ロジェ著/藤田真利子訳東京創元社 外国文芸書 2/19

67 消失の惑星（ホシ） ジュリア・フィリップス著/井上里訳早川書房 外国文芸書 2/16

68 キャンプ×防災のプロが教える　新時代の防災術 寒川一著 学研プラス くらしの実用書 3/2

69 ホットケーキミックスで愛されお菓子 荻田尚子著 学研プラス くらしの実用書 2/16

70 続くお弁当　食材の繰りまわし＆まとめ仕込みで ラクに、おいしく 夏梅美智子著 主婦の友社 くらしの実用書 2/8

71 ６０歳からの鉄道写真入門 佐々倉実著 山と溪谷社 くらしの実用書 2/15

72 小麦粉料理の教科書 川上文代著 新星出版社 くらしの実用書 3/5

73 はじめてさんでもおしゃれに作れる　子ども服の教科書 清松加奈子著 新星出版社 くらしの実用書 2/18

74 世界のおやつ　おうちで作れるレシピ１００ 鈴木文著 パイインターナショナルくらしの実用書 2/22

75 できるはんこレス入門　ＰＤＦと電子署名の基本が身に付く本
清水理史著/法林岳
之著/できるシリー

インプレス ビジネス・くらしの経済2/10

76 実践Ｑ＆Ａ　コストダウンのはなし 吉田栄介著 中央経済社 ビジネス・くらしの経済2/上

77 専門医が教える　動悸・息切れ・胸の痛みが気になったら最初に読む本 山下武志著 あさ出版 健康と家庭の医学 2/15

78 やさしくわかる　抗がん剤の副作用とその対処法 酒井リカ著/清水奈緒美著法研 健康と家庭の医学 2/10

79 図解入門ビジネス 最新　個人情報保護法の基本と実務対策がよ～くわかる本打川和男著 秀和システム くらしの法律 2/16

80 ことばが見える江戸の絵辞典　「訓蒙図彙」の三百年 石上阿希著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 歴史と紀行 2/26

81 恋する日本史 「日本歴史」編集委員会編吉川弘文館 歴史と紀行 2/26

82 よみがえる白鳳の美　薬師寺東塔解体大修理全記録 加藤朝胤著/鈴木嘉吉著/星野安治著/池田藍子ほか著朝日新聞出版 日本の文化 2/17

83 統廃合だけでは対応できない！ポストコロナ社会の公共施設マネジメント 南学編著 学陽書房 現代社会 2/10

84 災害特派員 三浦英之編著 朝日新聞出版 現代社会 2/3

85 炎上する社会 企業広報、SNS公式アカウント運営者が知っておきたいネットリンチの構造吉野ヒロ子著 弘文堂 現代社会 3/8

86 スマホで子どもが騙される　親の知らないSNS・ネットの危険な世界 佐々木成三著 青春出版社 現代社会 2/10

87 次なるパンデミックを回避せよ　環境破壊と新興感染症( 岩波科学ライブラリー ) 井田徹治著 岩波書店 サイエンス 2/25

88 絶対に面白い化学入門　世界史は化学でできている 左巻健男著 ダイヤモンド社 サイエンス 2/16

89 かぐわしき植物たちの秘密 田中修著/丹治邦和著山と溪谷社 サイエンス 2/12

90 私の顔はどうしてこうなのか 溝口優司著 山と溪谷社 サイエンス 2/12

91 おバカな答えもＡＩ（あい）してる　人工知能はどのように学習するか ジャネル・シェイン著 光文社 テクノロジー 2/22

92 民謡とは何か？ ( オルフェ・ライブラリー ) 島添貴美子著 音楽之友社 芸術・スポーツ 2/18

93 西洋音楽の正体　調と和声の不思議を探る( 講談社選書メチエ ) 伊藤友計著 講談社 芸術・スポーツ 2/9

94 もっと知りたい　モディリアーニ 島本英明著 東京美術 芸術・スポーツ 2/26

95 基本が身につく　油絵レッスン 山中俊明著 ナツメ社 芸術・スポーツ 2/15

96 マスターズで勝つ！　大人の卓球　戦術とテクニックを磨く 長谷部攝監修/Nittaku©協力メイツユニバーサルコンテンツ芸術・スポーツ 2/26

97 絶版新書交響楽　新書で世界の名作を読む 近藤健児著 青弓社 ライブラリアン 2/22

98 かがく絵本の世界 ( 別冊太陽 日本のこころ ) 別冊太陽編集部編 平凡社 ライブラリアン 2/15

99 おねぼうさんはだあれ？ 片山令子文/あずみ虫絵学研プラス 児童読み物 2/16

100 1ねん1くみの女王さま ( キッズ文学館 ) いとうみく作/モカ子絵学研プラス 児童読み物 2/16

101 すきなこと　にがてなこと 新井洋行作/嶽まいこ絵くもん出版 児童読み物 2/2

102 ぐん太 夢枕獏文/飯野和好絵小学館 児童読み物 2/25

103 地球のことをおしえてあげる ( 翻訳絵本シリーズ ) ソフィー・ブラッコール作・絵/横山和江訳鈴木出版 児童読み物 2/1

104 ぴぽん ( たんぽぽえほんシリーズ ) 内田麟太郎作・絵 鈴木出版 児童読み物 2/18

105 みんなとおなじくできないよ 障がいのあるおとうととボクのはなし 湯浅正太作/石井聖岳絵日本図書センター 児童読み物 2/22

106 ノラネコぐんだんと金色の魔法使い ( コドモエのほん ) 工藤ノリコ作・絵 白泉社 児童読み物 3/2

107 クマとオオカミ ( 児童図書館・絵本の部屋 ) ダニエル・サルミエリ作/やまぐちふみお訳評論社 児童読み物 2/24

108 た・ま・ご ケビン・ヘンクス作/中川ひろたか訳光村教育図書 児童読み物 2/26

109 ロサリンドの庭 エルサ・ベスコフ作/植垣歩子絵/菱木晃子訳あすなろ書房 児童読み物 2/下

110 なんでもない 鈴木のりたけ作・絵 アリス館 児童読み物 2/24
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111 おおきなキャンドル　馬車にのせ たむらしげる作 偕成社 児童読み物 2/3

112 まだまだ　まだまだ 五味太郎作・絵 偕成社 児童読み物 2/15

113 ありがとう ( 講談社の創作絵本 ) 谷川俊太郎詩/えがしらみちこ絵講談社 児童読み物 2/25

114 うみがめのおじいさん ( 講談社の創作絵本 ) いとうひろし作 講談社 児童読み物 2/9

115 海の豊かさを守ろう　ぼくらの青 ( おはなしＳＤＧｓシリーズ ) 佐藤まどか作/大庭賢哉絵講談社 児童読み物 2/19

116 気候変動に具体的な対策を　ツリーハウスの風( おはなしＳＤＧｓシリーズ ) 楠木誠一郎作/大管雅晴絵講談社 児童読み物 2/19

117 つくる責任　つかう責任　未来を変えるレストラン( おはなしＳＤＧｓシリーズ ) 小林深雪作/めばち絵講談社 児童読み物 2/19

118 平和と公正をすべての人に　平和の女神さまへ 平和ってなんですか？( おはなしＳＤＧｓシリーズ ) 小手鞠るい作/サトウユカ絵講談社 児童読み物 2/19

119 はらすきー ( 講談社の創作絵本 ) あきやまただし作・絵講談社 児童読み物 2/16

120 おにぎり！ 石津ちひろ文/村上康成絵小峰書店 児童読み物 2/15

121 モンスター・ホテルで おばけやしき 柏葉幸子作/高畠純絵小峰書店 児童読み物 2/15

122 ぽかぽかぐ～ん　 角野栄子作/よしむらめぐ絵小学館 児童読み物 3/2

123 さくら村は大さわぎ！ 朽木祥作/大社玲子絵小学館 児童読み物 2/16

124 はりねずみのおいしゃさんとおばけのこ ふくざわゆみこ作 世界文化社 児童読み物 2/25

125 ひびけ　わたしの　うたごえ ( 世界傑作絵本シリーズ ) カロライン・ウッドワード文/ジュリー・モースタッド絵/むらおかみえ訳福音館書店 児童読み物 2/10

126 ちかてつサブちゃん 宮西達也作・絵 ほるぷ出版 児童読み物 2/18

127 おすしやさんにいらっしゃい！　生きものが食べものになるまで( かがくヲたのしむノンフィクション) おかだだいすけ文/遠藤宏写真岩崎書店 児童ノンフィクション 2/9

128 人権と自然をまもる法ときまり　４ ( 全４巻完結 ) 笹本潤監修 大月書店 児童ノンフィクション3/15

129 お菓子はすごい！パティシエが先生！　小学生から使える、子どものためのはじめてのお菓子の本（仮）柴田書店編 柴田書店 児童ノンフィクション 3/4

130 調べる・まとめる・発表する　調べ学習パーフェクトガイド
稲葉茂勝著/秋田喜
代美監修/竹泉稔監
修

新日本出版社 児童ノンフィクション2/26

131 子どもへのハラスメント　正しく知って、人権を守ろう！( 楽しい調べ学習シリーズ ) 喜多明人監修 ＰＨＰ研究所 児童ノンフィクション2/25

132 使い勝手がわるくなったら ( プロから学ぶ修理ずかん３／シリーズ完結) フレーベル館 児童ノンフィクション2/18

133 はからはじまる カルシウムのはなし ( 福音館の科学シリーズ ) 伊沢尚子作/ダイスケ・ホンゴリアン絵福音館書店 児童ノンフィクション2/10

134 妖怪コンビニで、バイトはじめました。 令丈ヒロ子著 あすなろ書房 ヤングアダルト 2/下

135 Ｍガールズ 濱野京子著 静山社 ヤングアダルト 2/18

136 見知らぬ友 ( 世界傑作童話シリーズ ) マルセロ・ビルマヘール作/宇野和美訳福音館書店 ヤングアダルト 2/10

137 建築家になりたい君へ ( １４歳の世渡り術 ) 隈研吾著 河出書房新社 ヤングアダルト 2/25

138 強制終了、いつか再起動 吉野万理子著 講談社 ヤングアダルト 2/19

139 あしたの幸福 いとうみく著/松倉香子絵理論社 ヤングアダルト 2/17


