
２０２２年2月新刊案内

Ｎｏ． 書名・シリーズ・受賞情報など

1 オオルリ流星群 伊与原新著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 2/16

2 喜べ、幸なる魂よ 佐藤亜紀著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 2/28

3 その午後、巨匠たちは、 藤原無雨著 河出書房新社 日本文芸書 2/10

4 趙雲伝 塚本靑史著 河出書房新社 日本文芸書 2/25

5 稔と仔犬　青いお城　遠藤周作初期童話 遠藤周作著 河出書房新社 日本文芸書 2/25

6 砂嵐に星屑 一穂ミチ著 幻冬舎 日本文芸書 2/7

7 空にピース 藤岡陽子著 幻冬舎 日本文芸書 2/21

8 パンとサーカス 島田雅彦著 講談社 日本文芸書 2/21

9 ヒカリ文集 松浦理英子著 講談社 日本文芸書 2/21

10 コーリング・ユー ※第３４回小説すばる新人賞受賞作品永原皓著 集英社 日本文芸書 2/22

11 旅だから、出逢えた言葉　３　読んで、旅する。 伊集院静著 小学館 日本文芸書 2/上

12 チェレンコフの眠り 一條次郎著 新潮社 日本文芸書 2/16

13 ないものねだるな 阿川佐和子著 中央公論新社 日本文芸書 2/7

14 アキレウスの背中 長浦京著 文藝春秋 日本文芸書 2/8

15 人生の決算書 曽野綾子著 文藝春秋 日本文芸書 2/18

16 奏鳴曲　北里と（おう）外（仮） 海堂尊著 文藝春秋 日本文芸書 2/17

17 タイムマシンに乗れないぼくたち 寺地はるな著 文藝春秋 日本文芸書 2/4

18 ヒノマル 古市憲寿著 文藝春秋 日本文芸書 2/18

19 ふたつの波紋 伊藤比呂美著/町田康著文藝春秋 日本文芸書 2/4

20 ０　ｚｅｒｏ 堂場瞬一著 河出書房新社 日本文芸書 2/10

21 漆花ひとつ 澤田瞳子著 講談社 日本文芸書 2/28

22 奇跡 林真理子著 講談社 日本文芸書 2/14

23 燕は戻ってこない 桐野夏生著 集英社 日本文芸書 3/2

24 春のこわいもの 川上未映子著 新潮社 日本文芸書 2/24

25 タラント 角田光代著 中央公論新社 日本文芸書 2/17

26 ブラック・ムーン 逢坂剛著 中央公論新社 日本文芸書 2/17

27 はじめての 島本理生著/辻村深月著/宮部みゆき著/森絵都著文藝春秋（発売）／水鈴社（発行）日本文芸書 2/14

28 さよなら寂聴さん　往復書簡　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 3/3

29 青い雪 ※第２５回日本ミステリー文学大賞新人賞受賞作品麻加朋著 光文社 日本文芸書 2/21

30 クラウドの城 ※第２５回日本ミステリー文学大賞新人賞受賞作品大谷睦著 光文社 日本文芸書 2/21

31 それぞれの風の物語　喫茶テンノットより 中場利一著 光文社 日本文芸書 2/21

32 和らぎの国　小説・推古天皇 天津佳之著 日経ＢＰマーケティング（発売）／日本経済新聞出版本部（発行）日本文芸書 2/24

33 高望の大刀 ※第１３回日経小説大賞受賞作品夜弦雅也著 日経ＢＰマーケティング（発売）／日本経済新聞出版本部（発行）日本文芸書 2/24

34 続・犬棒日記 乃南アサ著 双葉社 日本文芸書 2/15

35 花咲小路二丁目の寫眞館 小路幸也著 ポプラ社 日本文芸書 2/14

36 これは、アレだな 高橋源一郎著 毎日新聞出版 日本文芸書 2/24

37 人生の旅をゆく　４ 吉本ばなな著 ＮＨＫ出版 日本文芸書 2/22

38 シャルロットのアルバイト（仮） 近藤史恵著 光文社 日本文芸書 2/21

39 繭の季節が始まる（仮） 福田和代著 光文社 日本文芸書 2/21

40 いえ 小野寺史宜著 祥伝社 日本文芸書 2/8

41 信長、鉄砲で君臨する 門井慶喜著 祥伝社 日本文芸書 2/8

42 ななみの海 朝比奈あすか著 双葉社 日本文芸書 2/15

43 読書セラピスト ( 海外文学セレクション) ファビオ・スタッシ著/橋本勝雄訳東京創元社 外国文芸書 2/17

44 阿片窟の死 ( ハヤカワ・ミステリ ) アビール・ムカジー著/田村義進訳早川書房 外国文芸書 2/1

45 名探偵と海の悪魔 スチュアート・タートン著/三角和代訳文藝春秋 外国文芸書 2/21

46 アーチー若気の至り　ウッドハウス名作選 Ｐ・Ｇ・ウッドハウス著/森村たまき訳国書刊行会 外国文芸書 2/21

47 異常　アノマリー ※２０２０年度ゴンクール賞受賞作品エルヴェ・ル・テリエ著/加藤かおり訳早川書房 外国文芸書 2/1

48 アーチー若気の至り　ウッドハウス名作選 Ｐ・Ｇ・ウッドハウス著/森村たまき訳国書刊行会 外国文芸書 2/21

49 異常　アノマリー ※２０２０年度ゴンクール賞受賞作品エルヴェ・ル・テリエ著/加藤かおり訳早川書房 外国文芸書 2/1

50 朝ラク！ スポーツ部活弁当 上島亜紀料理/柴田麗監修学研プラス くらしの実用書 2/1

51 スキル０でも一目でわかる　ソーイング大全 オルソン恵子著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ くらしの実用書 2/28

52 茶箱あそび、つれづれ　暮らしの中で茶の湯を楽しむ ふくいひろこ著 世界文化社 くらしの実用書 2/28

53 ほんとうにおいしいものだけ！　石原洋子の電子
レンジベストメニュー

石原洋子著 世界文化社 くらしの実用書 2/15

54 ５０代、「家」のことで困ってます 長谷川高著 ＷＡＶＥ出版 くらしの実用書 2/18

55 おべんとうの教科書 ほりえさちこ著 学研プラス くらしの実用書 2/8

56 納豆がもっと好きになる　＃感動の納豆レシピ 夏見奈央子著 パイインターナショナルくらしの実用書 2/10

57 藤井恵の　からだが整うおかゆ 藤井恵著 文化出版局 くらしの実用書 2/24

58 ３０分ファシリテーション　会議を進める技術 前田鎌利著 池田書店 ビジネス・くらしの経済2/28

59 産休・育休中の不安がスーッと解消される　がん
ばりすぎないお仕事復帰ＢＯＯＫ

　　　　　　　 ｍａｍａｒｉ監修/藤井佐和子監修ＫＡＤＯＫＡＷＡ ビジネス・くらしの経済2/28

60 はじめてでも１日で完成！　簡単ＤＩＹでできる花
壇と寄せ植え

井上まゆ美著/澤泉美智子編主婦の友社 すまい・住宅・建築 2/25
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61 新しい和の庭づくり 庭連監修 成美堂出版 すまい・住宅・建築 2/21

62 口トレ・脚トレで若返り！　老化のもとフレイルを防ぐ ( 別冊ＮＨＫきょうの健康) 飯島勝矢監修/ＮＨＫ出版編ＮＨＫ出版 健康と家庭の医学 2/16

63 がんの？に答える本　がん相談ホットラインに寄
せられた１００の質問と回答

　　　　 日本対がん協会監修学研プラス 健康と家庭の医学 2/1

64 はたらく女性のためのボディワーク　腰痛・肩こ
り・疲労 からだの声を聞く

　　　　　　　　 原田奈名子著 農山漁村文化協会健康と家庭の医学 2/16

65 １冊で全部わかる！　卵子凍結完全ガイド 香川則子監修 扶桑社 健康と家庭の医学 2/上

66 ウルトラ図解　てんかん ( オールカラー家庭の医学) 赤松直樹著 法研 健康と家庭の医学 2/10

67 子どもと楽しむ季節の行事とあそびアイデアＢＯ
ＯＫ

ほいくる監修 朝日新聞出版 教育と福祉 3/3

68 ろう者と聴者の懸け橋に　手話通訳士 兼 日本語
教師の挑戦

　　　　　　　　　 鈴木隆子著 大月書店 教育と福祉 2/15

69 ０歳～小学生 非認知能力をはぐくむ絵本ガイド１８
０

寺島知春著 秀和システム 教育と福祉 3/9

70  子どものスマホ問題はルール決めで解決します 石田勝紀著 主婦の友社 教育と福祉 2/21

71 オールカラー　やさしくわかる　はじめての手話 手話教室華乃樹監修ナツメ社 教育と福祉 3/4

72 子どもの逆境に負けない力　レジリエンスを育て
る本

足立啓美著/鈴木水季著法研 教育と福祉 2/10

73 図解で早わかり 最新　不動産取引の法律 旭祐樹監修 三修社 くらしの法律 2/16

74 世界を変えた１２の時計　時間と人間の１万年史 デイヴィッド・ルーニー著/東郷えりか訳河出書房新社 歴史と紀行 2/24

75 一冊でわかるギリシャ史 ( 世界と日本がわかる 国ぐにの歴史) 村田奈々子監修/長谷川岳男監修河出書房新社 歴史と紀行 2/24

76 図説　世界の水中遺跡 小野林太郎編著/木村淳編著グラフィック社 歴史と紀行 2/4

77 史料でみる　和菓子とくらし 今村規子著/虎屋文庫協力淡交社 日本の文化 3/9

78 もっと知りたい アイヌの美術 山崎幸治著 東京美術 日本の文化 2/28

79 鍛冶屋　炎の仕事人　日本の文化と地域の生活を
支えてきた鉄の道具を生み出す人たち

田中康弘著 山と溪谷社 日本の文化 2/15

80 〈洗う〉文化史　きれいとは何か 国立歴史民俗博物館編/花王編吉川弘文館 日本の文化 2/8

81 古代中国の日常生活　２４の仕事と生活でたどる１日 荘奕傑著/小林朋則訳原書房 世界の文化 2/25

82 ソーダと炭酸水の歴史 ( 「食」の図書館 ) ジュディス・レヴィン著/元村まゆ訳原書房 世界の文化 2/18

83 チャイルドヘルプと歩んで　虐待児童を救い続け
るアメリカ最大の民間組織に日本が学べること

　　 廣川まさき著 集英社 現代社会 2/22

84 最期の声　ドキュメント災害関連死 山川徹著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 現代社会 2/14

85 先生、どうか皆の前でほめないでください　いい子
症候群の大学生

金間大介著 東洋経済新報社 現代社会 3/17

86 図解　よくわかる フードテック入門 三輪泰史編著/日本総合研究所研究員著日刊工業新聞社 現代社会 2/28

87 ビジュアル解説　みんなで考える脱炭素社会 松尾博文著 日経ＢＰマーケティング（発売）／日本経済新聞出版本部（発行）現代社会 3/8

88 科学法則大全 ブライアン・クレッグ文/アダム・ダント絵/大西光代訳/左巻健男監修化学同人 サイエンス 2/10

89 乾燥地林　知られざる実態と砂漠化の危機 吉川賢著 京都大学学術出版会サイエンス 3/1

90 ヴィジュアルで見る　歴史を進めた植物の姿　植
物と人の共進化史

河野智謙著 グラフィック社 サイエンス 2/4

91 動物たちのナビゲーションの謎を解く　なぜ迷わ
ずに道を見つけられるのか

　　　　　　　　　　　　 デイビッド・バリー著/熊谷玲美訳合同出版 サイエンス 2/下

92 絶景の成り立ちを学ぶ　ビジュアルで身につく大
人の教養

山口耕生監修 世界文化社 サイエンス 2/8

93 酵母 　文明を発酵させる菌の話 ニコラス・マネー著/田沢恭子訳草思社 サイエンス 2/22

94 屈辱の数学史　Ａ　ＣＯＭＥＤＹ　ＯＦ　ＭＡＴＨＳ　Ｅ
ＲＲＯＲＳ

マット・パーカー著/夏目大訳山と溪谷社 サイエンス 3/中

95 ＩＴ担当者のための テレワーク時代のセキュリティ
対策

橋本和則著 翔泳社 テクノロジー 2/21

96 トコトンやさしい サービスロボットの本 ( 今日からモノ知りシリーズ) 清水祐一郎著 日刊工業新聞社 テクノロジー 2/10

97 スポーツ自転車でいまこそ走ろう！ ( 自由時間サプリ ) 山本修二著 技術評論社 芸術・スポーツ 2/22

98 もっと知りたい　ミロ 松田健児著/副田一穂著東京美術 芸術・スポーツ 2/15

99 プロガイドの新提案　バテない登山技術 野中径隆著 山と溪谷社 芸術・スポーツ 2/28

100 和音の正体　和音の成り立ち、仕組み、進化の歴
史

舟橋三十子著 ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス芸術・スポーツ 2/15

101 その他の外国文学の翻訳者 白水社編集部編 白水社 ライブラリアン 2/18

102 ブックセラーの歴史　知識と発見を伝える出版・
書店・流通の２０００年

　　　　　 ジャン＝イヴ・モリエ著/松永りえ訳原書房 ライブラリアン 2/21

103 まよなかのサイクリング ( しばいぬチャイロのおはなし１) たるいしまこ作 あかね書房 児童読み物 2/10

104 クーちゃんとぎんがみちゃん　ふたりの春夏秋冬 北川佳奈作/くらはしれい絵 岩崎書店 児童読み物 2/10

105 妖怪横丁大運動会 広瀬克也作・絵 絵本館 児童読み物 2/16

106 １ねん１くみの女王さま　おたのしみ会で大さわぎ ( 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 2/21

107 はるいちばん ( 講談社の創作絵本 ) 青山友美作 講談社 児童読み物 2/15

108 ニッキーとヴィエラ　ホロコーストの静かな英雄と
救われた少女

ピーター・シス作/福本友美子訳ＢＬ出版 児童読み物 3/10

109 おうち りくじょうグランプリ ( えほんのもり ) 二宮由紀子作/国松エリカ絵文研出版 児童読み物 2/下

110 どうしよう 浜田桂子作 理論社 児童読み物 2/18

111 けんかのたね ラッセル・ホーバン作/大野八生絵/小宮由訳岩波書店 児童読み物 2/22

112 ライトニング・メアリ　竜を発掘した少女 アンシア・シモンズ作/カシワイ絵/布施由紀子訳岩波書店 児童読み物 2/25
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113 質の高い教育をみんなに　未来のハッピースクー
ル計画！

( おはなしＳＤＧｓシリーズ) 井上林子作/木村いこ絵講談社 児童読み物 3/7

114 パートナーシップで目標を達成しよう　シオンの花
言葉

( おはなしＳＤＧｓシリーズ) 濱野京子作/ゆの絵講談社 児童読み物 2/21

115 人や国の不平等をなくそう　明日香さんは負けな
い

( おはなしＳＤＧｓシリーズ) 福田隆浩作 講談社 児童読み物 2/21

116 くまのピエール イブ・スパング・オルセン作/菱木晃子訳こぐま社 児童読み物 2/28

117 大ピンチずかん 鈴木のりたけ作・絵小学館 児童読み物 2/14

118 荒野にヒバリをさがして ※２０２０年度カーネギー賞受賞作品アンソニー・マゴーワン作/野口絵美訳徳間書店 児童読み物 2/16

119 なかよしの犬はどこ？ エミリー・サットン作・絵/のざわかおり訳徳間書店 児童読み物 2/16

120 カイマンのクロ　人とくらしたワニ ( 世界傑作絵本シリーズ) マリア・エウヘニア・マンリケ文/ラモン・パリス絵/とどろきしずか訳福音館書店 児童読み物 2/9

121 ここが わたしの ねるところ　せかいのおやすみ
なさい

レベッカ・ボンド文/サリー・メイバー作画/まつむらゆりこ訳福音館書店 児童読み物 2/2

122 お札になった２１人の偉人　なるほどヒストリー 河合敦監著/こどもくらぶ編あすなろ書房 児童ノンフィクション2/4

123 見て、知る、サステナブル　はじめての脱炭素 すなだゆか作・絵/森川潤協力小峰書店 児童ノンフィクション2/18

124 サクラ　はる なつ あき ふゆ おくやまひさし作ほるぷ出版 児童ノンフィクション2/22

125 出動せよ！　世界の緊急車両図鑑 サイモン・タイラー作/宮坂宏美訳あすなろ書房 児童ノンフィクション2/7

126 和ろうそくは、つなぐ 大西暢夫写真・文 アリス館 児童ノンフィクション2/25

127 世界一ひらめく！　算数＆数学の大図鑑 アンナ・ウェルトマン文/ポール・ボストン絵/小林玲子訳河出書房新社 児童ノンフィクション2/18

128 ひとりでがんばらない！　子どもと考える福祉の
はなし

藤田孝典監修/北村人絵クレヨンハウス 児童ノンフィクション2/10

129 調べてわかる！日本の川　３　地域社会とのかか
わり

佐久間博監修 汐文社 児童ノンフィクション3/8

130 図解でわかる １４歳からのごみゼロ社会 インフォビジュアル研究所著太田出版 ヤングアダルト 2/16

131 難民に希望の光を　真の国際人緒方貞子の生き
方

中村恵著 平凡社 ヤングアダルト 2/16

132 こころがさわぐ ( 大人になるまでに読みたい１５歳のエッセイ２) 和合亮一編 ゆまに書房 ヤングアダルト 3/1

133 まぶたにのこる ( 大人になるまでに読みたい１５歳のエッセイ３／シリーズ最終巻) 和合亮一編 ゆまに書房 ヤングアダルト 3/7

134 １０代と考えるスマホ　ネット・ゲームとかしこくつ
きあう

( 岩波ジュニアスタートブックス) 竹内和雄著 岩波書店 ヤングアダルト 2/10

135 生き抜くためのごはんの作り方　悩みに効くレシ
ピ

( １４歳の世渡り術 ) 河出書房新社編 河出書房新社 ヤングアダルト 2/25

136 サムデイ デイヴィッド・レヴィサン作/三辺律子訳小峰書店 ヤングアダルト 3/中

137 少年のための少年法入門 山下敏雅監修/ 牧田史監修 西野優花監修旬報社 ヤングアダルト 2/25


