
≪文学・小説≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

帝都探偵大戦 芦辺 拓∥著 東京創元社

ガラスの殺意 秋吉 理香子∥著 双葉社

向日葵のある台所 秋川 滝美∥著 KADOKAWA

日傘を差す女 伊集院 静∥著 文藝春秋

すぐ死ぬんだから 内館 牧子∥著 講談社

漂砂の塔 大沢 在昌∥著 集英社

誘拐の免罪符 小島 正樹∥著 南雲堂

永善堂病院もの忘れ外来 佐野 香織∥著 ポプラ社

つかのまのこと 柴崎 友香∥著 KADOKAWA

鳥居の密室 島田 荘司∥著 新潮社

歪んだ波紋 塩田 武士∥著 講談社

TAS特別師弟捜査員 中山 七里∥著 集英社

凍てつく太陽 葉真中 顕∥著 幻冬舎

ボーダレス 誉田 哲也∥著 光文社

ブロードキャスト 湊 かなえ∥著 KADOKAWA

人類滅亡小説 山田 宗樹∥著 幻冬舎

国宝　上 吉田 修一∥著 朝日新聞出版

国宝　下 吉田 修一∥著 朝日新聞出版

わかれ雪 稲葉 稔∥著 コスミック出版

春の嵐 池波 正太郎∥著 新潮社

勝負 池波 正太郎∥著 新潮社

残りの桜 稲葉 稔∥著 コスミック出版

くらやみ始末 稲葉 稔∥著 コスミック出版

浮沈 池波 正太郎∥著 新潮社

颶風の王 河崎 秋子∥[著] KADOKAWA

げんげ 佐伯 泰英∥著 文藝春秋

秋霖やまず 佐伯 泰英∥著 光文社

剣と十字架 佐伯 泰英∥著 双葉社

まろほし銀次捕物帳 鳥羽 亮∥著 徳間書店



紋太夫の恋 鳥羽 亮∥著 双葉社

子盗ろ 鳥羽 亮∥著 双葉社

丑の刻参り 鳥羽 亮∥著 徳間書店

滝夜叉おこん 鳥羽 亮∥著 徳間書店

袖返し 鳥羽 亮∥著 双葉社

深川袖しぐれ 鳥羽 亮∥著 双葉社

死狐の怨霊 鳥羽 亮∥著 徳間書店

はぐれ長屋の用心棒 鳥羽 亮∥著 双葉社

閻魔堂の女 鳥羽 亮∥著 徳間書店

暗い穴 堂場 瞬一∥著 角川春樹事務所

影の守護者 堂場 瞬一∥[著] 講談社

脅迫者 堂場 瞬一∥著 角川春樹事務所

犯人のいない殺人の夜 東野 圭吾∥著 光文社

犯罪の回送 松本 清張∥[著] 角川書店

あの頃、君を追いかけた 九把刀∥著 講談社



≪その他≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

ギネス世界記録 2019 クレイグ　グレンディ∥編 角川アスキー総合研究所

もうイヤだー!疲れた、全部投げ出したいー!心のSOSが聞こえたら読む本 石原 加受子∥著 永岡書店

心が晴れる知恵 名取 芳彦∥著 清流出版

一度読んだら絶対に忘れない世界史の教科書 山崎 圭一∥著 SBクリエイティブ

「中東」の世界史 臼杵 陽∥著 作品社

世界の食文化を変えた安藤百福 洋泉社

奇跡に出会う日本の新絶景 洋泉社

まだ日本人が気づかない日本と世界の大問題 ケント　ギルバート∥著 徳間書店

先住民アイヌはどんな歴史を歩んできたか 坂田 美奈子∥著 清水書院

今さら聞けないお金の超基本 坂本 綾子∥著 朝日新聞出版

社長争奪 有森 隆∥著 さくら舎

日本貨幣カタログ 2018 日本貨幣商協同組合∥編集 日本貨幣商協同組合

ネットではわからない空き家問題の片づけ方 大久保 恭子∥著 主婦の友社

毒親サバイバル 菊池 真理子∥著 KADOKAWA

性教育はどうして必要なんだろう? 浅井 春夫∥編著 大月書店

マンガでやさしくわかる子育て(キッズ)コーチング 竹内 エリカ∥著 日本能率協会マネジメントセンター

CGで甦る江戸庶民の暮らし 小学館

遊廓に泊まる 関根 虎洸∥著 新潮社

揺れ動く大地 木村 学∥共著 北海道新聞社

がんばらないストレッチ 田川 直樹∥著 主婦の友インフォス

アルコール依存症から抜け出す本 樋口 進∥監修 講談社

認知症・要介護を予防・改善!「脳の病気」最新対策 「きょうの健康」番組制作班∥編 主婦と生活社

難聴・耳鳴り・めまいの治し方 小川 郁∥監修 講談社

睡眠改善インストラクターが教える「眠りの魔法」 竹田 浩一∥著 ぱる出版

図解いちばんやさしく丁寧に書いたネットワークの本 岡田 庄司∥著 成美堂出版

心地良い暮らし着 ブティック社

ちいさなタッセル&巻き玉工房 カナダ 恵子∥著 主婦の友社



はじめて作る小さな手まり 木原 小夜∥[著] ブティック社

メイクが喜びに変わる答え 内田 裕士∥著 大和書房

ソース・たれ・ドレッシング 伊藤 茜∥著 家の光協会

腸からあたたまるたなかれいこ的料理のきほん たなか れいこ∥著 朝日新聞出版

秒速!山ごはん 萩原 浩司∥著 山と溪谷社

ラクして続く、家事テク 牛尾 理恵∥著 朝日新聞出版

会社四季報業界地図 2019年版 東洋経済新報社∥編 東洋経済新報社

西村和雄ぐうたら農法 西村 和雄∥監修 学研プラス

海をまるごとサイエンス 海に魅せられた北大の研究者たち∥著 海文堂出版

amazon 成毛 眞∥著 ダイヤモンド社

ペリリュー　1 武田 一義∥著 白泉社

ペリリュー　2 武田 一義∥著 白泉社

ペリリュー　3 武田 一義∥著 白泉社

ペリリュー　4 武田 一義∥著 白泉社

ペリリュー　5 武田 一義∥著 白泉社

かならず作れる美しいユニット折り紙 つがわ みお∥著 日本文芸社

スポーツ観戦手帳 東京書籍書籍編集部∥編 東京書籍

60すぎたら本気で筋トレ! 船瀬 俊介∥著 興陽館

ワールドサッカーチーム戦術の科学 浅井 武∥監修 洋泉社

ソフトテニス攻撃力を高める技術と戦術 野口 英一∥著 ベースボール・マガジン社

必携!日本語ボランティアの基礎知識 中井 延美∥著 大修館書店

韓国語きほん単語集 金 順玉∥著 新星出版社

ニューエクスプレスプラス ドイツ語 太田 達也∥著 白水社

角野栄子の毎日いろいろ 角野 栄子∥著 KADOKAWA

シルバー川柳　8 全国有料老人ホーム協会∥編 ポプラ社

日本語びいき 清水 由美∥文 中央公論新社

ＲＡＰＯＲＡ  ２０１８年８月号 株式会社ＡＩＲＤＯ営業本部営業部



≪児童書≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

YouTuber教室 FULMA株式会社∥監修 ポプラ社

池上彰のはじめてのお金の教科書 池上 彰∥著 幻冬舎

こどものための防災教室 今泉 マユ子∥著 理論社

ナージャの5つのがっこう キリーロバ　ナージャ∥ぶん 大日本図書

アイヌ 北原 モコットゥナシ∥監修 岩崎書店

いきもの寿命ずかん 新宅 広二∥著 東京書籍

どうぶつのかおならべてみた! 高岡 昌江∥文 ポプラ社

よくわかる海上保安庁 海上保安協会∥監修 PHP研究所

うさぎがおうちにやってきた! 岡野 祐士∥監修 学研プラス

カッターであそぼう! 五味 太郎∥著 KTC中央出版

しゅわしゅわ村のゆかいなのりもの くせ さなえ∥作　絵 偕成社

恐怖コレクター　巻ノ9 佐東 みどり∥作 KADOKAWA

ビター・ステップ 高田 由紀子∥作 ポプラ社

百物語　2 日本児童文学者協会∥編 文溪堂

伝説の巨大ハリケーン メアリー　ポープ　オズボーン∥著 KADOKAWA



≪絵本・紙芝居≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

あおいちきゅうのいちにち　［１］ エラ　ベイリー∥さく 評論社

あめだま ペク ヒナ∥作 ブロンズ新社

あきぞらさんぽ えがしら みちこ∥作 講談社

いじめているきみへ 春名 風花∥ぶん 朝日新聞出版

おつきさまのおさんぽ カワチ レン∥作　絵 学研プラス

おいもころころ いもと ようこ∥文　絵 金の星社

おせんべやけたかな こが ようこ∥構成　文 童心社

ぎゅぎゅぎゅー 駒形 克己∥作　絵 KADOKAWA

さるかにがっせん つちだ のぶこ∥[作] あすなろ書房

シカクさん マック　バーネット∥文 クレヨンハウス

ショベルくんとあおいはな ヨーゼフ　クフラー∥さく 学研プラス

10ぽんのぷりぷりソーセージ ミシェル　ロビンソン∥文 ほるぷ出版

じめんのしたにはなにがある 中川 ひろたか∥文 アリス館

ねずみくんのうんどうかい なかえ よしを∥作 ポプラ社

ふねひこうきバスきしゃ 塚本 やすし∥作 くもん出版

ぼくたちのやま 谷内 こうた∥絵と文 至光社

まゆとかっぱ 富安 陽子∥文 福音館書店

やきいもやゴンラ ながい いくこ∥作 ポプラ社


