
1 はじめてのジェンダー論 (有斐閣ストゥディア) 加藤 秀一 有斐閣 9784641150393 1

2
質的社会調査の方法 -- 他者の合理性の理解社会学
(有斐閣ストゥディア)

岸 政彦, 石岡 丈昇, 丸
山 里美

有斐閣 9784641150379 1

3
社会にとって趣味とは何か:文化社会学の方法規準 (河
出ブックス 103)

北田 暁大, 解体研 河出書房新社 9784309625034 1

4 社会学の力 -- 最重要概念・命題集
友枝 敏雄, 浜 日出夫,
山田 真茂留

有斐閣 9784641174306 1

5 二十一世紀の若者論―あいまいな不安を生きる 小谷 敏 世界思想社 9784790716938 1

6
精神医療、脱施設化の起源――英国の精神科医と専門
職としての発展1890-1930

高林 陽展 みすず書房 9784622085959 1

7
ワークプレイス・スタディーズ:はたらくことのエスノメソド
ロジー

水川 喜文, 秋谷 直矩,
五十嵐 素子

ハーベスト社 9784863390836 1

8
中動態の世界 意志と責任の考古学 (シリーズ ケアをひ
らく)

國分功一郎 医学書院 9784260031578 1

9 小児整形外科テキスト
日本小児整形外科学会,
日本小児整形外科学会
教育研修委員会

メジカルビュー社 9784758313742 1

10
「看護の力」でここまでできる!“小児在宅ケア”を始めよう
―1ページに1つの“キーワード”抽出で小児在宅看護の

日本看護協会出版会 9784818019478 1

11
保護者からの質問に自信を持って答える 小児食物アレ
ルギーQ&A

海老澤 元宏, 佐藤 さくら,
柳田 紀之

日本医事新報社 9784784951963 1

12
アレルギー大学テキスト これだけでわかる食物アレル
ギー: 基礎的な知識から専門的な対応まで

宇理須 厚雄, 伊藤 浩明,
認定NPO法人アレル
ギー支援ネットワーク

みらい 9784860153731 1

13 スタンダード小児外科手術 猪股 裕紀洋 メジカルビュー社 9784758304610 1

14 小児がん支持療法マニュアル
篠田 邦大, 小児白血病
研究会

医薬ジャーナル社 9784753228232 1

15
食物アレルギーのパラダイムシフト―経口免疫寛容と経
皮感作を踏まえた新戦略

栗原 和幸 リブロサイエンス 9784902496536 1

16
アトピー性皮膚炎治療のための ステロイド外用薬パー
フェクトブック

塩原哲夫 南山堂 9784525341411 1

17 カーボカウントの手びき 日本糖尿病学会 文光堂 9784830660641 1

18 医療者のためのカーボカウント指導テキスト 日本糖尿病学会 文光堂 9784830660634 1

19 小児・思春期1型糖尿病の診療ガイド
日本糖尿病学会日本小
児内分泌学会

南江堂 9784524256181 1

20
この1冊でカーボカウント・インスリンポンプ・CGMがわか
る! 糖尿病3Cワークブック

村田敬 中山書店 9784521744063 1

21
かかりつけ医のためのこどものアトピー性皮膚炎診療&
スキンケア指導

山本 一哉 金原出版 9784307170727 1

22 エキスパートが答える!  アトピー性皮膚炎Q&A 55 (　)
加藤 則人(京都府立医
科大学皮膚科 教授)

診断と治療社 9784787821294 1

23
子どものアトピー性皮膚炎 正しい治療法 (健康ライブラ
リーイラスト版)

江藤 隆史 講談社 9784062598026 1

24
インスリンポンプ療法マニュアル―CSII療法導入・管理
のための手引き

小林 哲郎, 難波 光義 南江堂 9784524266661 1

25
耳鼻咽喉科の手術看護パーフェクトマニュアル: 解剖か
ら主要手術の看護のポイントまで！ (オペナーシング
2015年臨時増刊)

小島 博己 メディカ出版 9784840453424 1
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26
エピソードで学ぶ乳幼児の発達心理学―関係のなかで
そだつ子どもたち

岡本 依子, 塚田‐城 みち
る, 菅野 幸恵

新曜社 9784788509078 1

27
よくわかる乳幼児心理学 (やわらかアカデミズム・わかる
シリーズ)

内田 伸子 ミネルヴァ書房 9784623050000 1

28
エピソードでつかむ児童心理学 (シリーズ生涯発達心理
学)

伊藤 亜矢子 ミネルヴァ書房 9784623058259 1

29
保育に役立つ!子どもの発達がわかる本 (ナツメ社保育
シリーズ)

金子 龍太郎, 吾田 富士
子

ナツメ社 9784816351099 1

30 0歳~6歳子どもの発達と保育の本 (Gakken保育Books) 河原紀子 学研プラス 9784054048911 1

31
0歳~6歳子どもの社会性の発達と保育の本 (Gakken保
育Books)

湯汲英史 学研教育出版 9784054062382 1

32
0歳~6歳心の育ちと対話する保育の本 (Gakken保育
Books)

加藤 繁美 学研プラス 9784054053885 1

33
母性・小児実習ぜんぶガイド 2017年 05 月号 [雑誌]: プ
チナース 増刊

照林社 4910178240572 1

34 高度実践看護―統合的アプローチ
Ann B. Hamric, Charlene
M. Hanson, Mary Fran
Tracy, Eileen T. O’Grady

へるす出版 9784892699283 1

35
子どもの敏感さに困ったら読む本: 児童精神科医が教え
るHSCとの関わり方

長沼 睦雄 誠文堂新光社 9784416517888 1

36
精神科ナースのアセスメント&プランニングbooks 統合失
調症の看護ケア

日本精神科看護協会, 遠
藤 淑美, 徳山 明広, 南
方 英夫

中央法規出版 9784805855362 1

37
精神科ナースのアセスメント&プランニングbooks 精神科
身体ケア

日本精神科看護協会, 金
子 亜矢子, 小林 美和,
八戸 正子, 吉浜 文洋

中央法規出版 9784805855379 1

38
2017年出題傾向がみえる精神看護学 (看護師国家試験
対策)

新井信之 ピラールプレス 9784861941597 1

39 マンガでやさしくわかるメンタルヘルス 武藤 清栄
日本能率協会マネジメン
トセンター

9784820719014 1

40
小説・漫画・映画・音楽から学ぶ 児童・青年期のこころ
の理解:精神力動的な視点から

藤森旭人 ミネルヴァ書房 9784623078073 1

41 それでいい。:自分を認めてラクになる対人関係入門 細川 貂々, 水島 広子 創元社 9784422930756 1

42 母体救命アドバンスガイドブック J‐MELS

日本母体救命システム
普及協議会(J‐CIMELS),
J‐MELS「日本母体救命
システム」アドバンスコー

へるす出版 9784892699214 1

43
家族計画指導の実際 第2版増補版: 少子社会における
家族形成への支援

木村 好秀 医学書院 9784260030489 1

44 世界の産声に耳を澄ます 石井光太 朝日新聞出版 9784022514660 1

45 糖尿病治療の手びき2017(改訂第57版) 日本糖尿病学会 南江堂 9784524256167 2

46 見てわかる産婦人科疾患
吉川 史隆, 梶山 広明,
岩瀬 明, 小谷 友美

南江堂 9784524257744 1

47 SPSSによる実践統計分析
林 雄亮, 苫米地 なつ帆,
俣野 美咲

オーム社 9784274220029 1

48
なぜ、無実の医師が逮捕されたのか: 医療事故裁判の
歴史を変えた大野病院裁判

安福 謙二 方丈社 9784908925016 1

49 反「大学改革」論:若手からの問題提起

藤本 夕衣, 古川 雄嗣,
渡邉 浩一, 井上 義和,
児島 功和, 坂本 尚志,
佐藤 真一郎, 杉本 舞,

ナカニシヤ出版 9784779510816 1

50 元気に赤ちゃんが育つ 妊婦ごはん 新谷 友里江 成美堂出版 9784415322797 1

51
図説CTGテキスト アドバンス－助産実践能力習熟段階
(クリニカルラダー)?レベルIII更新必須研修対応テキスト

中井 章人 メジカルビュー社 9784758317481 1
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52
周産期医学　Vol.46　2016年増刊号　周産期医学必修
知識　第8版

周産期医学編集委員会 東京医学社? 4910045221260 1

53
育てにくさの理解と支援 健やか親子21(第2次)の重点課
題にむけて

秋山 千枝子, 小枝 達也,
橋本 創一, 堀口 寿広

診断と治療社 9784787822543 1

54
[新装版] 母性の研究 その形成と変容の過程:伝統的母
性観への反証

大日向雅美 日本評論社 9784535563582 1

55
少子化社会と妊娠・出産・子育て―テーマでひらく学び
の扉

由井秀樹 北樹出版 9784779305245 1

56
うちの子の場合! 子育てが10倍楽しくなる!出産&育児コ
ミックエッセイ (メディアファクトリーのコミックエッセイ)

カフカヤマモト, さーたり,
横峰 沙弥香, 前川 さな
え, のばら, やまもとりえ,
ホリー亜紀, もづこ, 仲 恵

KADOKAWA 9784040692708 1

57 女性の救急外来 ただいま診断中! 柴田 綾子, 水谷 佳敬 中外医学社 9784498066960 1

58 抗リン脂質抗体症候群合併妊娠の診療ガイドライン

平成27年度日本医療研
究開発機構成育疾患克
服等総合研究事業「抗リ
ン脂質抗体症候群合併

南山堂 9784525331818 1

59 腎疾患患者の妊娠:診療ガイドライン2017

日本腎臓学会学術委員
会  腎疾患患者の妊娠:
診療の手引き改訂委員
会

診断と治療社 9784787822864 1

60
周産期遺伝カウンセリングマニュアル―付録:遺伝カウン
セリング資料

関沢 明彦 中外医学社 9784498060777 1

61
子どものいない夫婦のための養子縁組ガイド――制度
の仕組みから真実告知まで

吉田 奈穂子 明石書店 9784750342627 1

62
子どもの養子縁組ガイドブック――特別養子縁組・普通
養子縁組の法律と手続き

岩崎美枝子 明石書店 9784750339351 1

63
改正児童福祉法・児童虐待防止法のポイント(平成29年
4月完全施行): 新旧対照表・改正後条文

中央法規出版編集部 中央法規出版 9784805854457 1

64
子どもの貧困／不利／ 困難を考える?：理論的アプロー
チと各国の取組み

埋橋　孝文, 矢野　裕俊 ミネルヴァ書房 9784623074051 1

65
子どもの貧困／不利／ 困難を考える?：社会的支援をめ
ぐる政策的アプローチ

埋橋　孝文, 大塩　まゆ
み, 居神　浩

ミネルヴァ書房 9784623074068 1

66 不妊治療とキャリア継続 乙部 由子 勁草書房 9784326602834 1

67 不妊治療のやめどき 松本 亜樹子 WAVE出版 9784872907841 1

68 うまれてきてくれてありがとう (単行本絵本) にしもとよう 童心社 9784494007516 1

69 ちょっとだけ (こどものとも絵本) 瀧村 有子 福音館書店 9784834022995 1

70 かみさまからのおくりもの ひぐち みちこ こぐま社 9784772100779 1

71 あなたが生まれるまで
ジェニファー デイビス,
Jennifer Davis, Laura
Cornell, 槙 朝子

小学館 9784097272694 1

72 わたしがあなたを選びました 鮫島 浩二 主婦の友社 9784072400173 1

73 雲の上でママをみていたときのこと。 池川 明 リヨン社 9784576062006 1

74 トンプソン&トンプソン遺伝医学 第2版 福嶋義光
メディカルサイエンスイ
ンターナショナル

9784895928755 1

75 産婦人科手術スタンダード 日本産婦人科手術学会 メジカルビュー社 9784758317436 1

76 パパ１年生
安藤 哲也, ファザーリン
グ ・ジャパン

かんき出版 9784761268152 1

77 来て!助産婦さん ジェニファー ワース クオリティケア 9784904363515 1
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78 ちょっと理系な育児 母乳育児篇 牧野すみれ 京阪神Lマガジン 9784874354971 1

79
育児は仕事の役に立つ 「ワンオペ育児」から「チーム育
児」へ (光文社新書)

浜屋 祐子, 中原 淳 光文社 9784334039776 1

80
母性看護学各論―母性看護学〈2〉 (系統看護学講座 専
門分野)

森 恵美 医学書院 9784260021791 1

81
母性看護学概論―母性看護学〈1〉 (系統看護学講座 専
門分野)

森 恵美 医学書院 9784260021883 1

82
助産師国家試験予想問題 2018―ここがポイント助産師
国家試験突破のコツ

助産師資格試験研究会 助産師資格試験研究会 9784904363652 1

83
妊娠中から始めるメンタルヘルスケア 多職種で使う3つ
の質問票

吉田 敬子, 山下 洋, 鈴
宮 寛子

日本評論社 9784535984509 1

84 新人・学生の思考力を伸ばす指導 阿部幸恵 日本看護協会出版会 9784818020542 1

85 マンガでやさしくわかる統計学 小島 寛之
日本能率協会マネジメン
トセンター

9784820759720 1

86
外国人の子ども白書──権利・貧困・教育・文化・国籍
と共生の視点から

荒牧 重人, 榎井 縁, 江
原 裕美, 小島 祥美, 志
水 宏吉, 南野 奈津子,
宮島 喬, 山野 良一

明石書店 9784750344959 1

87 SDGsと開発教育:持続可能な開発目標ための学び

田中 治彦, 藤原 孝章,
近藤 牧子, 三宅 隆史,
湯本 浩之, 岩本 泰, 廣
里 恭史, 小貫 仁, 上條

学文社 9784762026492 1

88
難民を知るための基礎知識――政治と人権の葛藤を越
えて

滝澤 三郎, 山田 満, 佐
藤 滋之, 佐原 彩子, 橋
本 直子, 堀江 正伸, 人
見 泰弘, 山本 剛, 山本

明石書店 9784750344164 1

89
わたしは13歳、学校に行けずに花嫁になる。: 未来をう
ばわれる2億人の女の子たち

久保田 恭代, 奈良崎 文
乃, 寺田 聡子, プラン・
ジャパン

合同出版 9784772612142 1

90 在宅看護論 (新体系看護学全書) 河野あゆみ メヂカルフレンド社 9784839233150 3

91 介護危機 ―「数字」と「現場」の処方箋 宮本 剛宏 プレジデント社 9784833451185 1

92 介護殺人:追いつめられた家族の告白
毎日新聞大阪社会部取
材班

新潮社 9784103505112 1

93
ようこそ、認知症カフェへ:未来をつくる地域包括ケアの
かたち

武地 一 ミネルヴァ書房 9784623080250 1

94
ナースのための退院支援・調整―院内チームと地域連
携のシステムづくり

篠田道子, 全国訪問看護
事業協会

日本看護協会出版会 9784818020399 1

95 在宅医療をはじめよう!  非がん患者の自宅での看取り 永井 康徳, 永吉 裕子 南山堂 9784525204013 1

96
高齢社会の医療介護と地方創生: 一億総活躍時代の日
本版CCRCと地域包括ケアのあり方を問う

齋藤 清一, 三好 秀和 同友館 9784496052460 1

97
写真でわかる重症心身障害児(者)のケア アドバンス
(DVD BOOK) (写真でわかるアドバンスシリーズ)

鈴木 康之 インターメディカ 9784899963639 2

98 写真でわかる小児看護技術 アドバンス 山元 恵子 インターメディカ 9784899963448 2

99 小児看護 第2版 (パーフェクト臨床実習ガイド) 筒井真優美 照林社 9784796524018 2

100 病気がみえるvol.11 運動器・整形外科 医療情報科学研究所 メディックメディア 9784896326321 3

101 精神疾患・高齢者の精神障害の理解と看護 坂田三允 中央法規出版株式会社 9784805836262 1

102 標準小児外科学 第7版 (Standard textbook) ?松 英夫 医学書院 9784260027809 1

103
これからはじめる周産期メンタルヘルス: 産後うつかな?
と思ったら

宗田 聡 南山堂 9784525336516 1
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104
産婦人科必修 母体急変時の初期対応 第2版: J-
CIMELS公認講習会ベーシックコーステキスト

日本母体救命システム
普及協議会, 京都産婦人
科救急診療研究会

メディカ出版 9784840458399 1

105
新生児の代表的疾患と病態生理マスターブック: 保存版
(ネオネイタルケア2017年春季増刊)

大木 茂 メディカ出版 9784840458986 1

106 はじめての婦人科看護: カラービジュアルで見てわかる! 永野 忠義 メディカ出版 9784840461436 3

107
お母さんと赤ちゃんの生理とフィジカルアセスメント: 図
解でよくわかる (ペリネイタルケア2017年新春増刊)

中田 雅彦, 与田 仁志 メディカ出版 9784840458566 1

108
乳房ケア・母乳育児支援のすべて (ペリネイタルケア
2017年夏季増刊)

ペリネイタルケア編集委
員会

メディカ出版 9784840458573 3

109 わが国の母子保健 平成29年 母子衛生研究会 母子保健事業団 9784894300606 1

110 母子保健の主なる統計 母子衛生研究会 母子保健事業団 9784894300170 1

111
新版 安心すこやか妊娠・出産ガイド: 妊娠・出産のすべ
てがこの1冊でわかる

関沢 明彦, 岡井 崇, 昭
和大学病院総合周産期
母子医療センター

メディカ出版 9784840461733 1

112
ナースのためのシシリー・ソンダース: ターミナルケア 死
にゆく人に寄り添うということ

シシリー ソンダース 北大路書房 9784762829680 1

113
多職種連携で支える災害医療: 身につけるべき知識・ス
キル・対応力

小井土 雄一 医学書院 9784260028042 1

114 乳房の科学: 女性のからだとこころの問題に向きあう
乳房文化研究会, 北山晴
一, 山口久美子, 田代眞
一

朝倉書店 9784254102796 1

115 看護のためのリフレクションスキルトレーニング 田村 由美, 池西 悦子 看護の科学社 9784878041006 1

116 放送大学教材　在宅看護論 河野あゆみ 放送大学出版振興会 9784595317248 3

117
Ｃ．Ｃ．ＭＯＯＫ　在宅看護の実習ガイド―事例とＳＴＥＰ
で可視化・言語化する　教員・訪問看護師・学生すべて
が活用できる

清水準一 日本看護協会出版会 9784818020375 2

118
看護学テキストＮｉＣＥ　在宅看護論 - 自分らしい生活の
継続をめざして （改訂第２版）

石垣和子 南江堂 9784524258628 2

119 ＩＣＦモデルを用いた在宅看護過程の展開 （改訂版） 関永信子 ふくろう出版 9784861866944 3

120 ナーシング・グラフィカ　災害看護 （第４版） 酒井明子 メディカ出版 9784840457972 2

121 そのまま使える災害対策アクションカード 吉田修 中外医学社 9784498066908 3

122
DVD付 WONDER MOVE 人体のふしぎ (講談社の動く図
鑑MOVE)

島田 達生, 講談社 講談社 9784062182423 1

123 人体絵本―めくってわかる からだのしくみ
ジュリアーノ フォルナー
リ

ポプラ社 9784591051900 1

124
ぜんぶわかる筋肉・関節の動きとしくみ事典―部位別・
動作別にわかりやすくリアルに徹底解説

川島 敏生 成美堂出版 9784415311654 1

125 プロが教える 筋肉のしくみ・はたらきパーフェクト事典 荒川 裕志 ナツメ社 9784816353260 1

126 看護過程を使ったヘンダーソン看護論の実践
秋葉 公子, 玉木 ミヨ子,
村中 陽子, 江崎 フサ子

ヌーヴェルヒロカワ 9784861740565 3

127
糖尿病患者の食事と運動ー考え方と進め方 (ヴィジュア
ル糖尿病臨床のすべて)

山田祐一郎, 荒木栄一 中山書店 9784521733845 1

128 エビデンスを活かす糖尿病療養指導 坂根 直樹 中外医学社 9784498076389 1

129
魔法の糖尿病患者説明シート50+α: ダウンロードでそ
のまま使える!  患者さんがみるみる変わる! /唱えて変
身!  魔法の言葉つき♪ (糖尿病ケア2016年春季増刊)

細井 雅之 メディカ出版 9784840456791 1



No. 書      名 著  者 出版者 ISBN
注文
冊 数

130 動く知フロネーシス―経験にひらかれた実践知 塚本 明子 ゆみる出版 9784946509438 1

131
腎臓・透析療法・透析患者の体イラスト図鑑: 病態生理
から合併症までまるっとわかる!

友雅司 メディカ出版 9784840459662 1

132
これからの対人援助を考える　くらしの中の心理臨床
④不安

野村俊明、他 福村出版 9784571245541 1

133 公衆衛生看護学.jp 第4版 データ更新版 荒賀 直子, 後閑 容子 インターメディカル 9784900828766 1

134
保健の実践科学シリーズ 学校看護学 (KS医学・薬学専
門書)

松浦 賢長, 笠井 直美,
渡辺 多恵子

講談社 9784061563209 1

135 病気がみえる vol.5: 血液 医療情報科学研究所 メディックメディア 9784896326529 3

136 精神科レジデントマニュアル 三村 將 医学書院 9784260030199 1

137 わかる!身につく! 病原体・感染・免疫 藤本秀士, 目野郁子 南山堂 9784525162337 1

138
写真でわかるリハビリテーション看護 アドバンス(DVD
BOOK) (写真でわかるアドバンスシリーズ)

林 泰史 インターメディカ 9784899963622 2

139
意識レベル・神経症状のとりかた・みかた: ナースのため
の ベッドサイドで活用できる/QRコードでWEB動画にか
んたんアクセス

百田 武司 メディカ出版 9784840461511 1

140
術中・術後合併症50: いつ起こる?なぜ起こる?どう対応
する? (オペナーシング2017年春季増刊)

廣瀬 宗孝 メディカ出版 9784840458849 1

141 カラー図解 人体の正常構造と機能〈1〉呼吸器 牛木 辰男, 小林 弘祐 日本医事新報社 9784784932184 1

142 カラー図解 人体の正常構造と機能〈2〉循環器 大谷 修, 堀尾 嘉幸 日本医事新報社 9784784932191 1

143 カラー図解 人体の正常構造と機能〈3〉消化管 河原 克雅, 佐々木 克典 日本医事新報社 9784784932207 1

144 カラー図解 人体の正常構造と機能〈4〉肝・胆・膵
泉井 亮, 妹尾 春樹, 金
田 研司, 安田 宏, 眞嶋
浩聡, 大野 秀樹

日本医事新報社 9784784932214 1

145 カラー図解 人体の正常構造と機能〈5〉腎・泌尿器 坂井 建雄, 河原 克雅 日本医事新報社 9784784932221 1

146 カラー図解 人体の正常構造と機能〈6〉生殖器 年森 清隆, 川内 博人 日本医事新報社 9784784932238 1

147
カラー図解 人体の正常構造と機能〈7〉血液・免疫・内分
泌

山本 一彦, 松村 讓兒,
多久和 陽, 萩原 清文

日本医事新報社 9784784932245 1

148 カラー図解 人体の正常構造と機能〈8〉神経系1 河田 光博, 稲瀬 正彦 日本医事新報社 9784784932252 1

149 カラー図解 人体の正常構造と機能〈9〉神経系2
久野 みゆき, 安藤 啓司,
杉原 泉, 秋田 恵一

日本医事新報社 9784784932269 1

150 カラー図解 人体の正常構造と機能〈10〉運動器
坂井 建雄, 宮本 賢一,
小西 真人, 工藤 宏幸

日本医事新報社 9784784932276 1

151 生理学テキスト 大地 陸男 文光堂 9784830602290 1

152
今さら聞けない麻酔科の疑問108―基本事項から専門
医が知っておきたい知識・テクニックまで

山蔭道明, 枝長充隆, 平
田直之

文光堂 9784830628429 1

153 標準解剖学 (Standard Textbook) 坂井 建雄 医学書院 9784260024730 1

154 標準脳神経外科学 第14版 児玉 南海雄 医学書院 9784260028271 1

155 からだの中の化学 立屋敷 哲 丸善出版 9784621301418 1
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156
コウノメソッドでみる 認知症の歩行障害・パーキンソニズ
ム

河野 和彦 日本医事新報社 9784784945702 1

157 発達段階からみた 小児看護過程 第3版: +病態関連図 浅野 みどり 医学書院 9784260028370 3

158
実践!  高齢者のフィジカルアセスメント: 手技と事例で学
ぶ/老化を理解して、異常を見逃さない!

角濱 春美 メディカ出版 9784840461429 2

159

看護師・研修医・臨床工学技士のための実践! カテーテ
ルアブレーション治療とケア: 「むずかしい」が「おもしろ
い」に変わる! /「カテ室再現会話」とひと目でわかる「疾
患別診断・治療のポイント」で予習はカンペキ!

貝谷 和昭, 柴田 正慶 メディカ出版 9784840461641 1

160
フライトナースハンドブック―救急現場での活動と搬送
のために

へるす出版 9784892698996 1

161 改訂版 家族看護学 (看護学実践) 櫻井しのぶ ピラールプレス 9784861941603 2

162
整形外科看護 エビデンス179: ナースが本当に聞いてみ
たかった (整形外科看護2017年春季増刊)

冨士 武史 メディカ出版 9784840460002 1

163 新人ナースの心構え 高橋 恵子 日本看護協会出版会 9784818020368 1

164 医療福祉総合ガイドブック 2017年度版
NPO法人 日本医療ソー
シャルワーク研究会

医学書院 9784260030342 1

165
健診データで困ったら: よくある検査異常への対応策
(ジェネラリストBOOKS)

伊藤澄信 医学書院 9784260030540 1

166
保護者が納得! 小児科外来 匠の伝え方 (ジェネラリスト
BOOKS)

崎山弘, 長谷川行洋 医学書院 9784260030090 1

167
リウマチケア入門: 最新知識と事例がいっぱい/リウマチ
治療はここまで変わった!

神崎 初美, 三浦 靖史 メディカ出版 9784840461634 1

168
健康教室 保健指導 社内会議で使える  プレゼンテー
ションデザイン術 (産業保健と看護2017年春季増刊)

都竹 茂樹 メディカ出版 9784840460873 1

169
循環器の病気ずかん: 心臓ビギナー集まれ!  治療もケ
アもしっかりわかる (ハートナーシング2017年春季増刊)

木原 康樹 メディカ出版 9784840459129 1

170
脊髄損傷者の看護: 病態、合併症、リハビリテーション、
看護まで 大事なポイントがすべてわかる! 実践できる!
(リハビリナース別冊)

吉備高原医療リハビリ
テーションセンター 看護
部

メディカ出版 9784840461542 1

171
新人ナースのための消化器外科ドレーン管理: 1から10
までスルッとわかる (消化器外科ナーシング2017年春季
増刊)

楠 正人 メディカ出版 9784840459808 1

172
アクセプト率をグッとアップさせるネイティブ発想の医学
英語論文: プロ翻訳家が伝えたい50の基本動詞と読め
るのに書けない英語表現

前平 謙二 メディカ出版 9784840461498 1

173
オールカラー最新2版 どう見る?どう動く?消化器外科
ベッドサイド処置&ケア: 処置&治療別に早わかり!

田中 雅夫 メディカ出版 9784840457712 1

174
図解 マインドフルネス瞑想がよくわかる本 (健康ライブ
ラリー)

有光 興記 講談社 9784062598590 1

175 明日から役立つ 認知症のかんたん診断と治療 平川 亘 日本医事新報社 9784784945801 1

176
チームで取り組む せん妄ケア 予防からシステムづくり
まで DVD付

長谷川真澄, 粟生田友子 医歯薬出版 9784263236895 1

177
自閉症スペクトラムの症状を「関係」から読み解く:関係
発達精神病理学の提唱

小林隆児 ミネルヴァ書房 9784623079124 1

178
看護学生のための疾患別看護過程(ナーシングプロセ
ス)〈2〉 (看護学生のためのよくわかるBOOKs)

メヂカルフレンド社編集
部

メヂカルフレンド社 9784839215828 3

179 術後回復を促進させる周術期実践マニュアル 谷口 英喜 日本医療企画 9784864395427 1

180 メディカルヨガ 誰でもできる基本のポーズ 新見正則, 岡部朋子 新興医学出版社 9784880028644 1

181 ナーシング・ポケットマニュアル 精神看護学 第2版 田中 美恵子, 濱田 由紀 医歯薬出版 9784263239728 1
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182 ベッドサイドの小児神経・発達の診かた
桃井 眞里子, 宮尾 益知,
水口 雅

南山堂 9784525285548 1

183
ケースに学ぶ 高齢者糖尿病の診かた: 患者さんを支え
る43のヒント

荒木 厚, 稲垣 暢也 南山堂 9784525234515 1

184 学校保健マニュアル 衞藤 隆, 岡田加奈子 南山堂 9784525184698 1

185 なるほどなっとく!解剖生理学 多久和典子, 多久和陽 南山堂 9784525121617 1

186 多職種カンファレンスで考える 心不全緩和ケア 菅野康夫, 安斉俊久 南山堂 9784525245917 1

187 生きると向き合う わたしたちの自殺対策
今村弥生, 宮崎 仁, 遠井
敬大

南山堂 9784525205713 1

188 公衆衛生マニュアル 2017 柳川 洋, 中村好一 南山堂 9784525187354 1

189 婦人科がん領域における緩和医療の実践
鈴木 直, 藤村 正樹, 宮
城 悦子, 東口 ?志

金原出版 9784307301305 1

190 読んで見てわかる免疫腫瘍学 岡 三喜男 中外医学社 9784498022645 1

191 医療従事者のための臨床小児栄養学入門 橋本浩 中外医学社 9784498145504 1

192 ナースの内科学 奈良 信雄 中外医学社 9784498075917 1

193 メディカルスタッフのための腎臓病学 富野康日己 中外医学社 9784498124936 1

194 ここが知りたい 循環器の薬と使い方 佐藤 幸人 中外医学社 9784498134300 1

195
ねじ子とパン太郎のモニター心電図 改訂版 (ナース専
科ポケットブックシリーズ4)

大上 丈彦, 森皆 ねじ子
エス・エム・エス(インプレ
ス)

9784295400820 1

196
ホスピスで死にゆくということ: 日韓比較からみる医療化
現象

株本 千鶴 東京大学出版会 9784130664097 1

197
精神科病院で人生を終えるということ その死に誰が寄り
添うか

東 徹 日経BP社 9784822239633 1

198 働く女性のストレスとメンタルヘルスケア 丸山 総一郎 創元社 9784422116280 1

199
集団精神療法の実践事例30:グループ臨床の多様な展
開

藤 信子, 西村 馨, 樋掛
忠彦

創元社 9784422116624 1

200 劇場 又吉 直樹 新潮社 9784103509516 1

201
ケア専門職養成教育の研究――看護・介護・保育・福祉
分断から連携へ

青木 紀 明石書店 9784750345000 1

202 看護学生・看護職が知りたい統計学 山田 覚, 井上正隆 東京図書 9784489022678 1

203 役に立たない読書 (インターナショナル新書) 林 望
集英社インターナショナ
ル

9784797680096 1

204 マンガでわかる 現代を読み解く 宗教入門 島崎 晋 新星出版社 9784405120075 1

205 誰でもはじめられるクロスバイク&ロードバイク 成美堂出版編集部 成美堂出版 9784415323206 1

206 長生きの統計学 川田浩志 文響社 9784905073772 1

207
認知症とともに生きる私 : 「絶望」を「希望」に変えた20
年

クリスティーン・ブライデ
ン

大月書店 9784272360895 1
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208 ビジュアル・バイオテクノロジー Carolyn A. Dehlinger 化学同人 9784759819205 1

209
やさしい統計学―保健・医薬・看護・福祉関係者のため
に

片平 洌彦 桐書房 9784876478699 1

210 ZOOっといっしょ2 東山動物園くらぶ 中日新聞社 9784806207238 1

211
NYの人気セラピストが教える 自分で心を手当てする方
法

ガイ・ウィンチ かんき出版 9784761272067 1

212 世界文学大図鑑
ジェイムズ キャントン, 沼
野 充義

三省堂 9784385162331 1

213 カラー図解 新しい人体の教科書 上 (ブルーバックス) 山科 正平 講談社 9784065020135 1

214 データ分析の力 因果関係に迫る思考法 (光文社新書) 伊藤 公一朗 光文社 9784334039868 1

215
憲法サバイバル: 「憲法・戦争・天皇」をめぐる四つの対
談 (ちくま新書1250)

伊勢崎 賢治, 上野 千鶴
子, 加藤 陽子, 佐高 信,
白井 聡, 冨澤 暉, 長谷
部 恭男, 森 達也

筑摩書房 9784480069535 1

216 日本語全史 (ちくま新書) 沖森 卓也 筑摩書房 9784480069573 1

217 ストレスのはなし - メカニズムと対処法 (中公新書) 福間詳 著 中央公論新社 9784121024329 1

218
ネガティブ・ケイパビリティ  答えの出ない事態に耐える
力 (朝日選書)

帚木蓬生 朝日新聞出版 9784022630582 1

219
わが家で最期を。: 家族の看取り、自分の”そのとき”に
後悔しない50の心得

千場 純 小学館 9784093885515 1

220
認知症になってもだいじょうぶ!: そんな社会を創っていこ
うよ

藤田 和子 徳間書店 9784198643904 1

221
リズム遊び・超かんたん体操・脳トレ遊び―認知症の人
も一緒に楽しめる!

斎藤 道雄 黎明書房 9784654076512 1

222
よくわかる看護組織論 (やわらかアカデミズム・わかるシ
リーズ)

久保 真人, 米本 倉基,
勝山 貴美子, 志田 京子

ミネルヴァ書房 9784623078929 1

223
アクティブ・ラーニング時代の看護教育:積極性と主体性
を育てる授業づくり

新井英靖 ミネルヴァ書房 9784623079384 1

224 サイコパス (文春新書) 中野 信子 文藝春秋 9784166610945 1

225 がん患者自立学 近藤 誠, 三砂 ちづる 晶文社 9784794969576 1

226 臨終の七不思議 志賀 貢 三五館 9784883206919 1

227 毒々生物の奇妙な進化
クリスティー ウィルコック
ス

文藝春秋 9784163906010 1

228 フィリピンパブ嬢の社会学 (新潮新書) 中島 弘象 新潮社 9784106107047 1

229
ショパン・コンクール - 最高峰の舞台を読み解く (中公
新書)

青柳 いづみこ 中央公論新社 9784121023957 1

230 美大生図鑑 あなたの周りにもいる摩訶不思議な人たち ヨシムラヒロム 飛鳥新社 9784864105439 1

231 ナラタージュ (角川文庫) 島本 理生 角川書店 9784043885015 1

232 ([ん]1-8)3時のおやつ ふたたび (ポプラ文庫) 松井 今朝子, 小路 幸也 ポプラ社 9784591148242 1

233 ([ん]1-6)3時のおやつ (ポプラ文庫)

壁井 ユカコ, 大崎 梢, 平
山 夢明, 絲山 秋子, 森
見登 美彦, 仁木 英之, ミ
ムラ, 伊藤 たかみ, 大島

ポプラ社 9784591141663 1
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234
遠隔医療が高齢者医療を救う AIがひらく個別化医療の
時代

前田 俊輔 PHP研究所 9784569838038 1

235 ILC/TOHOKU
小川 一水, 柴田 勝家,
野尻 抱介

早川書房 9784152096739 1

236 宇宙を創る実験 (集英社新書) 村山 斉 集英社 9784087207682 1

237
早引き 循環器疾患看護ケア事典 (ナース3年目からの
スキルアップ!)

道又元裕 ナツメ社 9784816361746 1

238 看護職・看護学生のための「痛みケア」 守本ともこ ピラールプレス 9784861941726 1

239
パスの中の看護過程がひとめでわかる! 消化器外科病
棟ケア: 新配属ナースお助けガイド

独立行政法人国立病院
機構大阪医療センター
看護部

メディカ出版 9784840454278 1

240
在宅看護ビジュアルナーシング:見てできる臨床ケア図
鑑

東京訪問看護ステーショ
ン協議会

学研プラス 9784780911992 2

241 老年看護 第2版 (パーフェクト臨床実習ガイド) 正木治恵 照林社 9784796524094 3

242
看護学生のための解剖学ドリル (メディカル・ポケット
ブック)

飯島 治之, 飯島 美樹 技術評論社 9784774189314 1

243
認知症の看護・介護の役立つ よくわかる パーソン・セン
タード・ケア

鈴木みずえ 池田書店 9784262145884 1

244
早引き 消化器看護ケア事典 (ナース3年目からのスキ
ルアップ!)

道又元裕 ナツメ社 9784816362514 1

245 食卓の生化学 第2版
三浦 義彰, 小野 直美,
橋本 洋子

医歯薬出版 9784263707210 1

246 認知症ー本人と家族の生活基盤を固める多職種連携 繁信和恵, 山川みやえ 日本看護協会出版会 9784818020405 1

247
呼吸療法認定士デビューのための呼吸ケアQ&A100: 病
棟で、部門で、チーム活動で、呼吸療法の知識をフル活
用! (呼吸器ケア2017年夏季増刊)

濱本 実也 メディカ出版 9784840460286 1

248
心エコー臨床のギモン厳選50: 教科書だけではわからな
い解決法、教えます/エコー動画もWEBで見られる

一般社団法人日本心エ
コー図学会

メディカ出版 9784840461726 1

249 ナースポケットマニュアル: 看護ポケットマニュアル
北里大学病院看護部・
北里大学東病院看護部

医学書院 9784260031936 2

250
あらゆる状況に対応できる シンプル身体介助術 [DVD・
Web動画付]

岡田 慎一郎 医学書院 9784260028479 1

251 ポケット版ER・救急チェック帳 剱持雄二, 井上茂亮 日総研出版 9784776018254 1

252
食べられるようになるスプーンテクニック―認知症のあ
る方の食事介護

佐藤良枝 日総研出版 9784776018247 1

253 ICU3年目ナースのノート 道又 元裕, 露木 菜緒 日総研出版 9784776018261 1

254
症状・訴えで見分ける患者さんの「何か変?」 (異変に気
づいた時の行動がわかる)

高木 靖 日総研出版 9784776018209 1

255 江川隆子のかみくだき看護診断 江川 隆子 日総研出版 9784776018292 1

256 病気を見きわめる 脳のしくみ事典 高木 繁治 技術評論社 9784774189550 1

257 認知症の標準的解釈とリハビリテーション介入 金谷 さとみ 文光堂 9784830645556 1

258 認知症ケアのための家族支援 小海 宏之, 若松 直樹 クリエイツかもがわ 9784863422117 1

259 認知症を乗り越えて生きる ケイト スワファー クリエイツかもがわ 9784863422100 1
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260 感染症法における結核対策  平成29年改訂版 森 亨, 加藤 誠也 結核予防会 9784874513071 1

261 感染症プラチナマニュアル 2017 岡 秀昭
メディカルサイエンスイ
ンターナショナル

9784895928816 1

262 病気を見きわめる 目のしくみ事典 若倉 雅登 技術評論社 9784774189567 1

263 病気を見きわめる 胃腸のしくみ事典 宮崎 招久 技術評論社 9784774189574 1

264
改訂第2版 技師&ナースのための消化器内視鏡ガイド:
検査 治療 看護

田村 君英 学研メディカル秀潤社 9784780912821 1

265
素敵ナースの練習帳: 人工呼吸管理・急変対応・ドレー
ン管理・心電図対応

道又 元裕 学研メディカル秀潤社 9784780912913 2

266 七訂食品成分表2017 香川 明夫 女子栄養大学出版部 9784789510172 1

267
過敏性腸症候群の安心ごはん (食事療法はじめの一歩
シリーズ)

松枝 啓 女子栄養大学出版部 9784789518802 1

268 社会・環境と健康 公衆衛生学 2017年版 柳川 洋, 尾島 俊之 医歯薬出版 9784263706787 1

269
実践で学ぶ女子栄養大学のバランスのよい食事法―四
群点数法による献立づくりの基本

香川 芳子, 川端 輝江 女子栄養大学出版部 9784789554466 1

270 ゼロからの最速理解   量子化学 佐々木 健夫 コロナ社 9784339066395 1

271
量子論はなぜわかりにくいのか 「粒子と波動の二重性」
の謎を解く (知の扉)

吉田 伸夫 技術評論社 9784774188188 1

272 素粒子論はなぜわかりにくいのか (知の扉) 吉田 伸夫 技術評論社 9784774161310 1

273
世界でもっとも美しい量子物理の物語――量子のモーメ
ント

ロバート・P・クリース, ア
ルフレッド・シャーフ・ゴー
ルドハーバー

日経BP社 9784822285470 1

274 世界でもっとも美しい10の物理方程式 ロバート・P・クリース 日経BP社 9784822284244 1

275 日常の「なぜ」に答える物理学 真貝 寿明 森北出版 9784627156111 1

276 図解 眠れなくなるほど面白い 物理の話 長澤 光晴 日本文芸社 9784537213911 1

277
シュレディンガーの猫:実験でたどる物理学の歴史 (創元
ビジュアル科学シリーズ)

アダム・ハート=デイヴィ
ス

創元社 9784422414263 1

278 一般相対性理論を一歩一歩数式で理解する 石井 俊全 ベレ出版 9784860644987 1

279 初学者のための数論入門 西来路 文朗, 清水 健一 講談社 9784062195935 1

280 1冊でマスター 大学の微分積分 石井 俊全 技術評論社 9784774165455 1

281 1冊でマスター 大学の線形代数 石井 俊全 技術評論社 9784774170374 1

282 なるほど!  とわかる微分積分 松野陽一郎 東京図書 9784489022654 1

283 なるほど!  とわかる線形代数 松野陽一郎 東京図書 9784489022661 1

284 頭にしみこむ微分積分 (瀬山先生の数学講義) 瀬山 士郎 技術評論社 9784774180786 1

285
スウガクって、なんの役に立ちますか?: ヘタな字も方向
オンチもなおる!数学は最強の問題解決ツール

杉原 厚吉 誠文堂新光社 9784416616925 1
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286 これでわかる基礎高分子化学
畔田博文, 福田智博, 森
康貴, 伊藤研策, 遠藤洋
史, 佐藤久美子

三共出版 9784782707555 1

287 数学フリーの「高分子化学」 齋藤 勝裕 日刊工業新聞社 9784526076305 1

288 数学フリーの「化学結合」 齋藤 勝裕 日刊工業新聞社 9784526075988 1

289 数学フリーの「有機化学」 齋藤 勝裕 日刊工業新聞社 9784526076299 1

290 数学フリーの「分析化学」 齋藤 勝裕 日刊工業新聞社 9784526076657 1

291 数学フリーの「無機化学」 齋藤 勝裕 日刊工業新聞社 9784526076640 1

292 トコトンやさしい高分子の本 (今日からモノ知りシリーズ)
扇澤 敏明, 柿本 雅明,
鞠谷 雄士, 塩谷 正俊

日刊工業新聞社 9784526076992 1

293
遺伝子は、変えられる。――あなたの人生を根本から変
えるエピジェネティクスの真実

シャロン・モアレム ダイヤモンド社 9784478028261 1

294 元素に恋して: マンガで出会う不思議なelementsの世界 千代田ラフト 創元社 9784422420073 1

295
元素周期表パーフェクトガイド: ニホニウム収録完全版
ポスター付き 元素でできたこの世界が手に取るようにわ
かる

元素周期表パーフェクト
ガイド編集チーム

誠文堂新光社 9784416517093 1

296 現代人のための放射線生物学 小松 賢志 京都大学学術出版会 9784814000845 1

297 心を操る寄生生物 :  感情から文化・社会まで キャスリン・マコーリフ インターシフト 9784772695558 1

298 愛と怒りの行動経済学:賢い人は感情で決める エヤル・ ヴィンター 早川書房 9784152096760 1

299
なぜ保守化し、感情的な選択をしてしまうのか :  人間の
心の芯に巣くう虫

シェルドン・ソロモン, ジェ
フ・グリーンバーグ, トム・
ピジンスキー

インターシフト 9784772695541 1

300 POWERS OF TWO 二人で一人の天才
ジョシュア・ウルフ・シェン
ク, Joshua Wolf Shenk

英治出版 9784862762054 1

301 2020年人工知能時代 僕たちの幸せな働き方 藤野 貴教 かんき出版 9784761272548 1

302 現金の呪いーー紙幣をいつ廃止するか? ケネス・S・ロゴフ 日経BP社 9784822255077 1

303
マジ文章書けないんだけど ~朝日新聞ベテラン校閲記
者が教える一生モノの文章術~

前田 安正 大和書房 9784479795865 1

304
データ・ドリブン・マーケティング―――最低限知っておく
べき15の指標

マーク・ジェフリー ダイヤモンド社 9784478039632 1

305
愛しのオクトパス――海の賢者が誘う意識と生命の神
秘の世界

サイ・モンゴメリー 亜紀書房 9784750515038 1

306 未承認国家に行ってきた 嵐 よういち 彩図社 9784801302174 1

307
福岡伸一、西田哲学を読む――生命をめぐる思索の旅
動的平衡と絶対矛盾的自己同一

池田善昭, 福岡伸一 明石書店 9784750345338 1

308 基礎分子生物学 田村 隆明, 村松 正實 東京化学同人 9784807909025 1

309 はじめの一歩の生化学・分子生物学 第3版 前野 正夫, 磯川 桂太郎 羊土社 9784758120722 1

310 基礎から学ぶ生物学・細胞生物学　第３版 和田　勝 羊土社 9784758120654 1

311 発酵文化人類学 微生物から見た社会のカタチ 小倉ヒラク 木楽舎 9784863241121 1
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312 トコトンやさしいアミノ酸の本 (今日からモノ知りシリーズ) 味の素株式会社 日刊工業新聞社 9784526076923 1

313
トコトンやさしいタンパク質の本 (B&Tブックス 今日から
モノ知りシリーズ)

東京工業大学大学院生
命理工学研究科

日刊工業新聞社 9784526058103 1

314 科学者18人にお尋ねします。宇宙には誰かいますか? 佐藤勝彦, 縣秀彦 河出書房新社 9784309253619 1

315 新しい教養のための 生物学 赤坂 甲治 裳華房 9784785352349 1

316 教養としての生命科学 いのち・ヒト・社会を考える 小泉 修 丸善出版 9784621301166 1

317 これが「日本の民主主義」! 池上 彰 ホーム社 9784834253115 1

318
わかりやすい生化学―疾病と代謝・栄養の理解のため
に

石黒 伊三雄 ヌーヴェルヒロカワ 9784861740695 1

319
生物進化とはなにか?: 進化が生んだイビツな僕ら
(BERET SCIENCE)

伊勢 武史 ベレ出版 9784860644932 1

320 「地球システム」を科学する (BERET SCIENCE) 伊勢 武史 ベレ出版 9784860643768 1

321 すばらしい海洋生物の世界 カラム・ロバーツ 創元社 9784422430225 1

322 海洋地震学 末広 潔 東京大学出版会 9784130607629 1

323 深海底の地球科学 藤岡 換太郎 朝倉書店 9784254160710 1

324
私たちは宇宙から見られている? 「地球外生命」探求の
最前線

ポール・マーディン 日本評論社 9784535787827 1

325 進化くん マラ・グランバム 飛鳥新社 9784864105002 1

326
植物の体の中では何が起こっているのか (BERET
SCIENCE)

嶋田 幸久, 萱原 正嗣 ベレ出版 9784860644222 1

327
風はなぜ吹くのか、どこからやってくるのか (BERET
SCIENCE)

杉本 憲彦 ベレ出版 9784860644338 1

328 雲の中では何が起こっているのか (BERET SCIENCE) 荒木 健太郎 ベレ出版 9784860643973 1

329 通読できてよくわかる 水の科学 (BERET SCIENCE) 橋本淳司 ベレ出版 9784860644048 1

330
地底の科学 地面の下はどうなっているのか (BERET
SCIENCE)

後藤 忠徳 ベレ出版 9784860643706 1

331
科学の目で見る 日本列島の地震・津波・噴火の歴史
(BERET SCIENCE)

山賀 進 ベレ出版 9784860644765 1

332
天気と海の関係についてわかっていることいないこと
(BERET SCIENCE)

和田 章義 ベレ出版 9784860644734 1

333
異常気象と気候変動についてわかっていることいないこ
と (BERET SCIENCE)

筆保弘徳, 川瀬宏明, 梶
川義幸, 高谷康太郎, 堀
正岳, 竹村俊彦, 竹下秀

ベレ出版 9784860644154 1

334 植物の形には意味がある (BERET SCIENCE) 園池 公毅 ベレ出版 9784860644703 1

335 星が「死ぬ」とはどういうことか (BERET SCIENCE) 田中 雅臣 ベレ出版 9784860644420 1

336 気象災害を科学する (BERET SCIENCE) 三隅 良平 ベレ出版 9784860643942 1

337
系統樹をさかのぼって見えてくる進化の歴史 (BERET
SCIENCE)

長谷川政美 ベレ出版 9784860644109 1
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338 ハルキゲニたんの古生物学入門 古生代編 川崎 悟司 築地書館 9784806715115 1

339 ハルキゲニたんの古生物学入門 中生代編 川崎 悟司 築地書館 9784806715122 1

340 観察する目が変わる動物学入門 (BERET SCIENCE) 浅場 明莉, 菊水 健史 ベレ出版 9784860644031 1

341
知られざる縄文ライフ: え?貝塚ってゴミ捨て場じゃなかっ
たんですか!?

譽田 亜紀子 誠文堂新光社 9784416716168 1

342 だから昆虫は面白い:くらべて際立つ多様性 丸山 宗利 東京書籍 9784487810048 1

343 新人諸君!  弱い雄の戦略に学べ! 内山りゅう 駒草出版 9784905447672 1

344 分析化学 (化学はじめの一歩シリーズ) 角田 欣一, 渡辺 正 化学同人 9784759816358 1

345
基礎からわかる電気化学(第2版) (物質工学入門シリー
ズ)

泉 生一郎, 石川 正司,
片倉 勝己, 青井 芳史,
長尾 恭孝

森北出版 9784627245426 1

346 基礎からわかる高分子材料 (物質工学入門シリーズ)
井上 和人, 清水 秀信,
岡部 勝

森北出版 9784627245815 1

347 生体材料化学 - 基礎と応用 -
浅沼浩之, 樫田啓, 神谷
由紀子

コロナ社 9784339067507 1

348 基本化学熱力学「基礎編」 蒲池 幹治 三共出版 9784782707395 1

349 基本化学熱力学「展開編」 蒲池 幹治 三共出版 9784782707401 1

350
たのしい物理化学1 化学熱力学・反応速度論 (KS化学
専門書)

加納 健司, 山本 雅博 講談社 9784061543959 1

351 電池はどこまで軽くなる? 電気化学会 丸善出版 9784621087053 1

352 これでわかる電気化学 矢野 潤, 木谷 皓 三共出版 9784782706954 1

353 からだが喜ぶおかゆ料理帖 野崎 洋光 PHP研究所 9784569820491 1

354 はじめての精進料理: 基礎から学ぶ野菜の料理 高梨 尚之 東京書籍 9784487808007 1

355 ベーシック応用言語学 石川慎一郎 ひつじ書房 9784894767959 1

356
ちいさい言語学者の冒険――子どもに学ぶことばの秘
密 (岩波科学ライブラリー)

広瀬 友紀 岩波書店 9784000296595 1

357
よくわかる社会言語学 (やわらかアカデミズム・〈わかる〉
シリーズ)

田中春美, 田中幸子 ミネルヴァ書房 9784623072699 1

358 社会言語学のまなざし (シリーズ「知のまなざし」) 佐野 直子 三元社 9784883033843 1

359 会話分析の基礎
高木智世, 細田由利, 森
田笑

ひつじ書房 9784894768260 1

360
対話表現はなぜ必要なのか: 最新の理論で考える (シ
リーズ・言語表現とコミュニケーション)

東森 勲 朝倉書店 9784254516227 1

361
語はなぜ多義になるのか: ―コンテキストの作用を考え
る― (シリーズ“言語表現とコミュニケーション”)

中野 弘三 朝倉書店 9784254516210 1

362
発話の解釈はなぜ多様なのか: ─コミュニケーション能
力の働きを考える─ (シリーズ“言語表現とコミュニケー
ション”)

中島 信夫 朝倉書店 9784254516234 1

363 意味ってなに?: 形式意味論入門 ポール・ポートナー 勁草書房 9784326102464 1
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364
「もの」の意味、「時間」の意味 ―記号化に頼らない形式
意味論の話

荻原俊幸 くろしお出版 9784874246801 1

365
音とことばのふしぎな世界――メイド声から英語の達人
まで (岩波科学ライブラリー)

川原 繁人 岩波書店 9784000296441 1

366 徹底比較 日本語文法と英文法
平田一郎, 寺田寛, 岸本
秀樹, 本田謙介, 田中江
扶, 今仁生美

くろしお出版 9784874246894 1

367 自然論理と日常言語?ことばと論理の統合的研究 山梨正明 ひつじ書房 9784894768574 1

368 ことばをめぐる諸問題: 言語学・日本語論への招待 松本 克己 三省堂 9784385362762 1

369 ことばの地理学: 方言はなぜそこにあるのか 大西 拓一郎 大修館書店 9784469213607 1

370 肺炎がいやなら、のどを鍛えなさい 西山耕一郎 飛鳥新社 9784864105545 1

371 ことばの本質に迫る理論言語学
畠山雄二, 岸本秀樹, 谷
口一美, 本田謙介, 田中
江扶, 藤田耕司

くろしお出版 9784874246146 1

372 フシギなくらい見えてくる!  本当にわかる言語学 佐久間 淳一 日本実業出版社 9784534051370 1

373 アキラとあきら (徳間文庫) 池井戸潤 徳間書店 9784198942304 1

374
食べるなら、どっち! ? 不安食品見極めガイド (Sanctuary
books)

渡辺雄二 サンクチュアリ出版 9784861139918 1

375 大学生からはじめる社会人基礎力トレーニング 唐沢 明 丸善出版 9784621301555 1

376 野崎さんに教わる 野菜料理 おいしさのひみつ 野崎洋光 家の光協会 9784259565428 1

377 はちみつスイーツ 若山曜子 家の光協会 9784259565411 1

378 3日で2キロやせる おいしい塩なしレシピ 吉田 麻子 KADOKAWA 9784048959483 1

379 定年認知症にならない脳が冴える新17の習慣 築山 節 集英社 9784087815610 1

380 危険生物ファーストエイドハンドブック 海編 NPO法人 武蔵野自然塾 文一総合出版 9784829981481 1

381 危険生物ファーストエイドハンドブック 陸編 NPO法人 武蔵野自然塾 文一総合出版 9784829981474 1

382 仕事場のちょっと奥までよろしいですか? 佐藤 ジュンコ ポプラ社 9784591154618 1

383 キャッチコピーの教科書 (1THEME×1MINUTE) さわらぎ 寛子 すばる舎 9784799106198 1

384 「いつも誰かに振り回される」が一瞬で変わる方法 大嶋 信頼 すばる舎 9784799105559 1

385 この嘘がばれないうちに 川口俊和 サンマーク出版 9784763136077 1

386
これ、いったいどうやったら売れるんですか? 身近な疑
問からはじめるマーケティング (SB新書)

永井 孝尚 SBクリエイティブ 9784797388954 1

387
天気痛 つらい痛み・不安の原因と治療方法 (光文社新
書)

佐藤 純 光文社 9784334039905 1

388
新版 動的平衡: 生命はなぜそこに宿るのか (小学館新
書 ふ 7-1)

福岡 伸一 小学館 9784098253012 1

389 無意識の構造 (中公新書) 河合 隼雄 中央公論新社 9784121804815 1
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390 戦国武将の病(やまい)が歴史を動かした (PHP新書) 若林 利光 PHP研究所 9784569836270 1

391
答えは自分の中にある 終末期医療と在宅看取り介護
の記録 (Parade books)

マキプ→ パレード 9784434231940 1

392
フランス人は10着しか服を持たない ファイナル・レッスン
「凜とした魅力」がすべてを変える

ジェニファー・L・スコット 大和書房 9784479783879 1

393 「もう心が折れそう! 」というときすぐ効く仕事のコツ大全 トキオ・ナレッジ PHP研究所 9784569835990 1

394 3秒で頭が冴えるすごい方法 堀 大輔 総合法令出版 9784862805515 1

395 冷凍するだけ つくりおき 池上 正子 学研プラス 9784058007808 1

396
つくおき3 時短、かんたん、パターンいろいろ (美人時間
ブック)

nozomi 光文社 9784334979225 1

397 DTMに役立つ音楽ハンドブック 岡 素世 自由現代社 9784798221762 1

398
ようこそ! 西洋絵画の流れがラクラク頭に入る美術館へ:
ポップカルチャーで読み解く世界の名画

とに~ 誠文堂新光社 9784416516409 1

399 面白くて眠れなくなる解剖学 坂井 建雄 PHP研究所 9784569836096 1

400 柴犬だいふく 後藤 隆之介 扶桑社 9784594076993 1

401 海を照らす光 (下) (ハヤカワepi文庫)
M L Stedman, M・L・ス
テッドマン

早川書房 9784151200892 1

402 海を照らす光 (上) (ハヤカワepi文庫)
M L ステッドマン, M L
Stedman

早川書房 9784151200885 1

403 みみずくは黄昏に飛びたつ 川上 未映子, 村上 春樹 新潮社 9784103534341 1

404 うつ病休職 (新潮新書) 中嶋聡 新潮社 9784106107177 1

405 できない脳ほど自信過剰 池谷 裕二 朝日新聞出版 9784023316027 1

406 精神科医がみつけた 運のいい人、悪い人の心の習慣 水島 広子 海竜社 9784759315400 1

407
フラットランド たくさんの次元のものがたり (講談社選書
メチエ)

エドウィン.アボット・ア
ボット

講談社 9784062586535 1

408 日野原重明のリーダーシップ論: 熟成一〇〇年の英知 アンドレア バウマン
冨山房インターナショナ
ル

9784866000282 1

409
33歳漫画家志望が脳梗塞になった話 (ふんわりジャン
プ)

あやめ ゴン太 集英社 9784087808117 1

410
原子核物理 物質の究極の世界を覗く (サイエンス・パ
レット)

Frank Close 丸善出版 9784621301654 1

411
みんなの医療統計 多変量解析編 10日間で基礎理論と
EZRを完全マスター! (KS医学・薬学専門書)

新谷 歩 講談社 9784061563216 1

412
オノマトペの謎――ピカチュウからモフモフまで (岩波科
学ライブラリー)

窪薗 晴夫 岩波書店 9784000296618 1

413 認知症になった私が伝えたいこと 佐藤 雅彦 大月書店 9784272360826 1

414
介護する息子たち: 男性性の死角とケアのジェンダー分
析

平山 亮 勁草書房 9784326654055 1

415
「正しい政策」がないならどうすべきか: 政策のための哲
学

ジョナサン ウルフ 勁草書房 9784326154401 1
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416
思考を鍛える大学の学び入門――論理的な考え方・書
き方からキャリアデザインまで

井下 千以子 慶應義塾大学出版会 9784766424126 1

417 Rで多変量解析 渡辺 利夫 ナカニシヤ出版 9784779510984 1

418 迷わないおしゃれ 高橋 愛 WAVE出版 9784866210575 1

419 あたらしい北海道旅行 (NEW TRIP) セソコマサユキ WAVE出版 9784866210599 1

420 観るまえに読む 大修館スポーツルール2017 大修館書店編集部 大修館書店 9784469268164 1

421 エシカルな農業: 未来のために今すべきこと 伊藤 一幸 誠文堂新光社 9784416916421 1

422
昨日よりも綺麗になる魔法の習慣: 美しさを日々更新す
るための98の美容実践術 (光文社知恵の森文庫)

楊 さちこ 光文社 9784334786601 1

423 美人になれる、たくさんの魔法 大人のプチプラメイク術 hiromi KADOKAWA 9784040690025 1

424 鳥類学者 無謀にも恐竜を語る (生物ミステリー) 川上 和人 技術評論社 9784774155654 1

425 カフェのある美術館 素敵な時間をたのしむ 青い日記帳 世界文化社 9784418172108 1

426 字が汚い! 新保 信長 文藝春秋 9784163906317 1

427 香害(こうがい) そのニオイから身を守るには 岡田 幹治 金曜日 9784865720181 1

428 遠い部屋、遠い奇跡 (エクス・リブリス)
ダニヤール ムイーヌッ
ディーン

白水社 9784560090374 1

429 民のいない神 (エクス・リブリス) ハリ クンズル 白水社 9784560090381 1

430 歩道橋の魔術師 (エクス・リブリス) 呉明益 白水社 9784560090398 1

431 神秘列車 (エクス・リブリス) 甘耀明 白水社 9784560090404 1

432 生まれるためのガイドブック (エクス・リブリス) ラモーナ オースベル 白水社 9784560090411 1

433 ムシェ 小さな英雄の物語 (エクス・リブリス) キルメン・ウリベ 白水社 9784560090428 1

434 ミニチュアの妻 (エクス・リブリス) マヌエル・ゴンザレス 白水社 9784560090435 1

435 軋む心 (エクス・リブリス) ドナル・ライアン 白水社 9784560090442 1

436 ポーランドのボクサー (エクス・リブリス) エドゥアルド・ハルフォン 白水社 9784560090459 1

437 10:04 (エクス・リブリス) ベン・ラーナー 白水社 9784560090503 1

438 ピンポン (エクス・リブリス) パク・ミンギュ 白水社 9784560090510 1

439 至福の烙印 (エクス・リブリス) クラウス・メルツ 白水社 9784560090527 1

440 イルストラード (エクス・リブリス) ミゲル シフーコ 白水社 9784560090169 1

441 デニーロ・ゲーム (エクス・リブリス) ラウィ ハージ 白水社 9784560090176 1
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442 地図になかった世界 (エクス・リブリス) エドワード P ジョーンズ 白水社 9784560090190 1

443 河・岸 (エクス・リブリス) 蘇 童 白水社 9784560090206 1

444 ティンカーズ (エクス・リブリス) ポール ハーディング 白水社 9784560090213 1

445 ブルックリン (エクス・リブリス) コルム トビーン 白水社 9784560090220 1

446 無分別 (エクス・リブリス)
オラシオ・カステジャーノ
ス・モヤ

白水社 9784560090237 1

447 ぼくは覚えている (エクス・リブリス) ジョー ブレイナード 白水社 9784560090251 1

448 空気の名前 (エクス・リブリス)
アルベルト ルイ=サン
チェス

白水社 9784560090268 1

449 神は死んだ (エクス・リブリス) ロン カリー ジュニア 白水社 9784560090275 1

450 シガレット (エクス・リブリス) ハリー マシューズ 白水社 9784560090282 1

451 愛と障害 (エクス・リブリス) アレクサンダル・ヘモン 白水社 9784560090312 1

452 アルグン川の右岸 (エクス・リブリス) 遅 子建 白水社 9784560090336 1

453 かつては岸 (エクス・リブリス) ポール ユーン 白水社 9784560090343 1

454 エウロペアナ: 二〇世紀史概説 (エクス・リブリス) パトリク オウジェドニーク 白水社 9784560090350 1

455 女がいる (エクス・リブリス)
エステルハージ ペーテ
ル

白水社 9784560090367 1

456 青い野を歩く (エクス・リブリス) クレア キーガン 白水社 9784560090060 1

457 煙の樹 (エクス・リブリス) デニス ジョンソン 白水社 9784560090077 1

458 野生の探偵たち〈下〉 (エクス・リブリス) ロベルト ボラーニョ 白水社 9784560090091 1

459 そんな日の雨傘に (エクス・リブリス)
ヴィルヘルム ゲナツィー
ノ

白水社 9784560090107 1

460
ウィルバーフォース氏のヴィンテージ・ワイン (エクス・リ
ブリス)

ポール トーディ 白水社 9784560090114 1

461 昼の家、夜の家 (エクス・リブリス) オルガ トカルチュク 白水社 9784560090121 1

462 馬を盗みに (エクス・リブリス) ペール ペッテルソン 白水社 9784560090138 1

463
兵士はどうやってグラモフォンを修理するか (エクス・リブ
リス)

サーシャ スタニシチ 白水社 9784560090145 1

464 ヴァレンタインズ (エクス・リブリス) オラフ オラフソン 白水社 9784560090152 1

465 ミスター・ピップ (EXLIBRIS) ロイド ジョーンズ 白水社 9784560090046 1

466 悲しみを聴く石 (EXLIBRIS) アティーク ラヒーミー 白水社 9784560090053 1

467 盆栽/木々の私生活 (EXLIBRIS) アレハンドロ サンブラ 白水社 9784560090299 1
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468 緩慢の発見 (EXLIBRIS) シュテン ナドルニー 白水社 9784560090305 1

469 逃亡派 (EXLIBRIS) オルガ トカルチュク 白水社 9784560090329 1

470 鬼殺し(下) (エクス・リブリス) 甘耀明 白水社 9784560090497 1

471 鬼殺し(上) (EXLIBRIS) 甘耀明 白水社 9784560090480 1

472 うつヌケ うつトンネルを抜けた人たち 田中 圭一 KADOKAWA 9784041037089 1

473
戦争の日本中世史: 「下剋上」は本当にあったのか (新
潮選書)

呉座 勇一 新潮社 9784106037399 1

474
「時間」はどこへ消えたのか?―――「期限」が仕事を遅く
する

吉都紀 太介 ダイヤモンド社 9784478083826 1

475 「平家物語」という世界文学 日下 力 笠間書院 9784305708366 1

476 子どもが元気になる在宅ケア 梶原厚子 南山堂 9784525502911 1

477
認知症高齢者のチーム医療と看護: グッドプラクティスの
ために

一般社団法人日本老年
看護学会, 亀井智子

中央法規出版 9784805854686 1

478
自分らしく働くために 看護キャリアの描き方・作り方-透
析クリニックをモデルにした中小規模病院での看護キャ
リア開発ラダー

下山 節子, 江藤 節代 日本メディカルセンター 9784888752961 1

479 意味づけ・経験知でわかる病態生理看護過程 上巻 福地本晴美, 市川幾恵 日総研出版 9784776018391 1

480
看護職者のための政策過程入門―制度を変えると看護
が変わる!

見藤 隆子 日本看護協会出版会 9784818020511 1

481
精神看護キーワード―多職種間で理解を共有するため
に知っておきたい119

川野 雅資 日本看護協会出版会 9784818020504 2

482
実践事例でわかる 認知症ケアの視点: 21事例から学ぶ
対応のポイント

全国認知症介護指導者
ネットワーク, 認知症介護
研究研修仙台センター,
認知症介護研究研修東

中央法規出版 9784805855263 1

483 認知症 いま本当に知りたいこと101 阿部和穂 武蔵野大学出版会 9784903281322 1

484 まるごと図解 腎臓病と透析 小林 修三, 日? 寿美 照林社 9784796524100 2

485 消化器ナースのギモン: 日ごろ“?”をまとめて解決 西口 幸雄, 久保 健太郎 照林社 9784796524063 2

486 看護に活かせる輸液ノート: ナースが書いた 渡辺朔太郎 照林社 9784796524049 1

487 産業保健マニュアル 森 晃爾 南山堂 9784525184575 1

488
宮子式シンプル思考主任看護師の役割・判断・行動―
1,600人の悩み解決の指針

宮子 あずさ 日総研出版 9784776018193 1

489 初期統合失調症 新版
中安 信夫, 関 由賀子,
針間 博彦

星和書店 9784791109593 1

490 緊急度判定支援システム JTAS2017ガイドブック
日本救急医学会, 日本救
急看護学会, 日本小児救
急医学会

へるす出版 9784892699252 1

491
周術期医療安全Q&A70 －周術期管理チームが創る多
職種連携

南 敏明, 駒澤 伸泰 中外医学社 9784498055285 1

492 専門医が語る認知症ガイドブック 池田 健, 小阪 憲司 金剛出版 9784772415590 1

493
高齢者を低栄養にしない20のアプローチ: 「MNA?(簡易
栄養状態評価表)」で早期発見

吉田 貞夫 メディカ出版 9784840461764 1



No. 書      名 著  者 出版者 ISBN
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494 病気と薬物療法 循環器疾患・救急医療/血液疾患
厚田 幸一郎, 厚田 幸一
郎, 久保田 理恵, 前田
定秋

オーム社 9784274219948 1

495
こんなに役立つpoint of care超音波－救急ICUから一般
外来・在宅まで

鈴木 昭広 メジカルビュー社 9784758315999 1

496
認知症の本人・家族の困りごとを解決する医療・介護連
携の秘訣 -初期集中支援チームの実践20事例に学ぶ-

前橋市認知症初期集中
支援チーム

協同医書出版社 9784763960283 1

497 がんリハビリテーション心理学

田尻 寿子, 江原 弘之,
奥野 史子, 泉谷 聡子,
岩田 多加子, 小貫 早希,
境 哲生, 白木 美代子,

医歯薬出版 9784263215791 1

498 急性期病院リハビリテーションマニュアル 安保 雅博, 角田 亘 新興医学出版社 9784880022000 1

499
脳解剖から学べる 高次脳機能障害リハビリテーション
入門 改訂第2版

編著:橋本 圭司, 編著:上
久保 毅

診断と治療社 9784787823144 1

500 発達障害の大学生のためのキャンパスライフQ&A
石井 京子, 池嶋 貫二,
高橋 知音

弘文堂 9784335651755 1

501
新版 ステロイドがわかる本: 病気別 使い方と副作用の
正しい知識

宮坂 信之 法研 9784865132755 1

502
危機状況にある患者・家族の危機の分析と看護介入-
事例集

小島 操子, 佐藤 禮子 金芳堂 9784765317184 2

503 基礎看護学 (放送大学教材) 戸ヶ里 泰典, 井上 智子 放送大学教育振興会 9784595316180 1

504 看護学概説 (放送大学教材) 井出 訓, 井上 洋士 放送大学教育振興会 9784595316173 1

505
最新版 ナースのための早わかりモニター心電図の読み
方と心臓病の検査

小橋 ?一郎 主婦の友社 9784074245567 1

506 ゼロからわかる人工呼吸器ケア 小谷 透 成美堂出版 9784415321011 1

507

救急ナースのための超はやわかり疾患ブック: 緊急度が
ひと目でわかる! /9症状のマップから31疾患を導き出し
次の動きにつなげる (エマージェンシー・ケア2017年夏
季増刊)

船曵 知弘 メディカ出版 9784840459273 1

508
基準看護計画 第3版: 臨床でよく出合う看護診断と潜在
的合併症

島根大学医学部附属病
院看護部

照林社 9784796523806 1

509 熱中症―日本を襲う熱波の恐怖
日本救急医学会, 三宅
康史

へるす出版 9784892699238 1

510 Dr.押味の あなたの医学英語 なんとかします! 押味 貴之 メジカルビュー社 9784758309608 1

511
ケーススタディで学ぶ がん患者ロジカル・トータルサ
ポート

?瀬 久光, 井手口 直子 じほう 9784840748254 1

512 皇帝の漢方薬図鑑 (じほう図鑑シリーズ) 木村 美紀 じほう 9784840749749 1

513 図書館の魔女 第一巻 (講談社文庫) 高田 大介 講談社 9784062933650 1

514 図書館の魔女 第二巻 (講談社文庫) 高田 大介 講談社 9784062933667 1

515 図書館の魔女 第三巻 (講談社文庫) 高田 大介 講談社 9784062933872 1

516 図書館の魔女 第四巻 (講談社文庫) 高田 大介 講談社 9784062933889 1

517
天久鷹央の推理カルテV: 神秘のセラピスト (新潮文庫
nex)

知念 実希人 新潮社 9784101800905 1

518 平和の玩具 (白水Uブックス) サキ 白水社 9784560072141 1

519 うつ病:回復に向けた対話 (文庫クセジュ)
パスカル=アンリ・ケレー
ル

白水社 9784560510131 1
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520 お金の悪魔: フェおばさんの経済学レクチャー
H.M. エンツェンスベル
ガー

晶文社 9784794969620 1

521 「すぐ不安になってしまう」が一瞬で消える方法 大嶋 信頼 すばる舎 9784799106211 1

522 行動科学を使ったストレスを消す技術 石田 淳 総合法令出版 9784862805553 1

523
8つのツボで30の病気を治す本 (アメリカの医大教授が
厳選!)

?橋 徳 マキノ出版 9784837613022 1

524 発想法 改版 - 創造性開発のために (中公新書) 川喜田 二郎 中央公論新社 9784121801364 1

525
デキる人が使っている 人の心を動かす 使える質問 (オ
トナの教養BOOK)

松田充弘, 日小田正人 朝日新聞出版 9784023331563 1

526
マンガでわかる まるごと栄養図鑑: 正しい健康の知識と
管理をキャラクターが教える!

代居 真知子 誠文堂新光社 9784416516317 1

527 新版 世界史モノ事典 平凡社 平凡社 9784582124309 1

528 新版 日本史モノ事典 平凡社 平凡社 9784582124293 1

529 高校で教わりたかった生物 (大人のための科学) 趙 大衛, 松田 良一 日本評論社 9784535600331 1

530 われらをめぐる海 (ハヤカワ文庫 NF (5)) レイチェル・カースン 早川書房 9784150500054 1

531 センス・オブ・ワンダー レイチェル・L. カーソン 新潮社 9784105197025 1

532 沈黙の春 (新潮文庫) レイチェル カーソン 新潮社 9784102074015 1

533 容疑者Xの献身 (文春文庫) 東野 圭吾 文藝春秋 9784167110123 1

534 聖女の救済 (文春文庫) 東野　圭吾 文藝春秋 9784167110147 1

535 ガリレオの苦悩 (文春文庫) 東野　圭吾 文藝春秋 9784167110130 1

536 予知夢 (文春文庫) 東野 圭吾 文藝春秋 9784167110086 1

537 探偵ガリレオ (文春文庫) 東野 圭吾 文藝春秋 9784167110079 1

538 真夏の方程式 (文春文庫) 東野 圭吾 文藝春秋 9784167110154 1

539 虚像の道化師 (文春文庫) 東野 圭吾 文藝春秋 9784167903114 1

540 禁断の魔術 (文春文庫) 東野 圭吾 文藝春秋 9784167903770 1

541 卒業 (講談社文庫) 東野 圭吾 講談社 9784061844407 1

542 赤い指 (講談社文庫) 東野 圭吾 講談社 9784062764445 1

543 私が彼を殺した (講談社文庫) 東野 圭吾 講談社 9784062733854 1

544 悪意 (講談社文庫) 東野 圭吾 講談社 9784062730174 1

545 眠りの森 (講談社文庫) 東野 圭吾 講談社 9784061851306 1



No. 書      名 著  者 出版者 ISBN
注文
冊 数

546 嘘をもうひとつだけ (講談社文庫) 東野 圭吾 講談社 9784062736695 1

547 少女 (双葉文庫) 湊 かなえ 双葉社 9784575514834 1

548 境遇 (双葉文庫) 湊 かなえ 双葉社 9784575518238 1

549 往復書簡 (幻冬舎文庫) 湊 かなえ 幻冬舎 9784344419063 1

550 花の鎖 (文春文庫) 湊 かなえ 文藝春秋 9784167860011 1

551 サファイア (ハルキ文庫) 湊かなえ 角川春樹事務所 9784758438957 1

552 母性 (新潮文庫) 湊 かなえ 新潮社 9784101267715 1

553 あるかしら書店 ヨシタケ シンスケ ポプラ社 9784591154441 1

554 本の子
オリヴァー ジェファーズ,
サム ウィンストン

ポプラ社 9784591154571 1

555 なぜ、世界は“右傾化"するのか? (ポプラ新書) 池上彰, 増田ユリヤ ポプラ社 9784591153406 1

556 (128)最高の空港の歩き方 (ポプラ新書) 齊藤 成人 ポプラ社 9784591154847 1

557 モデルが秘密にしたがる体幹リセットダイエット 佐久間健一 サンマーク出版 9784763136213 1

558
世界の果てのありえない場所 本当に行ける幻想エリア
マップ

トラビス・エルボラフ, アラ
ン・ホースフィールド

日経ナショナルジオグラ
フィック社

9784863133778 1

559 泣かないで、沙保里: 負けても克つ子の育て方 吉田 幸代 小学館 9784093885348 1

560 ハリネズミの願い トーン テレヘン 新潮社 9784105069919 1

561 恋するディズニー 別れるディズニー (新潮文庫) 堀井 憲一郎 新潮社 9784101346762 1

562 教団X (集英社文庫) 中村 文則 集英社 9784087455915 1

563 イノセント・デイズ (新潮文庫) 早見 和真 新潮社 9784101206912 1

564 政と源 (集英社オレンジ文庫) 三浦 しをん 集英社 9784086801355 1


