
No. 書名 著者名 出版者 
1 Cの福音 (角川文庫:15382) 楡周平著 角川書店 
2 猛禽の宴：続・Cの福音  楡周平著 宝島社 
3 朝倉恭介：Cの福音・完結篇 楡周平著 宝島社 
4 サリエルの命題 楡周平著 講談社 
5 終の盟約 楡周平著 集英社 
6 蒲生邸事件 上 : 新装版 (文春文庫:[み-17-12], [み-17-13]) 宮部みゆき著 文藝春秋 
7 蒲生邸事件 下 : 新装版 (文春文庫:[み-17-12], [み-17-13]) 宮部みゆき著 文藝春秋 
8 空海 高村薫著 新潮社 
9 新・考えるヒント 池田晶子著 講談社 
10 知ることより考えること 池田晶子著 新潮社 
11 日本文学の古典50選 (角川文庫:22438) 久保田淳[著] KADOKAWA 
12 尾崎紅葉事典 山田有策 [ほか] 編 翰林書房 
13 文豪の死に様 門賀美央子著 誠文堂新光社 
14 響映する日本文学史 (放送大学叢書:052. OPEN) 島内裕子著 左右社 
15 詩人・萩原朔太郎の横恋慕 大野富次著 あけび書房 
16 多職種チームで行う強度行動障害のある人への医療的アプローチ 国立病院機構肥前精神医療センター監修/會田千重編集 中央法規出版 
17 メンタルヘルス時代の精神医学入門 : こころの病の理解と支援 松本卓也, 野間俊一編著 ミネルヴァ書房 
18 「発達障害」とはなんだろう? : 真の自尊ルネッサンスへ (「こころ学」シリーズ:3) 石川憲彦著 ジャパンマシニスト社 
19 認知症のある人と向き合う : 診察室の対話から思いをひきだすヒント 大石智著 新興医学出版社 
20 精神療法の実践 : 治療がうまくいかない要因と対処法 堀越勝, 野村俊明著 医学書院 
21 ノースライト 横山秀夫著 新潮社 
22 美しき凶器 : 長編推理小説 新装版 (光文社文庫:[ひ6-23]) 東野圭吾著 光文社 
23 11文字の殺人 : 長編推理小説 : 新装版 (光文社文庫:[ひ6-19]) 東野圭吾著 光文社 
24 クックパッドの大好評鶏むね肉決定版100 : 325万品から厳選したベストレシピ (TJ MOOK)  宝島社 
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25 クックパッドのホットケーキミックスベストレシピ (FUSOSHA MOOK)  扶桑社 
26 クックパッドの「リピ決定」レシピ食べた人が大絶賛! : つくれぽに寄せられた「おいしかった〓」のメッセージ (TJ MOOK)  宝島社 
27 チーム・バチスタの栄光 新装版 (宝島社文庫:Cか-1-17) 海堂尊著 宝島社 
28 クックパッドの絶品もやしレシピ (TJ MOOK)  宝島社 
29 クックパッドの絶品きのこレシピ : きのこでかさ増し&うま味がアップ!ジューシーな食感がたまらない! (TJ MOOK)  宝島社 
30 殿堂入りレシピも大公開!クックパッドのつくりおき冷凍おかず (FUSOSHA MOOK)  扶桑社 
31 クックパッドの大好評ホットプレートレシピ (TJ MOOK)  宝島社 

32 おかえり!めいちゃん : 白血病とたたかった子どもが学校にもどるまで 新装版 
おおみさきえ, もりぐちきよみ, がんの子どもの
復学支援プロジェクトチームさく/もりくにおえ 

ふくろう出版 

33 劇場版コード・ブルー : ドクターヘリ緊急救命 (扶桑社文庫:[あ17-3]) 安達奈緒子脚本/蒔田陽平ノベライズ 扶桑社 
34 今日から俺は!!劇場版 (小学館ジュニア文庫:ジに-2-1) 西森博之原作/江橋よしのり著/福田雄一脚本・監督 小学館 
35 大恋愛 : 僕を忘れる君と 上 (扶桑社文庫:0686-0687, [お9-2], [お9-3]) 大石静脚本/高橋和昭ノベライズ 扶桑社 
36 大恋愛 : 僕を忘れる君と 下 (扶桑社文庫:0686-0687, [お9-2], [お9-3]) 大石静脚本/高橋和昭ノベライズ 扶桑社 
37 3年A組 : 今から皆さんは、人質です 武藤将吾原作 宝島社 
38 脳がイキイキ!折り紙手芸 : 指先運動で若返る : 決定版 : 大きなイラストと、読みやすいデカ文字! (Boutiquebooks) 岡田郁子監修 ブティック社 
39 法律の学び方 : シッシー&ワッシーと開く法学の扉 青木人志著 有斐閣 
40 ゼロから始める!マンガFX入門 川口一晃著/なぎはしここ, サイドランチマンガ 高橋書店 
41 いつもの食材効能&レシピ帖 : 漢方の知恵を毎日の食卓に : 食材338点レシピ151点 早乙女孝子著 滋慶出版/土屋書店 
42 ずっと使えるFXチャート分析の基本 : シンプルなテクニカル分析による売買ポイントの見つけ方 田向宏行著 自由国民社 
43 東洋医学基本としくみ : 最新カラー図解 仙頭正四郎監修 西東社 
44 図説地図とあらすじでわかる!古事記と日本書紀 (青春文庫:さ-36) 坂本勝監修 青春出版社 
45 新ゼロからスタート中国語 : だれにでもわかる文法と発音の基本ルール 文法編 王丹著 Jリサーチ出版 
46 今さら聞けないお金の超基本 : 節約・貯蓄・投資の前に : ビジュアル版 坂本綾子著 朝日新聞出版 
47 都市計画のキホン (いちからわかる知識&雑学シリーズ) 佐々木晶二著 ぎょうせい 
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48 世界一やさしい!微生物図鑑 鈴木智順監修/WOODYイラスト 新星出版社 
49 薬学生・薬剤師のためのキャリアデザインブック : 大学のキャリア教育にも使える ver. 2 西鶴智香著 薬事日報社 

50 
はじめての漢方ライフ : 薬膳レシピ&食材べんり帳 : 漢方の養生法と薬膳のきほん : 毎日の料
理がすぐ薬膳になる (実用No.1シリーズ) 

薬日本堂監修 主婦の友社 

以 上 


