
ブックハンティング図書購入リスト （蔵本分館）

書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

1
おとなの教養 : 私たちはどこから来て、
どこへ行くのか? (NHK出版新書:431)

池上彰著 NHK出版 002||Ik 316001265

2
情報の呼吸法 : 未来を変える (中経の
文庫)

津田大介著 KADOKAWA 007.3||Ts 316001138

3
悪用禁止!思いのままに人をあやつる
心理学大全 (宝島社新書:465)

斉藤勇監修 宝島社 140||Ak 316001244

4
「覚えられる」が習慣になる!記憶力ドリ
ル

枝川義邦著 総合法令出版 141.34||Ed 316001209

5
Thinking, fast and slow : pbk (Penguin
books)

Daniel Kahneman Penguin 141.5||Ka 316001259

6
誰も書けなかった死後世界地図 2 : 地
上生活編 (コスモ21不思議文庫:.)

A・ファーニス著/岩大路邦
夫訳/山口美佐子文構成

コスモ21 147||Fa||2 316001152

7
20代のうちに知っておきたい仕事の
ルール27

藤沢賢著 総合法令出版 159.4||Fu 316001235

8 頭がよくなる名言100 木村進著 総合法令出版 159.8||Ki 316001090

9 人をつくる言葉 大村智著 毎日新聞出版 159.8||Om 316001237

10 道は開ける : 新装版
D・カーネギー [著]/香山晶
訳

創元社 159||Ca 316001088

11
20代で始める大好きなことの見つけ方
(だいわ文庫)

本田健著 大和書房 159||Ho 316001080

12
20代のうちに知っておきたい言葉の
ルール21

木村進著 総合法令出版 159||Ki 316001219

13
あきらめない心 : 心臓外科医は命をつ
なぐ (新潮文庫:10508, あ-87-1)

天野篤著 新潮社 289.1||Am 316001153

14
るるぶ石垣宮古西表島久米島 '16-'17
(るるぶ情報版:九州 12)

JTBパブリッシング
291.093||Ru||4
905

316001242

15
るるぶバリ島 '17 (るるぶ情報版:海外
10, A10)

JTB
292.093||Ru||
A10

316001239

16
人を育てるアドラー心理学 : 最強の
チームはどう作られるのか

岩井俊憲著 青春出版社 336.3||Iw 316001190

17
人はなぜ不倫をするのか (SB新
書:356)

亀山早苗著 SBクリエイティブ 367.9||Ka 316001136

18
カラスヤサトシの孫子まるわかり
(WINGS COMICS)

カラスヤサトシ著 新書館 399.23||Ka 316001218

19
『ネイチャー』を英語で読みこなす : 本
物の科学英語を身につける (ブルー
バックス:B-1413)

竹内薫著 講談社 407||Ta 316001085

20
三角形の七不思議 : 単純だけど、奥が
深い (ブルーバックス:B-1823)

細矢治夫著 講談社 414.12||Ho 316001108

21
みんなのR : データ分析と統計解析の
新しい教科書

Jared P. Lander著/高柳慎
一, 牧山幸史, 簑田高志訳

マイナビ 417||La 316001182

22
真空のからくり : 質量を生み出した空
間の謎 (ブルーバックス:B-1836)

山田克哉著 講談社 429.6||Ya 316001122

23 実験を安全に行うために 第7版 化学同人編集部編 化学同人 432.1||Ji 316001093



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

24
基礎から学ぶ有機化合物のスペクトル
解析

小川桂一郎, 榊原和久, 村
田滋著

東京化学同人 433.9||Og 316001094

25 知っておきたい有機反応100 日本薬学会編 東京化学同人 437.01||Sh 316001248

26 はじめて学ぶ大学の有機化学 深澤義正, 笛吹修治著 化学同人 437||Fu 316001095

27
死なないやつら : 極限から考える「生
命とは何か」 (ブルーバックス:B-1844)

長沼毅著 講談社 460.4||Na 316001179

28
池上彰が聞いてわかった生命のしくみ
: 東工大で生命科学を学ぶ

池上彰聞き手/岩崎博史, 田
口英樹著

朝日新聞出版 460||Ik 316001139

29
Rによるバイオインフォマティクスデータ
解析 : Bioconductorを用いたゲノムス
ケールのデータマイニング 第2版

樋口千洋著 共立出版 467.3||Hi 316001180

30
新たな魚類大系統 : 遺伝子で解き明
かす魚類3万種の由来と現在 (シリー
ズ・遺伝子から探る生物進化:4)

宮正樹著
慶應義塾大学出版
会

487.51||Mi 316001189

31 死にゆく患者 (ひと) と、どう話すか 國頭英夫著 医学書院 490.14||Ku 316001091

32
穏やかな死に医療はいらない (朝日新
書:389)

萬田緑平著 朝日新聞出版 490.15||Ma 316001107

33
わかってきたかも「医療統計」・・・だけ
ど論文読めません!!

五十嵐中, 佐條麻里著 東京図書 490.19||Ig 316001272

34
そのまま使える病院英語表現5000 第2
版

森島祐子, 仁木久恵, ナン
シー・シャーツ・ホプコ著

医学書院 490.7||Mo 316001275

35

トップジャーナルの症例集で学ぶ医学
英語 BOOK 1 症例読解編 (医学英語
シリーズ : 英語でつなぐ世界といの
ち:1)

高橋玲, 松中みどり著 アルク 490.7||Ta||1 316001234

36

トップジャーナルの症例集で学ぶ医学
英語 BOOK 2 発展知識編 (医学英語
シリーズ : 英語でつなぐ世界といの
ち:1)

高橋玲, 松中みどり著 アルク 490.7||Ta||2 316001294

37
医師国家試験のためのレビューブック
マイナー2017-2018 第7版

国試対策問題編集委員会 メディックメディア
490.79||Is||'17
-'18

316001213

38
医師国家試験のためのレビューブック
小児科 第2版 2017-2018

国試対策問題編集委員会
編集

メディックメディア
490.79||Is||'17
-'18

316001214

39
内科系専門医試験Quick check
[2017](第14版) (Year note 内科・外科
等編:[別冊])

医療情報科学研究所編 Medic Media 490.79||Na 316001252

40
クエスチョン・バンクCBT2017 第10版 v.
1

国試対策問題編集委員会
編

メディックメディア
490.79||Qu||'1
7-1

316001225

41
クエスチョン・バンクCBT2017 第10版 v.
2

国試対策問題編集委員会
編

メディックメディア
490.79||Qu||'1
7-2

316001226

42
クエスチョン・バンクCBT2017 第10版 v.
4

国試対策問題編集委員会
編

メディックメディア
490.79||Qu||'1
7-4

316001227

43
クエスチョン・バンクCBT2017 第8版 v.
5 最新復元問題

国試対策問題編集委員会
編

メディックメディア
490.79||Qu||'1
7-5

316001127

44
Dr.酒井の国試公衆衛生アラーム100
第9版

酒井徹著 テコム 490.79||Sa 316001147

45 マッチング対策 (シリーズまとめてみた) 天沢ヒロ著 医学書院 490.79||Sh 316001102

46
Year note ATLAS 第6版 (Year note 内
科・外科等編:[別冊])

医療情報科学研究所編 Medic Media 490||Ye 316001251



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

47

Year note TOPICS : 内科・外科疾患 :
研修医・非専門医でも知っておくべき近
年と今後の主な動向 2016-2017(第6
版) (Year note 内科・外科等編:[別冊])

医療情報科学研究所編集 Medic Media
490||Ye||'16-
'17

316001250

48
Quick reference for resident [2017](第
4版) (Year note 内科・外科等編:[別
冊])

医療情報科学研究所編集 Medic Media 490||Ye||'17 316001253

49
Year note 内科・外科等編 2017(第26
版)

国試対策問題編集委員会
編

Medic Media 490||Ye||'17 316001254

50
るるぶ京都 '16-'17 (るるぶ情報版:近
畿:4)

日本交通公社出版
事業局

491.093||Ru||4
895

316001241

51
背部・上肢・下肢 (パンスキー ジェスト
解剖学 : 基礎と臨床に役立つ:1)

ベン・パンスキー, トーマス・
R・ジェスト著/星治訳

西村書店 491.1||Pa||1 316001121

52
N教授の生理学講義ノート : 人体のしく
みとしかけをわかりやすく伝授

二宮治明著 日本医事新報社 491.3||Ni 316001112

53
N教授の生理学講義ノート : 人体のしく
みとしかけをわかりやすく伝授

二宮治明著 日本医事新報社 491.3||Ni 316001113

54
肝・胆・膵 (イメカラ : イメージするカラダ
のしくみ)

医療情報科学研究所編集 メディックメディア 491.347||Im 316001082

55 新微生物学 (Qシリーズ) 舘田一博 [ほか] 編著 日本医事新報社 491.7||Sh 316001243

56 エッセンシャル免疫学 第3版 ピーター・パーラム著
メディカル・サイエ
ンス・インターナ
ショナル

491.8||Pa 316001092

57
みんなのEBMと臨床研究 : ゼロから始
めて一冊でわかる!

神田善伸著 南江堂 492.07||Ka 316001271

58
るるぶ台湾 '17 (るるぶ情報版:A8.
Asia)

JTBパブリッシング
492.093||Ru||
A8

316001240

59 今さら聞けない画像診断のキホン
西川正憲 [ほか] 著/日経メ
ディカル編集

日経BP社/日経BP
マーケティング (発
売)

492.1||Im 316001274

60
臨床検査技師国家試験問題集 2017年
版

全国臨床検査技師教育施
設協議会編

医歯薬出版 492.1||Ri||'17 316001177

61
臨床検査技師国家試験問題注解 2017
年版

臨床検査技師国家試験問
題注解編集委員会編

金原出版 492.1||Ri||'17 316001178

62 JRC蘇生ガイドライン2015 日本蘇生協議会監修 医学書院 492.29||Jr 316001215

63

今日からできる薬の引き算ポリファーマ
シー対策 : 多職種連携が解決のカギ!
(Gノート : 患者を診る地域を診るまるご
と診る:Vol.3No.7(2016))

大橋博樹編 : 八田重雄編 羊土社 492.3||Ky 316001081

64
TDM領域 (4ステップ臨床力UPエクサ
サイズ : 病態・治療・患者対応までまる
ごと身につく!:4)

三浦崇則, 万塩裕之編著 じほう 492.3||Mi 316001109

65
画像解剖コンパクトナビ : 医学生・研修
医必携

百島祐貴著 医学教育出版社 492.43||Mo 316001083

66
脳神経・運動器・感覚器・呼吸器 第6版
(なぜ?どうして? : 看護師・看護学生の
ための:5. 成人看護)

医療情報科学研究所編 メディックメディア 492.908||Na||5 316001105

67
母性看護 第6版 (なぜ?どうして? : 看護
師・看護学生のための:8)

医療情報科学研究所編 メディックメディア 492.908||Na||8 316001186

68
ウエルネスからみた母性看護過程+病
態関連図 第3版

佐世正勝, 石村由利子編 医学書院 492.924||Ue 316001154

69
ウエルネスからみた母性看護過程+病
態関連図 第3版

佐世正勝, 石村由利子編 医学書院 492.924||Ue 316001155



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

70
ウエルネスからみた母性看護過程+病
態関連図 第3版

佐世正勝, 石村由利子編 医学書院 492.924||Ue 316001156

71 ビジュアルノート 第5版
医療情報科学研究所編/茨
木保イラスト

メディックメディア 492||Bi 316001084

72
今日の治療指針 : 私はこう治療してい
る ポケット判 2016年版

日野原重明, 阿部正和監修 医学書院 492||Ko||'16 316001195

73
救急や病棟で必ず役立つ基本手技 (レ
ジデントノート別冊ズバリ!日常診療の
基本講座:3)

奈良信雄編 羊土社 492||Re||3 316001206

74
咳の診かた、止めかた : ガイドラインだ
けではわからない日常診療の疑問に
答えます!

藤森勝也編 羊土社 493.3||Se 316001273

75
ジェネラリストのための肺炎画像診断
のコツと診療の手引き

藤田次郎編 医薬ジャーナル社 493.38||Ｊｅ 316001142

76
大人のADHD (講談社+α文庫:[A155-
1])

司馬理英子 [著] 講談社 493.73||Sh 316001137

77
大人の発達障害を診るということ : 診
断や対応に迷う症例から考える

青木省三, 村上伸治編集 医学書院 493.76||Ot 316001257

78 感染症 (Simple step series) 西基編著/高橋茂樹原著 海馬書房 493.8||Ka 316001199

79
疫病と世界史 上 (中公文庫:[マ-10-1],
[マ-10-2])

ウィリアム・H・マクニール著/
佐々木昭夫訳

中央公論新社 493.8||Mc||1 316001187

80
疫病と世界史 下 (中公文庫:[マ-10-1],
[マ-10-2])

ウィリアム・H・マクニール著/
佐々木昭夫訳

中央公論新社 493.8||Mc||2 316001188

81
標準小児科学 第8版 (Standard
textbook)

原寿郎, 高橋孝雄, 細井創
編集/武田英二 [ほか] 執筆

医学書院 493.9||Hy 316001128

82 プライマリケアで診る発達障害 黒木春郎著 中外医学社 493.937||Ku 316001258

83
内科學 分冊版 第10版 1.内科学総論
症候学 治療学 感染症・寄生虫 循環
器系

矢崎義雄総編集/伊藤貞嘉
[ほか] 編集

朝倉書店 493||Na||1 316001220

84
内科學 分冊版 第10版 2.血圧 呼吸器
系 消化管・膵・腹膜 肝・胆道

矢崎義雄総編集/伊藤貞嘉
[ほか] 編集

朝倉書店 493||Na||2 316001221

85
内科學 分冊版 第10版 3.リウマチ・アレ
ルギー 腎・尿路系 内分泌系 代謝・栄
養

矢崎義雄総編集/伊藤貞嘉
[ほか] 編集

朝倉書店 493||Na||3 316001222

86
内科學 分冊版 第10版 4.血液 神経系
環境要因・中毒

矢崎義雄総編集/伊藤貞嘉
[ほか] 編集

朝倉書店 493||Na||4 316001223

87
外傷処置・小手技の技&Tips : はやく,
要領よく,きれいに仕上げる極意

岡崎睦編著 メジカルビュー社 494.3||Ok 316001176

88 やさしく学べるがん免疫療法のしくみ 玉田耕治著 羊土社 494.5||Ta 316001146

89 皮膚科 (Simple step series) 瀧川雅浩監修 海馬書房 494.8||Hi 316001198

90
皮膚疾患ペディア (日本医師会生涯教
育シリーズ)

片山一朗監修 : 浅井俊弥編
集 : 岩月啓氏編集 : 横関博
雄編集

日本医師会 494.8||Hi 316001249

91
産科・婦人科領域 (4ステップ臨床力UP
エクササイズ : 病態・治療・患者対応ま
でまるごと身につく!:3)

三浦崇則, 大野愛編著 じほう 495.2||Mi 316001111

92
知っているようで知らない新しい糖尿病
網膜症診療

石田晋編集 メジカルビュー社 496.34||Sh 316001247



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

93
前視野緑内障に向き合う : PPGを発見
した時,どう考え管理するか

中沢徹編集 文光堂 496.36||Ze 316001245

94
めまいを見分ける・治療する (ENT[耳
鼻咽喉科]臨床フロンティア)

内藤泰専門編集 中山書店 496.6||Me 316001246

95 眼科 第3版 (Step series) 江口弘芳著 海馬書房 496||Ga 316001270

96
標準眼科学 第13版 (Standard
textbook)

中澤満, 村上晶編集/澤口
昭一 [ほか] 執筆

医学書院 496||Hy 316001224

97 デンタル・プレゼンテーション 内山茂著
デンタルダイヤモン
ド社

497.07||Uc 316001098

98
Key words CBT 第4版 4 : チェックテス
ト臨床篇 : 写真集 (歯科CBT対策シ
リーズ)

DES歯学教育スクール編 医学評論社 497.079||Ke||4 316001101

99
Key words CBT 第4版 4 : チェックテス
ト臨床篇 : E-1,2 (歯科CBT対策シリー
ズ)

DES歯学教育スクール編 医学評論社
497.079||Ke||4
-E-1,2

316001099

100
Key words CBT 第4版 4 : チェックテス
ト臨床篇 : E-3,4 (歯科CBT対策シリー
ズ)

DES歯学教育スクール編 医学評論社
497.079||Ke||4
-E-3,4

316001100

101 国試の鉄人 第14版 上 石井保昌 国試の鉄人の会 497.079||Ko||1 316001260

102 国試の鉄人 第14版 下 石井保昌 国試の鉄人の会 497.079||Ko||2 316001261

103
歯科医師国家試験対策必修naviオリジ
ナル問題集

麻布デンタルアカデミー編
麻布デンタルアカ
デミー

497.079||Sh 316001157

104 歯科医師国家試験問題解説 第109回 麻布デンタルアカデミー編
千乃コーポレーショ
ン

497.079||Sh||1
09

316001159

105
歯科国試answer 2017, v. 1: 必修の基
本的事項

DES歯学教育スクール編 医学評論社
497.079||Sh||'
17-1

316001163

106
基礎/正常 異常 微生物学 薬理学 歯
科理工学 診療総論 2017 (歯科医師国
家試験参考書 : New text:1)

麻布デンタルアカデミー編 麻布プレス
497.079||Sh||'
17-1

316001256

107
歯科国試answer 2017, v. 10: 歯科補綴
学2, 部分床義歯学/全部床義歯学

DES歯学教育スクール編 医学評論社
497.079||Sh||'
17-10

316001172

108
歯科国試answer 2017, v. 11: 口腔外科
学1

DES歯学教育スクール編 医学評論社
497.079||Sh||'
17-11

316001173

109
歯科国試answer 2017, v. 12: 口腔外科
学2

DES歯学教育スクール編 医学評論社
497.079||Sh||'
17-12

316001174

110
歯科国試answer 2017, v. 13: 口腔外科
学3/高齢者歯科/摂食・嚥下/歯科麻
酔学/歯科放射線学

DES歯学教育スクール編 医学評論社
497.079||Sh||'
17-13

316001175

111
歯科国試answer 2017, v. 2: 基礎系歯
科医学1, 解剖学・組織学/生化学/生
理学/病理学

DES歯学教育スクール編 医学評論社
497.079||Sh||'
17-2

316001164

112
歯科国試answer 2017, v. 3: 基礎系歯
科医学2, 微生物学/免疫学/薬理学/
歯科理工学

DES歯学教育スクール編 医学評論社
497.079||Sh||'
17-3

316001165

113
歯科国試answer 2017, v. 4: 社会歯科・
口腔衛生学

DES歯学教育スクール編 医学評論社
497.079||Sh||'
17-4

316001166

114
歯科国試answer 2017, v. 5: 歯科保存
学1, 歯内療法学/保存修復学

DES歯学教育スクール編 医学評論社
497.079||Sh||'
17-5

316001167

115
歯科国試answer 2017, v. 6: 歯科保存
学2, 歯周病学

DES歯学教育スクール編 医学評論社
497.079||Sh||'
17-6

316001168
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116
歯科国試answer 2017, v. 7: 小児歯科
学

DES歯学教育スクール編 医学評論社
497.079||Sh||'
17-7

316001169

117
歯科国試answer 2017, v. 8: 歯科矯正
学

DES歯学教育スクール編 医学評論社
497.079||Sh||'
17-8

316001170

118
歯科国試answer 2017, v. 9: 歯科補綴
学1, 歯冠義歯学

DES歯学教育スクール編 医学評論社
497.079||Sh||'
17-9

316001171

119 口腔外科学 第5版 大木秀郎 [ほか] 編 学建書院 497.3||Ko 316001158

120
臨床口腔外科学 : 一からわかる診断
から手術

角保徳編著 : 樋口勝規編著
: 梅村長生編著 : 柴原孝彦
編著 : 外木守雄〔ほか〕著

医歯薬出版 497.3||Ri 316001161

121
新・磁性アタッチメント : 磁石を利用し
た最新の補綴治療

田中貴信編/會田英紀 [ほ
か] 著

医歯薬出版 497.56||Sh 316001160

122
バイオロジカルMTM : ライトフォースに
よる歯周病患者への矯正治療

池田雅彦, 大出博司著
ヒョーロン・パブリッ
シャーズ

497.6||Ik 316001162

123
歯はみがいてはいけない (講談社+α
新書:741-1B)

森昭 [著] 講談社 497.9||Mo 316001145

124 新臨床研修歯科医ハンドブック 米田雅裕 [ほか] 編 医歯薬出版 497||Sh 316001096

125
歯科医院ではたらくスタッフのための
“はじめて教える"講座

杉元信代著/あらいぴろよえ
デンタルダイヤモン
ド社

498.163||Su 316001097

126 自分を変える睡眠のルール 千田琢哉著 総合法令出版 498.36||Se 316001236

127

栄養療法がわかる!できる! : プレゼンの
カリスマから学ぶ基本知識と症例問題
で身につく実践力で、治療がグッとうま
くいく! (レジデントノート:Vol.17-No.17:増
刊)

泉野浩生編 羊土社 498.58||Ei 316001181

128
OTC医薬品学 : 薬剤師にできるプライ
マリ・ケア

渡辺謹三, 葦沢龍人, 佐藤
誠一編集

南江堂 499.1||Ot 316001106

129
検査値×処方箋の読み方 : よくある
ケースに自信をもって疑義照会する! :
ここからはじめる

増田智先, 渡邊裕之, 金谷
朗子編集

じほう 499.2||Ke 316001110

130
「プレゼン」力 : 未来を変える「伝える」
技術

山中伸弥, 伊藤穰一著 講談社 809.2||Ya 316001238

131 話し方入門 : 新装版
D・カーネギー [著]/市野安
雄訳

創元社 809.4||Ca 316001118

132
TOEIC TEST必ず☆でる音スピードマス
ター : はじめてでも600点突破!

相澤俊幸著 Jリサーチ出版 830.79||Ai 316001210

133 TOEICテスト「直前」模試3回分 新装版
ロバート・ヒルキ, ポール・
ワーデン, ヒロ前田著

アルク 830.79||Hi 316001196

134
TOEICテスト全パート完全攻略 完全改
訂版

石井辰哉著 アルク 830.79||Is 316001191

135 TOEICテスト究極のゼミ Part5&6 西嶋愉一, ヒロ前田共著 アルク 830.79||Ma 316001197

136
はじめてのTOEFLテスト完全対策 : す
べてのセクションに対応 改訂版
(TOEFLテスト大戦略シリーズ:1)

Paul Wadden, Robert Hilke,
松谷偉弘著

旺文社 830.79||To||1 316001233

137
TOEFLテストリーディング問題270 4訂
版 (TOEFLテスト大戦略シリーズ:4)

田中真紀子著 旺文社 830.79||To||4 316001231

138
TOEFLテストリスニング問題190 4訂版
(TOEFLテスト大戦略シリーズ:5)

喜田慶文著 旺文社 830.79||To||5 316001229
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139
TOEFLテストスピーキング問題110 改
訂版 (TOEFLテスト大戦略シリーズ:6)

島崎美登里, Paul Wadden,
Robert Hilke著

旺文社 830.79||To||6 316001230

140
TOEFLテストライティング問題100 改訂
版 (TOEFLテスト大戦略シリーズ:7)

Paul Wadden, Robert Hilke,
早川幸治著

旺文社 830.79||To||7 316001232

141
TOEFL iBTテスト本番模試 (TOEFLテ
スト大戦略シリーズ:8)

旺文社編 旺文社 830.79||To||8 316001228

142
「僕はビール」と英語で注文できます
か? : 身近で気になる大人のフレーズ

小池直己, 佐藤誠司著 青春出版社 830||Ko 316001208

143
英文法、ネイティブがもっと教えます
(NHK出版新書:376. やり直し教養講座)

デイビッド・セイン, 森田修著 NHK出版 835||Ty 316001207

144
The scientific revolution : a very short
introduction (Very short
introductions:266)

Lawrence M. Principe
Oxford University
Press

837.7||Ve||266 316001268

145
The cell : a very short introduction
(Very short introductions:285)

Terence Allen and Graham
Cowling

Oxford University
Press

837.7||Ve||285 316001262

146
The computer : a very short
introduction (Very short
introductions:292)

Darrel Ince
Oxford University
Press

837.7||Ve||292 316001266

147
Engineering : a very short introduction
(Very short introductions:309)

David Blockley
Oxford University
Press

837.7||Ve||309 316001267

148
Intelligence : a very short introduction
(Very short introductions:39)

Ian J. Deary
Oxford University
Press

837.7||Ve||39 316001269

149
英語スピーキングルールブック : 論理
を学び表現力を養う

石井洋佑著 テイエス企画 837.8||Is 316001211

150 マネるだけ!やさしい英会話 平岡麻里著 DHC 837||CD 316001212

151
栗色のスカーフ : 杉原爽香〈43歳の秋〉
: 文庫オリジナル/長編青春ミステリー
(光文社文庫:あ1-163)

赤川次郎著 光文社 913.6||Ak 316001150

152 ダリの繭 (角川文庫:9219) 有栖川有栖 [著] 角川書店 913.6||Ar 316001263

153 月下の恋人 (光文社文庫:[あ29-5]) 浅田次郎著 光文社 913.6||As 316001089

154
来国俊 : 文庫書下ろし/長編時代小説
(光文社文庫:ふ20-17. 御刀番左京之
介:2)

藤井邦夫著 光文社 913.6||Fu 316001204

155
怪しい人びと : 傑作推理小説 (光文社
文庫)

東野圭吾著 光文社 913.6||Hi 316001123

156
はやく名探偵になりたい (光文社文
庫:[ひ12-9])

東川篤哉著 光文社 913.6||Hi 316001201

157
ボクの妻と結婚してください。 続 (講談
社文庫:ひ55-4)

樋口卓治 [著] 講談社 913.6||Hi||2 316001104

158
ぼくらは夜にしか会わなかった (祥伝社
文庫:[い22-1])

市川拓司著 祥伝社 913.6||Ic 316001133

159 チルドレン (講談社文庫:[い111-1]) 伊坂幸太郎 [著] 講談社 913.6||Is 316001114

160
マリアビートル (角川文庫:18137, い59-
2)

伊坂幸太郎 [著]
角川書店
/KADOKAWA (発
売)

913.6||Is 316001126

161 青の炎 (角川文庫:12657, き28-1) 貴志祐介 [著] 角川書店 913.6||Ki 316001086
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162 ハピネス (光文社文庫:き21-1) 桐野夏生著 光文社 913.6||Ki 316001141

163
ミュージアム : 公式ノベライズ (講談社
文庫:ま63-2)

巴亮介漫画原作/牧野修著 講談社 913.6||Ma 316001116

164
ただ, それだけでよかったんです (電撃
文庫:3059 (ま-18-1))

松村涼哉著 KADOKAWA 913.6||Ma 316001119

165
九月の恋と出会うまで (双葉文庫:ま-
22-01)

松尾由美著 双葉社 913.6||Ma 316001120

166 今夜は眠れない (角川文庫:12467) 宮部みゆき[著] 角川書店 913.6||Mi 316001134

167
鳩笛草/燔祭/朽ちてゆくまで (光文社
文庫. 光文社文庫プレミアム)

宮部みゆき著 光文社 913.6||Mi 316001200

168 スコーレNo.4 (光文社文庫:[み30-1]) 宮下奈都著 光文社 913.6||Mi 316001264

169 赤目姫の潮解 (講談社文庫:も28-65) 森博嗣 [著] 講談社 913.6||Mo 316001183

170
デボラ、眠っているのか? (講談社タイ
ガ:モA-04)

森博嗣著 講談社 913.6||Mo 316001184

171
東京すみっこごはん (光文社文庫:[な
41-1])

成田名璃子著 光文社 913.6||Na 316001131

172 しずく (光文社文庫) 西加奈子著 光文社 913.6||Ni 316001148

173
十津川警部姫路・千姫殺人事件 : 長編
推理小説 (光文社文庫:に1-144)

西村京太郎著 光文社 913.6||Ni 316001192

174
地獄行きでもかまわない (光文社文庫:
お39-12)

大石圭著 光文社 913.6||Oi 316001124

175
僕は何度でも、きみに初めての恋をす
る。 (スターツ出版文庫)

沖田円著 スターツ出版 913.6||Ok 316001103

176
ばら色タイムカプセル (ポプラ文庫:お
7-3)

大沼紀子 [著] ポプラ社 913.6||On 316001087

177
午前0時のレシピ (ポプラ文庫. 真夜中
のパン屋さん)

大沼紀子 [著] ポプラ社 913.6||On 316001194

178
午前1時の恋泥棒 (ポプラ文庫. 真夜中
のパン屋さん)

大沼紀子 [著] ポプラ社 913.6||On 316001255

179
グランドマンション (光文社文庫:お19-
10)

折原一著 光文社 913.6||Or 316001125

180 銃とチョコレート (講談社文庫) 乙一 [著] 講談社 913.6||Ot 316001115

181 GOSICK : ゴシック (角川文庫:15887) 桜庭一樹 [著]
角川書店/角川グ
ループパブリッシン
グ (発売)

913.6||Sa 316001117

182
不連続殺人事件 改版 (角川文
庫:14427)

坂口安吾 [著] 角川書店 913.6||Sa 316001193

183
八州狩り : 長編時代小説 : 決定版 (光
文社文庫:[さ18-42]. 夏目影二郎始末
旅:1)

佐伯泰英著 光文社 913.6||Sa 316001203

184
鬼役外伝 : 文庫オリジナル/傑作時代
小説 (光文社文庫:さ26-22)

坂岡真著 光文社 913.6||Sa 316001205
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185 償いの椅子 (角川文庫:14428) 沢木冬吾 [著] 角川書店 913.6||Sa 316001217

186 金メダル男 (中公文庫:[う-35-1]) 内村光良著 中央公論新社 913.6||Uc 316001149

187 浅見光彦殺人事件 (角川文庫:8914) 内田康夫〔著〕 角川書店 913.6||Uc 316001216

188
破斬 : 長編時代小説 勘定吟味役異聞
(光文社文庫)

上田秀人著 光文社 913.6||Ue 316001144

189 スイッチを押すとき (角川文庫:15386) 山田悠介 [著] 角川書店 913.6||Ya 316001129

190
名のないシシャ (角川文庫:18414, [や
42-13])

山田悠介 [著] KADOKAWA 913.6||Ya 316001202

191
和菓子のアンソロジー : 坂木司リクエ
スト! (光文社文庫:[さ24-4])

小川一水 [ほか] 著 光文社 913.68||Wa 316001130

192
泣いたの、バレた? (講談社文庫:さ66-
15)

酒井順子 [著] 講談社 914.6||Sa 316001079

193
ハリー・ポッターと呪いの子 第1部・第2
部

J.K.ローリング, ジョン・ティ
ファニー, ジャック・ソーン著/
ジャック・ソーン舞台脚本/松
岡佑子訳

静山社 932.7||Th 316001151

194
Harry Potter and the cursed child :
parts one and two Special rehearsal ed

based on an original new
story by J.K. Rowling, John
Tiffany & Jack Thorne/a
new play by Jack Thorne

Little, Brown 932.7||Th 316001185

195
スター・ウォーズエピソード1ファントム・
メナス (講談社文庫:る5-5)

ジョージ・ルーカス原作/テ
リー・ブルックス著/上杉隼
人, 大島資生訳

講談社 933.7||Br 316001132

196
ウイニー・ザ・プー (新潮文庫:10555, ミ
-7-1)

A・A・ミルン [著]/阿川佐和
子訳

新潮社 933.7||Mi 316001135

197 Wonder : pbk. (A Corgi book) R.J. Palacio Corgi 933.7||Pa 316001143

198 モモ (岩波少年文庫:127)
ミヒャエル・エンデ作/大島か
おり訳

岩波書店 943.7||En 316001140


