
No. タイトル
1 ロビン・フッド物語
2 アーサー王と円卓の騎士 (サトクリフ・オリジナル:[1])
3 アーサー王と聖杯の物語 (サトクリフ・オリジナル:2)
4 アーサー王最後の戦い (サトクリフ・オリジナル:3)
5 モンテ・クリスト伯 改版 1 (岩波文庫:赤(32)-533-1-7)
6 モンテ・クリスト伯 改版 2 (岩波文庫:赤(32)-533-1-7)
7 モンテ・クリスト伯 改版 3 (岩波文庫:赤(32)-533-1-7)
8 モンテ・クリスト伯 改版 4 (岩波文庫:赤(32)-533-1-7)
9 モンテ・クリスト伯 改版 5 (岩波文庫:赤(32)-533-1-7)

10 モンテ・クリスト伯 改版 7 (岩波文庫:赤(32)-533-1-7)
11 モンテ・クリスト伯 改版 6 (岩波文庫:赤(32)-533-1-7)
12 イリアス 上 (岩波文庫:赤(32)-102-1, 赤(32)-102-2)
13 イリアス 下 (岩波文庫:赤(32)-102-1, 赤(32)-102-2)
14 線路はつながった : 三陸鉄道復興の始発駅
15 関東大震災と鉄道
16 もし文豪たちがカップ焼きそばの作り方を書いたら
17 異国阿房列車
18 疑問への挑戦 (事故の鉄道史:[正])
19 シベリア鉄道9300キロ
20 北欧フィンランドのかわいいデザインたち
21 鈍行最終気まぐれ列車 : 1970-80懐かしの汽車旅へ種村直樹傑作選
22 近所鉄道
23 文学の中の鉄道
24 ゴル語録 : 命を磨くための50の言葉
25 県別方言感情表現辞典
26 佐久間象山 : 新装版 (人物叢書)
27 「ブレない自分」をつくるコツ : アドラー流一瞬で人生を激変させる方法
28 「幸せ」の経済学 (岩波現代全書:002)
29 行動することが生きることである : 生き方についての343の知恵 (集英社文庫:う-1-10)
30 あなたに幸せの魔法をかけるディズニーランドの言葉
31 ディズニーキズナの神様が教えてくれたこと
32 ディズニーシーであった心温まる物語
33 ナースの心がラクになる!すぐやるストレス解消術
34 のほほん解剖生理学
35 こんな看護師は100%嫌われる : チーム医療を円滑にするための医師とのコミュニケーション術
36 ナースのストレス
37 早引き循環器看護ケア事典 : オールカラー (ナース3年目からのスキルアップ!)
38 看護学生のための解剖学ドリル (メディカル・ポケットブックシリーズ)
39 看護学生のためのレポート書き方教室 (プチナースBooks:Basic)
40 関連図の書き方をマスターしよう
41 透析看護ケアマニュアル
42 小児看護ケアマニュアル
43 脳卒中看護ケアマニュアル
44 呼吸器看護ケアマニュアル
45 消化器看護ケアマニュアル
46 看護アセスメントにつながる検査データの見かた
47 基本からわかる看護統計学入門 第2版
48 生化学きほんノート
49 POSを活用するすべての医療者のためのSOAPパーフェクト・トレーニング pt. 2
50 POSを活用するすべての医療者のためのSOAPパーフェクト・トレーニング [pt. 1]
51 イメージできる解剖生理学 (ナーシング・サプリ. 自学自習用)
52 Dr.とらますくの採血&静脈ルート確保手技マスターノート
53 完全版ビジュアル臨床看護技術ガイド : 全51看護技術 第3版
54 基礎看護技術まとめドリル: 実習までにやっておきたい! : 3週間速習! 治療・処置・検査に伴う技術編 
55 解剖生理学まとめドリル : 人体の基本を総チェック : 進級までにやっておきたい! : 4週間速習!



1 キセキ/愛唄 (ワンランク上のピアノ・ソロ. Best songs:3)
2 中学生・高校生のための吹奏楽自主練レパートリー フルート : 人気30曲で演奏の幅をひろげよう!
3 毎日を生きるコツ : 学校・おうち・社会～ (きみたちのSOSにこたえるシリーズ:1)
4 はじめての道徳教科書
5 こども「学問のすすめ」
6 不思議で美しい石の図鑑
7 理系アタマがぐんぐん育つ科学の実験大図鑑
8 世界で一番美しい海のいきもの図鑑
9 打ち上げ花火、下から見るか?横から見るか? (角川つばさ文庫:Cお2-1)

10 決定版心をそだてる松谷みよ子の日本の神話
11 スイスイ!ラクラク!!読書感想文 小学1・2年生
12 スイスイ!ラクラク!!読書感想文 小学3・4年生
13 スイスイ!ラクラク!!読書感想文 小学5・6年生
14 私はネコが嫌いだ。
15 教員をめざすあなたへ : 特別支援学校のすべてがわかる [本体]
16 どうして普通にできないの! : 「かくれ」発達障害女子の見えない不安と孤独
17 うちの子は字が書けない : 発達性読み書き障害の息子がいます
18 夏井いつきの超カンタン!俳句塾
19 小学校6年間の算数がマンガでざっと学べる
20 望月光の古文教室 改訂版 古典文法編
21 ぼくのおかしなおかしなステッキ生活
22 紅茶バイブル : 知る・味わう・楽しむ
23 万年筆クロニクル
24 珈琲完全バイブル
25 あなたの眼鏡はここが間違っている : 人生にもビジネスにも効く眼鏡の見つけ方教えます
26 世界一美しい食べ方のマナー
27 最強の「服選び」 : おしゃれが苦手でもセンスよく見せる
28 グーグルに学ぶディープラーニング : 人工知能ブームの牽引役 : その仕組みをやさしく解説
29 一緒にいると楽しい人、疲れる人
30 価値がわかる宝石図鑑
31 くらべる時代 : 昭和と平成
32 ゆとりの美学。 : 力を抜くこと、サボることを恐れない
33 エリートの倒し方 : 天才じゃなくても世界一になれた僕の思考術50
34 谷繁流キャッチャー思考 : 当たり前の積み重ねが確固たる自信を生む
35 プロ野球語辞典 : プロ野球にまつわる言葉をイラストと豆知識でカッキーンと読み解く
36 イスラム国の正体 (朝日新書:496)
37 物語フランス革命 : バスチーユ陥落からナポレオン戴冠まで (中公新書:1963)
38 テロリストは日本の「何」を見ているのか : 無限テロリズムと日本人 (幻冬舎新書:431)
39 物語ポーランドの歴史 : 東欧の「大国」の苦難と再生 (中公新書:2445)
40 ヒトラーとトランプ (祥伝社新書:509)
41 アフリカ : 資本主義最後のフロンティア (新潮新書:409)
42 「トランプ時代」の新世界秩序 (潮新書:006)
43 イギリス解体、EU崩落、ロシア台頭 : EU離脱の深層を読む (PHP新書:1060)
44 物語チェコの歴史 : 森と高原と古城の国 (中公新書:1838)
45 物語アイルランドの歴史 : 欧州連合に賭ける“妖精の国" 9版 (中公新書:1215)
46 ヨーロッパ精神との格闘 (中公新書:956. ウィーン愛憎)
47 トルコのもう一つの顔 (中公新書:1009)
48 三国志運命の十二大決戦 (祥伝社新書:457)
49 問題は英国ではない、EUなのだ : 21世紀の新・国家論 (文春新書:1093)
50 ロシア闇と魂の国家 (文春新書:623)


