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書名 巻次 著者名 出版者
金子みすゞ全集 金子／みすゞ∥著 ＪＵＬＡ出版局
ＤＶＤつき心と体を癒す手のひらマッサージ 池田　明子∥著 主婦の友社
いきもの人生相談室 小林 百合子∥文 山と溪谷社

笑いの奇跡 チーム笑福∥著
ベースボール・マガ
ジン社

目のつけどころ 山田　真哉∥著 サンマーク出版
ストレスが消える朝１分の習慣 西多  昌規∥著 フォレスト出版
ズボラ大人女子の週末セルフケア大全 池田 明子∥著 大和書房
脳を休める技術 奥村 歩∥著 カンゼン
疲れを明日に残さないからだリセット 永井  峻∥著 自由国民社
自衛隊メンタル教官が教える心をリセットする技 下園 壮太∥著 青春出版社
深い疲れをとる自律神経トリートメント 船水 隆広∥著 主婦の友社
人づき合いがうまくいく気くばりのコツ 森 良子∥監修 ナツメ社

森林浴 李 卿∥著
まむかいブックス
ギャラリー

やる気の出し方 藤由 達藏∥著 河出書房新社
もっと気楽に生きてみたら！ 頼藤／和寛∥著 ＰＨＰ研究所
できる人は必ず持っている一流の気くばり力 安田 正∥著 三笠書房
誰にも相談できません 高橋 源一郎∥著 毎日新聞出版
呼吸はだいじ 帯津　良一∥著 マガジンハウス
「疲れない」が毎日続く!休み方マネジメント 菅原 洋平∥著 河出書房新社

オシムの言葉 木村／元彦∥著
集英社インターナ
ショナル

手紙屋 喜多川  泰∥〔著〕
ディスカヴァー・
トゥエンティワン

詩を贈ろうとすることは 谷川／俊太郎∥著 集英社
心に火をつける言葉 遠越  段∥著 総合法令出版
「もしかしてコミュ障かも?」という人のための
気くばりのコツ大全

トキオ  ナレッジ∥著 PHP研究所

あなただけじゃないんです 瀬戸内 寂聴∥著 自由国民社
教科書でおぼえた名詩 文芸春秋∥編 文芸春秋
快眠ごはん 坪田 聡∥著 海竜社
吉本ばななが友だちの悩みについてこたえる 吉本 ばなな∥著 朝日新聞出版
声に出して読みたい日本語 斎藤　孝∥著 草思社
心に火をつける言葉 遠越  段∥著 総合法令出版
仕事ってこういうことだったのか チーム２０Ｓ５∥編 かんき出版
金子みすゞ全集 金子／みすゞ∥著 ＪＵＬＡ出版局
「匂い」脳セラピー 高橋  克郎∥著 合同フォレスト
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疲れない大百科 工藤 孝文∥[著] ワニブックス
医者が教える小林式お風呂健康法 小林 弘幸∥著 ダイヤモンド社

０ベース思考
スティーヴン  レ
ヴィット∥著

ダイヤモンド社

あなたはそこに 谷川／俊太郎∥詩 マガジンハウス
未来をひらく宇宙のことば 産業編集センター∥編 産業編集センター
逃げる勇気 崇  史∥著 新潮社
声に出して読みたい日本語 斎藤／孝∥著 草思社
家族の悩みにおこたえしましょう 信田　さよ子∥著 朝日新聞出版
松下幸之助成功の金言３６５ 松下　幸之助∥著 ＰＨＰ研究所

いのちの響こころの言葉
いのちの響プロジェク
ト∥編

徳間書店

４１歳からの哲学 池田／晶子∥著 新潮社
迷いながら、強くなる 羽生  善治∥著 三笠書房
たった0.5秒で緊張をとるコツ 伊勢田 幸永∥著 かんき出版
仕事・人間関係「もう、限界！」と思ったとき読
む本

石原  加受子∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

図解対人関係が一瞬で楽になる心の技術 名越  康文∥著 ＰＨＰ研究所
心と体を輝かせる１６の幸せカラー 光岡　さちこ∥著 実業之日本社
ことば薬 主婦の友社∥編 主婦の友社
人生相談劇場 山田  詠美∥著 中央公論新社
子どもの自分に会う魔法 石井  ゆかり∥著 白泉社

生きる
谷川俊太郎ｗｉｔｈ
ｆｒｉｅｎｄｓ∥著

角川ＳＳコミュニ
ケーションズ

佐藤愛子の役に立たない人生相談 佐藤  愛子∥著 ポプラ社
コミュニケーション大百科 戸田 久実∥著 かんき出版
気にしない生き方 吉村  昇洋∥著 幻冬舎
仕事の哲学 Ｐ．Ｆ．ドラッカー∥ ダイヤモンド社
いちいち“他人”に振り回されない心のつくり方 中島  美鈴∥著 大和出版
入社一年目の心理学 渋谷  昌三∥著 日本文芸社
仕事も人間関係もうまくいく！人のほめ方サクッ
とノート

西村  貴好∥監修 永岡書店

なぜか好かれる人がやっている100の習慣 藤本 梨恵子∥著 明日香出版社
働く人のためのマインドフルネス 菱田 哲也∥著 PHP研究所
「しつこい疲れ」がスッキリ消えるすごい!休息術 中根 一∥著 PHP研究所
秋山佳胤のいいかげん人生術 秋山 佳胤∥著 エムエム・ブックス
理想の自分で輝くためのあがり症克服術 村本 麗子∥著 明日香出版社
プロフェッショナルの条件 Ｐ．Ｆ．ドラッカー∥ ダイヤモンド社
声に出して読みたい日本語 斎藤／孝∥著 草思社
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手紙屋 喜多川　泰∥〔著〕
ディスカヴァー・
トゥエンティワン

プロカウンセラーが教える香りで気分を切り替え
る技術

松尾 祥子∥著 翔泳社

週末号泣のススメ 安原／宏美∥著 扶桑社
不調と美容のからだ地図 市野 さおり∥著 日経BP
あなたの中の「自己肯定感」がすべてをラクにす 原 裕輝∥著 青春出版社
いかに死んでみせるか 弘兼  憲史∥著 広済堂出版
心を強くする サーシャ  バイン∥著 飛鳥新社
人を動かす３つのスイッチ コニー　ディーケン∥ 主婦の友社
鴻上尚史のほがらか人生相談 鴻上 尚史∥著 朝日新聞出版
ゆれるあなたに贈る言葉 今井　彰∥著 小学館
図解不思議と相手の心をつかめる心理術 ゆうき　ゆう∥著 ＰＨＰ研究所
心のそうじ 植西  聡∥著 学研プラス
仕事がはかどる禅習慣 枡野 俊明∥著 マガジンハウス
心配しなさんな。悩みはいつか消えるもの 板橋 興宗∥著 秀和システム

先生、ちょっと人生相談いいですか? 瀬戸内 寂聴∥著
集英社インターナ
ショナル

しぐさの技術 荒木  シゲル∥著 同文舘出版

科学的に自分を変える39の方法 堀田 秀吾∥[著]
クロスメディア・パ
ブリッシング

永遠に刻みたいイチロー262のメッセージ イチロー∥[述]監修 ぴあ
詩の本 谷川　俊太郎∥著 集英社
はたらくホルモン 工藤 孝文∥著 講談社
心のクスリ 読売新聞医療情報部∥ 文芸春秋
嫌なことを言われた時のとっさの返し言葉 森 優子∥著 かんき出版
人生で大切なことは海の上で学んだ 白石　康次郎∥著 大和書房
鴻上尚史のもっとほがらか人生相談 鴻上 尚史∥著 朝日新聞出版

アスリートの心を磨く言葉と魂を揺さぶる絶景 鈴木 颯人∥著
パイインターナショ
ナル

金子みすゞ全集 金子／みすゞ∥著 ＪＵＬＡ出版局
上昇思考 長友　佑都∥著 角川書店

基礎から学ぶ!メンタルトレーニング 高妻 容一∥著
ベースボール・マガ
ジン社

食材力で元気になる旬ごはん 林　輝明∥監修 河出書房新社
「うつ」が消える食べ方＆レシピ 有田　秀穂∥監修 河出書房新社
デトックスウォーター 庄司  いずみ∥著 永岡書店
ちょっと具合のよくないときのごはん 岩崎  啓子∥著 日東書院本社
免疫力を上げる魔法のスープ 滝本　靖子∥著 ＰＨＰ研究所
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きみを変える50の名言 佐久間 博∥文 汐文社
きみを変える50の名言 佐久間 博∥文 汐文社
きみを変える50の名言 佐久間 博∥文 汐文社
きみを変える50の名言 佐久間 博∥文 汐文社
ナイン 井上／ひさし∥著 講談社
声に出して読みたい日本語 斎藤／孝∥著 草思社
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