
著　者　 タイトル 出版社 備考 登録番号

ナ 仲　　晃 「うたかたの恋」の真実 ～ハプスブルク皇太子心中事件 青灯社 2171

那珂太郎 生きるってすばらしい５        悲哀について 作品社 17

永井するみ 隣人 双葉社 1646

永井龍男 生きるってすばらしい 10    八十八夜 作品社 22

永井路子 山霧　～毛利元就の妻　上 文藝春秋 909

永井路子 山霧　～毛利元就の妻　下 文藝春秋 910

長岡輝子 老いてなお、こころ愉しく美しく 草思社 1450

中上　紀 悪霊（あくりょう） 毎日新聞社 1822

中川志郎 生きるってすばらしい１　   市を賭けた抱卵 作品社 13

中　勘助 生きるってすばらしい８　   能の見はじめ 作品社 20

中　勘助 生きるってすばらしい15    独り碁 作品社 27

中　勘助 生きるってすばらしい18     妹の死 作品社 30

中里恒子 生きるってすばらしい11     花ごよみ ほか三篇 作品社 23

中里恒子 生きるってすばらしい20     今朝の夢 作品社 32

中沢けい 豆畑の昼 講談社 1262

中路啓太 もののふ莫迦(ばか) 中央公論新社 2613

中島　要 酒が仇と思えども 祥伝社 2636

中嶋博行 検察捜査 講談社
第40回江戸川乱
歩賞受賞作

648

長嶋　有 猛スピードで母は 文藝春秋
第126回芥川賞
受賞作

1749

中島らも さかだち日記 講談社 1277

中田　力 アメリカ臨床医物語　～ジャングル病院での１８年 紀伊国屋書店 1986

仲代達矢 残し書き 主婦と生活社 1670

中谷彰宏 あなたが動けば人は動く
～この人のためにと思わせる５０の方法

PHP研究所 1152

中谷厳・竹中平蔵 I Tパワー PHP出版 1400

中西　進
生きるってすばらしい９
雪月花ー美の秘奥 作品社 21

なかにし礼 兄弟 文藝春秋 1149

なかにし礼 長崎ぶらぶら節 文藝春秋 1337

なかにし礼 赤い月　上 新潮社 1635

なかにし礼 赤い月　下 新潮社 1636

なかにし礼 てるてる坊主の照子さん　上 新潮社 1827

なかにし礼 てるてる坊主の照子さん　下 新潮社 1828
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著　者　 タイトル 出版社 備考 登録番号

中野一新 アグリビジネス論 有斐閣ﾌﾞｯｸ 1179

中野孝次 人生のこみち 文藝春秋 907

中野孝次 なにを遺せますか 日本経済新聞社 1313

中野孝次 自足して生きる喜び 朝日新聞社 1800

中野重治 生きるってすばらしい９        日本海の美しさ 作品社 21

中野　等 立花宗茂　～人物叢書 吉川弘文館 1534

中野独人 電車男 新潮社 2135

中野正志 女性天皇論　～象徴天皇制とニッポンの未来 朝日新聞社 2087

長野ひろ子
・黒田弘子 編 ｴｽﾆｼﾃｲ･ｼﾞｪﾝﾀﾞｰから見る 日本の歴史 吉川弘文館 1806

中野好夫 沖縄戦後史 岩波書店 504

永畑道子 三井家の女たち　～殊法と鈍翁 藤原書店 1244

中平まみ フルーツフル 実業之日本社 1463

中坊公平 罪なくして罰せず 朝日新聞社 朝日文庫 1601

中丸　薫 真実のともし火をけしてはならない
～「闇の支配」から世界を救うために

サンマーク出版 1765

中村彰彦 史談・信長に仕える苦労 ダイヤモンド社 1763

中村真一郎 生きるってすばらしい５          輪廻の経験 作品社 17

中村真一郎 生きるってすばらしい19         見えざる別れ 作品社 31

中村汀女 生きるってすばらしい20         老いとのたたかい 作品社 32

中村伸郎 生きるってすばらしい８　       役者バカ 作品社 20

中村　元 生きる者の哲学 パロル舎 1232

中村　浩 新訂・考古学で何がわかるか　～何がわかるかブックス 芙蓉書房出版 1306

中村文則 土の中の子供 新潮社
第133回芥川賞
受賞作

2124

中谷宇吉郎 生きるってすばらしい９        粉雪 作品社 21

中山あいこ　 生きるってすばらしい３　     男ごころ女ごころ 作品社 15

中山可穂 アタシと私と私 幻冬舎 1021

中山可穂 白い薔薇の淵まで 集英社 1608

中山義秀 生きるってすばらしい17        名工 作品社 29

中山　紀　 悪霊（あくりょう） 毎日新聞社 1822

中山美穂 アタシと私 幻冬舎 1021

長山靖生 父親革命 新潮社 1428

凪良ゆう 流浪の月 東京創元社
2020年本屋大
賞　　受賞作

2699
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著　者　 タイトル 出版社 備考 登録番号

なだいなだ 生きるってすばらしい１　    パパのおくりもの 作品社 13

なだいなだ 生きるってすばらしい４       愛されるということ 作品社 16

なだいなだ 生きるってすばらしい５       自分はクルッテイル 作品社 17

夏川草介 神様のカルテ 小学館 2391

夏樹静子 量刑 光文社 1630

夏目漱石 生きるってすばらしい18      思ひ出す事など 抄 作品社 30

夏目房之介 不肖の孫 筑摩書房 1075

夏目房之介 マンガはなぜ面白いのか　～その表現と文法 日本放送出版協会 1233

夏目房之介 漱石の孫 実業之日本社 1948

並木友彬 定年後の２０年を夫婦とも元気に暮らす知恵 明日香出版社 510

成田憲彦 官邸　上 講談社 1746

成田憲彦 官邸　下 講談社 1747

鳴海　章 もう一度逢いたい 実業之日本社 1475

縄田一男 武蔵　～書き下ろし文藝評論 講談社 1855

ナポレオン・ヒル 成功哲学　～あなたを変える素晴らしい知恵の数々 騎虎書房 田中孝顕 訳 640

ニ 新関公子 「漱石の美術愛」推理ノート 平凡社 1182

新津きよみ 緩やかな反転 角川書店 1922

西　加奈子 さくら 小学館 2104

西　加奈子 サラバ　上 小学館 2537

西　加奈子 サラバ　下 小学館 2538

西　成彦 ラフカディオ・ハーンの耳 岩波書店 1161

西江雅之 生きるってすばらしい１　    こんな家族 作品社 13

西岡虹洋 押し花アレンジメント 主婦と生活社 1121

仁科明子 いのち煌いて 小学館 699

西村京太郎 十津川警部北陸を走る　～長編トラベル・ミステリー 徳間書店 1164

西村京太郎 女流作家 朝日新聞社 1394

西村京太郎 出雲神々の殺人 双葉社 2047

西村京太郎 仙台・青葉の殺意 双葉社 2054

　　　海　外
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著　者　 タイトル 出版社 備考 登録番号

西村京太郎 男鹿・角館殺しのスパン 徳間書店 2056

西村京太郎 九州新幹線「つばめ｝誘拐事件
～十津川警部シリーズ

徳間書店 2103

西村京太郎 岐阜鳥羽駅２５時 新潮社 2386

西村京太郎 十津川警部　謎と裏切りの東海道
～徳川家康を殺した男

文藝春秋 2387

西村賢太 苦役列車 新潮社 2422

西村佳哲 自分の仕事をつくる 晶文社 2031

西本　至 よあけの神父　～フィリピンよもやま話 同文書院 738

日本地質学会編 地震列島日本の謎を探る 東京書籍 1518

楡　周平 Ｃの福音 宝島社 729

楡　周平 Ｃの福音 宝島社 730

ニナ・バーリー 神々の捏造　～イエスの弟をめぐる「世紀の事件」 東京書籍 鳥見真生訳 2375

ヌ
沼澤茂美
・脇屋奈々代 星座【全店88星座の見つけ方・楽しみ方】 ナツメ社 740

ネ ねじめ正一 アーケード殺人事件　～こちら駅前探偵局 光文社 1156

ノ 野上照代 天気待ち　～監督・黒澤明とともに 文藝春秋 1618

野口冨士男 生きるってすばらしい 10      梅雨のころ 作品社 22

野坂昭如・妹尾河童 少年Ｈと少年Ａ PHP研究所 1218

野沢　尚 砦なき者 講談社 1734

野島伸司 人間・失格　　～たとえば ぼくが死んだら 幻冬舎 129

野島伸司 未成年 幻冬舎 131

野嶋　剛 イラク戦争従軍記 朝日新聞社 1968

野田正彰 戦争と罪責 岩波書店 1454

乃南アサ 夜離れ（よがれ） 実業之日本社 1079

乃南アサ 行きつ戻りつ 文化出版局 1407

乃南アサ 不発弾 講談社 1476

乃南アサ 涙 幻冬舎 1515

乃南アサ 未練 新潮社 1692

乃南アサ あなた 新潮社 1908

乃南アサ 火のみち　上 新潮社 2070

　　　海　外
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乃南アサ 火のみち　下 新潮社 2071

乃南アサ 駆け込み交番 新潮社 2134

野間　宏 生きるってすばらしい６　    自分を爆破する書物 作品社 18

野村胡堂 生きるってすばらしい15      レコード収集四十年 作品社 27

野村万作 生きるってすばらしい８　     父万蔵との稽古 作品社 20
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