
タイトル 著　　　者 出　版　社 登録番号

ナ 奈良 直木孝次郎 岩波書店 175

謎解き洛中洛外図 黒田日出男 岩波書店 450

名前と人間 田中克彦 岩波書店 495

南仏のﾄﾘｭﾌをめぐる大冒険 ﾋﾟｰﾀｰ･ﾒｲﾙ 河出書房新社 638

７つの習慣 ｽﾃｨﾌﾞﾝ･R･ｺヴｨｰ キング・ベアー 641

永井淳子のｳｲｰｸｴﾝﾄﾞｽﾃﾝｼﾙ 永井淳子 日本ヴォーグ社 754

南国かつおまぐろ旅 椎名　誠 文芸春秋 795

なんでもない話 青木　玉 講談社 980

ナチ独裁下の子どもたち 原田一美 講談社 1307

なにを遺せますか 中野孝次 日本経済新聞社 1313

長崎ぶらぶら節 なかにし礼 文芸春秋 1337

生意気ざかり　人生全集１巻 立川談志 講談社 1432

涙 乃南アサ 幻冬舎 1515

七転八転 ホーキング青山 幻冬社 1549

ﾅﾁｭﾗﾘｽﾄの生きもの紀行 加藤幸子 Ｄ・Ｈ・Ｃ出版 1615

中大兄皇子伝　上 黒岩重吾 講談社 1628

中大兄皇子伝　下 黒岩重吾 講談社 1629

泣く大人 江國香織 世界文化社 1645

なんじ自身のために泣け 関岡英之 ＰＨＰ 1759

ながされびと考 杉本苑子 文芸春秋 1840

茄子の樹 伊川公司 新風舎 1867

菜の花が咲いたよ 旭瓜あかね 本の泉社 1991

ナポリ魔の風 高樹のぶこ 文芸春秋 2023

泣き虫弱虫諸葛孔明 酒見賢一 文芸春秋 2085

ナラタージュ 島本理生 角川書店 2105

なんにもうまくいかないわ 平安寿子 徳間書房 2113

ﾅﾙﾆｱ国物語  ﾗｲｵﾝと魔女 Ｃ．Ｓルイス 岩波書店 2136

ﾅﾙﾆｱ国物語  ｶｽﾋﾟｱﾝ王子のつの Ｃ．Ｓルイス 岩波書店 2137

ﾅﾙﾆｱ国物語  朝びらき丸東の海へ Ｃ．Ｓルイス 岩波書店 2138

ﾅﾙﾆｱ国物語  銀のいす Ｃ．Ｓルイス 岩波書店 2139

ﾅﾙﾆｱ国物語  馬と少年 Ｃ．Ｓルイス 岩波書店 2140

ﾅﾙﾆｱ国物語  魔術師のおい Ｃ．Ｓルイス 岩波書店 2155

ﾅﾙﾆｱ国物語  さいごの戦い Ｃ．Ｓルイス 岩波書店 2156

ナラ・レポート 津島佑子 文芸春秋 2263

菜種晴れ 山本一力 中央公論新社 2355

波に乗れにっぽんの太陽電池 櫻井　啓一郎 日刊工業新聞社 2365

なでしこ御用帖 宇江佐真理 集英社 2389

謎解きはディナーのあとで 東川篤哉 小学館 2420

ナミヤ雑貨店の奇蹟 東野　圭吾 角川書店 2494

七つの会議 池井戸 潤 日本経済新聞社 2495

名もなき日々を 宇江佐　真理 文芸春秋 2503

ナポレオンに背いた「黒い将軍」忘れら
れた英雄アレックス・デュマ トム・リース 白水社 2549

泣き童子 宮部　みゆき 文藝春秋 2550

９プリンシプルズ 伊藤 譲一 早川書房 2617
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タイトル 著　　　者 出　版　社 登録番号

長く高い壁 浅田次郎 角川書店 2643

ニ 日本の天然記念物 監修加藤陸奥雄(ほか) 講談社 12

２０世紀のドラマ　１ 読売新聞社編集極編 東京書籍 54

２０世紀のドラマ　２ 読売新聞社編集極編 東京書籍 55

２０世紀のドラマ　３ 読売新聞社編集極編 東京書籍 56

人間・失格 野島伸司 幻冬舎 129

日本国憲法(ｻﾋﾟｵﾌﾞｯｸｽ) 「写楽」編集部編 小学館 145

人間はどこまで動物か ｱﾄﾞﾙﾌ･ﾎﾟﾙﾄﾏﾝ 岩波書店 176

日本の近代小説 中村光夫 岩波書店 183

日本人の法意識 川島武宣 岩波書店 184

乳幼児の世界 野村庄吾 岩波書店 188

日本文化史　第2版 家永三郎 岩波書店 191

日本教育小史 山住正巳 岩波書店 197

人間性の心理学 宮城音弥 岩波書店 203

日本の仏教 渡辺照宏 岩波書店 206

日本語　上 金田一春彦 岩波書店 209

日本語　下 金田一春彦 岩波書店 210

日本人の英語 ﾏｰｸ･ﾋﾟｰﾀｰｾﾝ 岩波書店 214

日本語と外国語 鈴木光司 岩波書店 242

日本社会はどこへ行く 渡辺洋三 岩波書店 251

日本人の英語　続 ﾏｰｸ･ﾋﾟｰﾀｰｾﾝ 岩波書店 261

日本列島の誕生 平　朝彦 岩波書店 266

２１世紀型中小企業 中村秀一郎 岩波書店 304

日本の金融政策 鈴木淑夫 岩波書店 344

日本の対外構想 船橋洋一 岩波書店 347

日本軍政下のアジア 小林英雄 岩波書店 366

日本の農業 原　　剛 岩波書店 375

日本の憲法　第３版 長谷川正安 岩波書店 382

日本酒 秋山裕一 岩波書店 384

日本社会と法 渡辺洋三（ほか） 岩波書店 385

２０世紀美術 宇佐美圭司 岩波書店 386

日本語の起源　新版 大野　晋 岩波書店 388

日本の漁業 河井智康 岩波書店 408

日本の現代演劇 扇田昭彦 岩波書店 417

日本語はおもしろい 柴田　武 岩波書店 418

日記 五木寛之 岩波書店 432

二度目の大往生 永　六輔 岩波書店 435

日本銀行 川北隆雄 岩波書店 440

日本の「私」からの手紙 大江健三郎 岩波書店 441

日本近代史学事始め 大久保利謙 岩波書店 443

日本経済図説　第２版 宮崎　勇 岩波書店 448

日本をどう変えていくのか 渡部洋三 岩波書店 451

日米安保解消への道 都留重人 岩波書店 489

日本の歴史　上 井上　清 岩波書店 500
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タイトル 著　　　者 出　版　社 登録番号

日本の歴史　中 井上　清 岩波書店 501

日本の歴史　下 井上　清 岩波書店 502

日本の思想 丸山真男 岩波書店 564

日米情報摩擦 安藤　博 岩波書店 578

日本海繁盛記 高田　宏 岩波書店 580

日本の近代建築 藤森照信 岩波書店 584

日本の意匠 灰野昭郎 岩波書店 613

人気の鉢花Ｑ&Ａ 主婦の友社 687

日本と世界の犬のｶﾀﾛｸﾞ ’97 成美堂出版 717

人気のイタリアン 世界文化社 726

庭仕事の愉しみ ﾍﾙﾏﾝ･ﾍｯｾ 草思社 727

２０分でできる一皿メニュー 大原照子 文化出版局 774

日本の桜 奥田　実 山と渓谷社 813

日本の野鳥(ﾌｲｰﾙﾄﾞ･ｶﾞｲﾄﾞｼﾘｰｽﾞ1) 竹下信雄 小学館 815

日本の魚　海水編(ﾌｲｰﾙﾄﾞ･ｶﾞｲﾄﾞｼﾘｰｽﾞ2) 田口　哲 小学館 816

日本の魚　淡水編(ﾌｲｰﾙﾄﾞ･ｶﾞｲﾄﾞｼﾘｰｽﾞ3) 田口　哲 小学館 817

日本の野草　春(ﾌｲｰﾙﾄﾞ･ｶﾞｲﾄﾞｼﾘｰｽﾞ4) 菅原久夫 小学館 818

日本の野草　夏(ﾌｲｰﾙﾄﾞ･ｶﾞｲﾄﾞｼﾘｰｽﾞ5) 菅原久夫 小学館 819

日本の野草　秋(ﾌｲｰﾙﾄﾞ･ｶﾞｲﾄﾞｼﾘｰｽﾞ6) 菅原久夫 小学館 820

日本の樹木　上(ﾌｲｰﾙﾄﾞ･ｶﾞｲﾄﾞｼﾘｰｽﾞ7) 中川重年 小学館 821

日本の樹木　下(ﾌｲｰﾙﾄﾞ･ｶﾞｲﾄﾞｼﾘｰｽﾞ8) 中川重年 小学館 822

日本の昆虫(ﾌｲｰﾙﾄﾞ･ｶﾞｲﾄﾞｼﾘｰｽﾞ11) 三木　卓 小学館 825

日本の薬草(ﾌｲｰﾙﾄﾞ･ｶﾞｲﾄﾞｼﾘｰｽﾞ16) 貝津好他孝 小学館 829

人間であること 時実利彦 岩波書店 842

人気おかず 主婦の友社 860

人気おかず 主婦の友社 861

日本のおりがみ百科 山口　真 ナツメ社 900

日本語のルーツをさぐったら あべせいや アリス館 1002

煮物大好き 久保加奈子 文化出版局 1046

日本人の心のゆくえ 河合隼雄 岩波書店 1099

ニューフェイスの定番おかず 日本テレビ 1118

日本地図帳 発行人 黒田敏夫 昭文社 1127

日本史から見た日本人(昭和編) 渡部昇一 祥伝社 1144

日本史から見た日本人(古代編) 渡部昇一 祥伝社 1145

日本史から見た日本人(鎌倉編) 渡部昇一 祥伝社 1146

人間をみつめて 神谷美恵子 みすず書房 1154

日本史こぼれ話「古代・中世） 笠原一男 山川出版社 1167

日蝕 平野啓一郎 新潮社 1205

女房が宇宙を飛んだ 向井万起男 講談社 1217

日本十進分類法新訂8版－9版本表
対照表 日本図書館協会 1228

日本の渚 -失われゆく海辺の自然- 加藤　真 岩波新書 1240

日本語練習帳 大野　晋 岩波新書 1241

日本の古典詩歌　一 大岡　信 岩波書店 1298
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日本の古典詩歌　二 大岡　信 岩波書店 1299

日本の古典詩歌　三 大岡　信 岩波書店 1300

日本の古典詩歌　四 大岡　信 岩波書店 1301

日本の古典詩歌　五 大岡　信 岩波書店 1302

日本の金融恐慌は再来するか 龍　昇吉 学文社 1314

日本酒　百味百題 小泉武夫 柴田書店 1395

逃げる男 あわやのぶこ 廣済堂出版 1411

日経PCビギナーズ２１　６月号 日経BP社 1420

日本のこころ　地の巻 田辺聖子他 講談社 1429

日本のこころ　天の巻 中西　進他 講談社 1430

虹の谷の五月 船戸与一 集英社 1454

日本の放浪芸 市川捷護 平凡社新書 1493

日本の神々 谷川健一 岩波新書 1494

日本の歴史　００ 網野善彦 講談社 1508

日本の歴史　０１ 岡村道雄 講談社 1509

仁淀川 宮尾登美子 新潮社 1557

日本のこころ　１ 五木寛之 講談社 1604

虹 吉本ばなな 幻冬舎 1767

日本人の誇り 谷沢永一 青春出版社 1796

にんげん住所録 高峰秀子 文芸春秋 1839

日韓新考 黒田勝弘 産経新聞 1861

日本語のこころ 金田一春彦 学研 1935

鷙門島　上 内田康夫 文芸春秋 1970

鷙門島　下 内田康夫 文芸春秋 1971

日光例幣使道の殺人 平岩弓枝 講談社 2108

２１世紀に生きる君たちへ 司馬遼太郎 朝日出版社 2188

「日本社会」入門 ｺﾘﾝ･ｼﾞｮｲｽ ＮＨＫ出版 2255

日本人の死に時 久坂部  羊 幻冬舎 2272

人間の関係 五木寛之 ポプラ社 2320

錦 宮尾登美子 中央公論新社 2330

日本人はなぜ日本のことをしらないか 竹田　恒泰 PHP研究所 2446

日本橋本石町やさぐれ長屋 宇江佐　真理 講談社 2517

日本の大和言葉を美しく話す 高橋　こうじ 東邦出版 2528

人魚の眠る家 東野　圭吾 幻冬舎 2555

人間観の覚醒 吉村　思風 致知出版社 2556

ニムロッド 上田岳弘 講談社 2654

ヌ 盗まれたフェルメール 朽木ゆり子 新潮社 1409

ネ ネイチャーゲーム　１ ｼﾞｮｾﾌ B. ｺｰﾈﾙ 柏書房 9

ネイチャーゲーム　２ ｼﾞｮｾﾌ B. ｺｰﾈﾙ 柏書房 10

ネイチャーゲーム　３ ｼﾞｮｾﾌ B. ｺｰﾈﾙ 柏書房 11

年金入門 島田とみ子 岩波書店 428

ネアンデルタールの悩み ｳｲﾘｱﾑ･ｵｰﾙﾏﾝ 青山出版社 507

寝たきり婆あ猛語録 門野晴子 講談社 658

ネコのごきげんがわかる本 矢野雅彦 ごま書房 666
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ネコの亡命 椎名　誠 文芸春秋 796

眠たい奴ら 大沢在昌 毎日新聞社 804

眠られぬイヴのために ｼﾞｪﾌﾘｰ･ﾃﾞｨｰヴｧｰ 早川書房 1003

寝たきり婆あ、たちあがる 門野晴子 講談社 1042

ネイチャースポット
日本自然環境ﾎﾞﾗ
ﾝﾁｧ協会 丸善メイツ 1172

ねこの恋 大石　静 講談社 1174

「寝かせきり老人」をつくる国日本… ﾏﾙﾃｨ、関、吉田 あすなろ書房 1336

熱帯雨林 湯本貴和 岩波新書 1495

熱血ポンちゃんが来りて笛を吹く 山田詠美 講談社 1558

鼠たちの戦争　上 ﾃﾞｲヴｯﾄ･ﾛﾋﾞﾝｽ 新潮文庫出版 1562

鼠たちの戦争　下 ﾃﾞｲヴｯﾄ･ﾛﾋﾞﾝｽ 新潮文庫出版 1563

ネバーランド 恩田　陸 集英社 1633

熱源 川越宗一 文藝春秋社 2677

猫を棄てる 村上春樹 文藝春秋社 2704

ノ 野茂英雄「大ﾘｰｸﾞ30試合」 江夏  豊 講談社 134

ｎｏｎ.ｎｏ生活基本大百科 集英社 143

Nomo in America ﾛｰﾚﾝｽ･ﾛｯｶ 小学館 146

脳の話 時実利彦 岩波書店 204

脳を育てる 高木貞敬 岩波書店 479

脳と神経内科 小長谷正明 岩波書店 488

脳内革命 春山茂雄 サンマーク出版 670

脳内革命　２ 春山茂雄 サンマーク出版 671

ノモンハンの夏 半藤一利 文芸春秋 1309

のちの思いに 辻　邦生 日本経済新聞社 1335

脳を鍛える 立花　隆 新潮社 1365

脳とビッグバン 立花　隆 朝日新聞社 1478

遺（のこ）し書き 仲代達矢 主婦と生活社 1670

覘き小平次 京極夏彦 中央公論 1856

脳のなかの幽霊、ふたたび V･S･ﾗﾏﾁｬﾝﾄﾞﾗﾝ 角川書店 2147

信長の棺 加藤　廣 日本経済新聞社 2159

脳の学習力 S.J.ﾌﾞﾚｲｸﾓｱ､U.ﾌﾘｽ 岩波書店 2271

脳を生かす勉強法 茂木健一郎 ＰＨＰ研究所 2324

脳に悪い７つの習慣 林成之 幻冬舎 2399

野いばら 梶村　啓二 日経新聞出版社 2454

望み 雫井　脩介　 角川書店 2589

野の春 宮本輝 新潮社 2657

ノースライト 横山秀夫 新潮社 2658

ノルウェーの森（上） 村上春樹 講談社 2663

ノルウェーの森（下） 村上春樹 講談社 2664

ノーサイドゲーム 池井戸潤 ダイヤモンド社 2670
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