
タイトル 著　　　者 出　版　社 登録番号

カ 鎌倉・横浜　歩く地図　改訂第５版 発売　山と渓谷社 あるっく社 162

科学の方法 中谷宇吉郎 岩波書店 164

活字のサーカス 椎名　誠 岩波書店 201

がんの予防 小林　博 岩波書店 234

会話を楽しむ 加島祥造 岩波書店 295

会社本位主義は崩れるか 奥村　宏 岩波書店 320

がんの治療 小林　博 岩波書店 351

がん告知以後 李羽倭文子 岩波書店 362

からだの設計図 岡田節人 岩波書店 405

科学技術の戦後史 中山　茂 岩波書店 430

環バルト海 百瀬　宏　(ほか) 岩波書店 434

看護 増田れい子 岩波書店 445

韓国言語風景 渡部吉鎔 岩波書店 453

「風と共に去りぬ」のアメリカ 青木富貴子 岩波書店 457

科学論入門 佐々木力 岩波書店 470

神の吹かす風　上 ｼﾄﾞﾆｲ･ｼｪﾙﾀﾞﾝ アカデミー出版 508

神の吹かす風　下 ｼﾄﾞﾆｲ･ｼｪﾙﾀﾞﾝ アカデミー出版 509

外国人とのコミュニケーション J･V･ﾈｳｽﾄﾌﾟﾆｰ 岩波書店 545

科学文明に未来はあるか 野坂昭如 岩波書店 546

外国語上達法 千野栄一 岩波書店 556

カンボジア最前線 熊岡路矢 岩波書店 582

華橋 斯波義信 岩波書店 589

韓国併合 海野福寿 岩波書店 593

核解体 吉田文彦 岩波書店 597

韓国民主化への道 池　明観 岩波書店 607

活断層 松田時彦 岩波書店 614

核時代を超える 湯川秀樹（ほか） 岩波書店 629

軽井沢通信 内田康夫 角川書店 634

花宴(ﾙﾋﾞｰ･ｺﾚｸｼｮﾝ) ごとうしのぶ　(ほか) 角川書店 636

恢復する家族 大江健三郎 講談社 644

風のように・嘘さまざま 渡部淳一 講談社 645

看護婦泣き笑いの話 宮子あずさ 講談社 646

冠婚葬祭・短いｽﾋﾟｰﾁ実例集 主婦の友社 679

香りと花のハーブ図鑑５００ 主婦の友社 683

簡単おかず 主婦の友社 692

神々野指紋　上 ｸﾞﾗﾊﾑ･ﾊﾝｺｯｸ 翔泳社 695

神々野指紋　下 ｸﾞﾗﾊﾑ･ﾊﾝｺｯｸ 翔泳社 696

堪忍箱 宮部みゆき 真人物往来社 701

神の火 高村　薫 新潮社 706

壊音 篠原　一 文芸春秋 784

カープ島サカナ作戦 椎名　誠 文芸春秋 785

観葉植物 高林成年　編 山と渓谷社 812

彼の歩んだ道 末川　博 岩波書店 838

ガーデン&ガーデン 山と渓谷社 862
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タイトル 著　　　者 出　版　社 登録番号

岳物語 椎名　誠 集英社 873

岳物語　続 椎名　誠 集英社 874

彼も人の子ナポレオン 城山　三郎 講談社 878

仮面の告白　改版 三島由紀夫 新潮社 894

海峡の光 辻　仁成 新潮社 915

帰りたかった家 青木　玉 講談社 963

神々の山嶺　上 夢枕　獏 集英社 964

神々の山嶺　下 夢枕　獏 集英社 965

鏡の中、神秘の国へ ﾖｰｽﾀｲﾝ･ｺﾞﾙﾃﾞﾙ 日本放送出版協会 1004

神谷美恵子　聖なる声 宮原安春 講談社 1031

借りのある人、貸しのある人 ﾌﾗﾝﾁｪｽｺ･ｱﾙﾍﾞﾛｰﾆ 草思社 1040

仮面の国 柳　美里 新潮社 1041

花神 司馬遼太郎 新潮社 1059

霞町物語 浅田次郎 講談社 1111

鐘 内田康夫 講談社 1162

神奈川県の歴史散歩（上） 山川出版社 1170

家庭介護 鈴木幸雄 双葉社 1201

買い物しすぎる女たち ｷｬﾛﾘﾝ･ウｴｯｿﾝ 講談社 1219

カラスは街の王様だ 大田真也 草書房 1267

ガーデン＆ガーデン１０ 山と渓谷社 1289

科学の目科学のこころ 長谷川真理子 岩波書店 1326

かまいたち 宮部みゆき 新人物往来社 1352

彼女たちについて私の知っている… 金井美恵子 朝日新聞社 1387

怪鳥艇　上 深田祐介 新潮社 1438

怪鳥艇　下 深田祐介 新潮社 1439

風のかたみ 内海隆一郎 光文社 1445

肩こり・手足のしびれ 平林　洌 講談社 1457

会食の日の献立 全国友の会 婦人之友社 1486

かながわの自然図鑑１　岩石・鉱物・地層 神奈川県立生命の星 有隣堂 1502

かながわの自然図鑑２　昆虫 地球博物館 有隣堂 1503

体は全部知っている 吉本ばなな 文芸春秋 1504

かなざわの歴史 神奈川新聞社 1510

がまんしないで　お母さん！ 渡辺美恵 ソレイユ出版 1538

金持ち父さん、貧乏父さん ﾛﾊﾞｰﾄ･ｷﾖｻｷ､ｼｬﾛﾝ･ﾚｸﾀｰ 筑摩書房 1561

快話術 萩本欽一 飛鳥新社 1564

官僚川路聖謨の生涯 平岩弓枝 文芸 1591

片想い百人一首 安野光雄 筑摩書房 1616

海浜棒球始末記 椎名　誠 文芸春秋 1621

学校崩壊現場からの報告 河上亮一 草思社 1622

神々に告ぐ　上 阿部遼太郎 角川書店 1660

神々に告ぐ　下 阿部遼太郎 角川書店 1661

がんばらない 蒲田　實 集英社 1688

笠雲 諸田玲子 講談社 1691

かまちの海 山田千鶴子 文芸春秋社 1706
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風の耳朶 灰谷健次郎 理論社 1710

海曜日の女たち 阿部日奈子 書肆山田 1730

風穴をあける 谷川俊太郎 草思社 1732

肩ごしの恋人 唯川　恵 マガジンハウス 1733

官邸　上 成田憲彦 講談社 1746

官邸　下 成田憲彦 講談社 1747

神奈川県の歴史散歩　下 山川出版社 1766

カメラマンと犬 新井　満 集英社 1772

上坂冬子の上機嫌不機嫌 上坂冬子 海竜社 1785

からくり民主主義 高橋秀実 草思社 1792

悲しみの精神史 山折哲雄 ＰＨＰ 1797

神奈川県の不思議事典 小市和男（ほか） 新人物往来社 1799

炎精（かげろう） 山崎洋子 毎日新聞社 1821

かきおき草子 瀬戸内寂聴 新潮社 1841

海霧　上 原田康子 講談社 1881

海霧　下 原田康子 講談社 1882

学力は家庭で伸びる 陰山英男 小学館 1939

輝ける日々 ﾀﾞﾆｴﾙ･ｽﾃｨｰﾙ 朝日出版社 1942

勝海舟　上 津本　陽 潮出版社 1961

勝海舟　下 津本　陽 潮出版社 1962

肩ごしの恋人 唯川　恵 マガジンハウス 1976

彼女の部屋 藤野千夜 講談社 2015

神も仏もありませぬ 佐野洋子 筑摩書房 2046

簡単カントリー木工　２ 日本ヴォーグ社 2066

邂逅の森 熊谷達也 文芸春秋 2069

火天の城 山本兼一 文芸春秋 2100

核兵器はいらない 沢田昭二 新日本出版社 2127

駆けみ交番 乃南アサ 新潮社 2134

陰日向に咲く 劇団ひとり 幻冬舎 2173

看守眼 横山秀夫 新潮社 2190

神田堀八つ下がり 宇江佐真理 徳間書房 2206

顔 横山秀雄 徳間書房 2241

鏡の中のアンジェリカ フランチェスコ・コスタ 文研出版 2262

学生諸君！ 漱石・賢治・大宰・陽水ほか 光文社 2268

風は山河より　第１巻 宮城谷昌光 新潮社 2287

風は山河より　第２巻 宮城谷昌光 新潮社 2288

鎌田實のしあわせ介護 鎌田  實 中央法規出版 2292

風は山河より　３巻 宮城谷昌光 新潮社 2300

風は山河より　４巻 宮城谷昌光 新潮社 2301

風は山河より　第５巻 宮城谷昌光 新潮社 2336

華族夫人の忘れもの 新・御宿かわせみ 平岩弓枝 文藝春秋 2348

ガリレオの苦悩 東野圭吾 文藝春秋 2358

神々の捏造 ニナ・バーリー 東京・書籍 2375

神様のカルテ 夏川早介 小学館 2391
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骸骨ビルの庭　上 宮本輝 講談社 2393

骸骨ビルの庭　下 宮本輝 講談社 2394

下流の宴 林　真理子 毎日新聞社 2410

風にそよぐ墓標 門田隆将 集英社 2413

カラスの親指 道尾秀介 講談社 2419

陽炎の飛鳥 上垣外　憲一 アートビレッジ 2437

怪物 福田　和代 集英社 2441

神坐す山の物語 浅田次郎 双葉社 2539

海岸列車（上） 宮本　輝 文春文庫 2544

海岸列車（下） 宮本　輝 文春文庫 2545

髪結い伊三次捕物余話
「昨日のまこと今日のうそ」

宇江佐　真理 文藝春秋 2552

風を繡う あさの　あつこ 実業之日本社 2553

火星の人(新版)上 アンディ・ウィアー早川書房 2583

火星の人(新版)下 アンディ・ウィアー早川書房 2584

カーネル・ハーランド・サンダース（自伝）
カーネル・ハーラン
ド・サンダース 日本KFC㈱ 2596

風は西から 村山由佳 幻冬舎 2642

カットバック警視庁FC２ 今野　敏 講談社 3648

紙鑑定士の事件ファイル 歌田　年 宝島社 2684

変われ！東京 隈研吾・清野由美 集英社 2695

彼女たちの場合は 江國香織 集英社 2713

貝に続く場所にて 石沢麻依 講談社 2720

キ 狂言役者ーひねくれ半代記 茂山千乃丞 岩波書店 202

教育入門 堀尾輝久 岩波書店 227

教育とは何か 大田　堯 岩波書店 246

キャッチフレーズの戦後史 深川英雄 岩波書店 293

行政指導 新藤宗幸 岩波書店 306

キリスト教と笑い 宮田光雄 岩波書店 307

金融入門 岩田規久男 岩波書店 359

行政手続法 兼子　仁 岩波書店 374

岸信介 原　彬久 岩波書店 413

議会 五十嵐敬喜 岩波書店 414

共生の大地 内橋克人 岩波書店 425

希望のヒロシマ 平岡　敬 岩波書店 466

教養としての言語学 鈴木孝夫 岩波書店 473

義賊伝説 南塚信吾 岩波書店 485

極北シベリア 福田正巳 岩波書店 494

記号論への招待 池上嘉彦 岩波書店 549

君について行こう 向井万起男 講談社 647

キョウコ 村上　龍 集英社 674

協奏曲 浅野美和子 東京放送 735

協奏曲 浅野美和子 東京放送 736

キルトのある暮らし 日本ヴォーグ社 750

基本詰め碁１００題 石田芳夫 日本文芸社 761
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タイトル 著　　　者 出　版　社 登録番号

今日一日、『自分の人生」の楽しみ方 ｱﾗﾝ･ｴﾌﾟｽﾀｲﾝ 三笠書房 805

今日一日、『自分の人生」の楽しみ方 ｱﾗﾝ･ｴﾌﾟｽﾀｲﾝ 三笠書房 806

きのこ(ﾌｲｰﾙﾄﾞ･ｶﾞｲﾄﾞｼﾘｰｽﾞ10) 菅原光二 小学館 824

近代の政治思想 福田歓一 岩波書店 841

ギリシャ神話 高津春繁 岩波書店 847

金閣寺　改版 三島由紀夫 新潮社 895

禁色　改版 三島由紀夫 新潮社 896

犠牲（サクリファイス） 柳田邦男 文芸春秋 905

犠牲（サクリファイス） 柳田邦男 文芸春秋 920

キャンドルのある暮らし クニエダヤスエ じゃこめてぃ出版 932

逆説の日本史　古代黎明編 井沢元彦 小学館 947

逆説の日本史　２ 井沢元彦 小学館 948

逆説の日本史　３ 井沢元彦 小学館 949

逆説の日本史　４ 井沢元彦 小学館 950

逆説の日本史　５ 井沢元彦 小学館 951

奇跡の人 真保裕一 角川書店 966

逆字篆刻字典 牛窪梧十 二玄社 1054

季刊　水墨画 日貿出版社 1082

金融危機に生かす１０の鉄則 山田智彦 青春出版社 1108

記憶する心臓 アクア・シルヴィア 角川書店 1130

共生の失態学 栗原　康 岩波新書 1134

兄弟 なかにし礼 文芸春秋 1149

きんぴか 浅田次郎 光文社 1151

巨大な落日 田原総一郎 文芸春秋 1171

教科書が教えない歴史（１） 藤岡信勝 産経新聞社 1194

教科書が教えない歴史（２） 藤岡信勝 産経新聞社 1195

教科書が教えない歴史（３） 藤岡信勝 産経新聞社 1196

着付けと帯むすび 弓岡勝美 ﾊﾟｯﾁﾜｰｸ通信社 1209

９６才の大学生 歌川豊国 PHP出版 1378

巨泉　人生の選択 大橋巨泉 講談社 1388

共生虫 村上　龍 講談社 1399

きれぎれ 町田　康 文芸春秋社 1440

気張る男 城山三郎 文芸春秋社 1458

近所づきあいの上手なコツ 武内純子 リヨン社 1468

京・料亭のお弁当 淡交社編集局 淡交社 1479

傷だらけの百名山 加藤久晴 リベルタ出版 1533

銀座四丁目交差点 枝川公一 二見書房 1572

逆説の日本史　６　中世神風編 井沢元彦 小学館 1611

逆説の日本史　７　中世王権編 井沢元彦 小学館 1612

逆説の日本史　８　中世混沌編 井沢元彦 小学館 1613

聞いて、ヴァイオリンの詩 千住真理子 時事通信社 1614

宮廷の道化師たち ｱヴｨｸﾞﾄﾞﾙ･ﾀﾞｶﾝ 集英社 1655

虚貌 雫井脩介 幻冬舎 1679

逆説の日本史（９） 伊沢元彦 小学館 1719
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狂王の庭 小池真理子 角川書店 1791

逆説のユーラシア史 杉山正明 日経新聞社 1832

逆説の日本史（１０） 伊沢元彦 小学館 1884

巨大銀行沈没 須田慎一郎 新潮社 1924

虚日 金石　範 講談社 1933

昨日がなければ明日もない 宮部みゆき 文藝春秋社 2660

希望の糸 東野圭吾 講談社 2668

逆ソクラテス 伊坂幸太郎 集英社 2692

九十八歳いきいき生きる知恵 三上美和 海竜社 1937

霧のむこうに住みたい 須賀敦子 河出書房新社 1979

九州新幹線（つばめ）誘拐事件 西村京太郎 徳間書房 2103

棄霊島　上 内田康夫 文藝春秋社 2177

棄霊島　下 内田康夫 文藝春秋社 2178

着せたい縫いたい赤ちゃん服 婦人之友社編集部／編 婦人之友社 2182

危機の宰相 沢木耕太郎 魁星出版 2184

斬られ権佐 宇江佐真理 集英社 2207

北前船の事件 平岩弓枝 講談社 2220

銀しゃり 山本一力 小学館 2290

岐阜羽島駅２５時 西村京太郎 新潮社 2386

麒麟の翼 東野　圭吾 講談社 2438

逆説の日本史　１１ 井沢　元彦 小学館 2464

逆説の日本史　１２ 井沢　元彦 小学館 2465

逆説の日本史　１３ 井沢　元彦 小学館 2466

逆説の日本史　１４ 井沢　元彦 小学館 2467

逆説の日本史　１５ 井沢　元彦 小学館 2468

逆説の日本史　１６ 井沢　元彦 小学館 2469

逆説の日本史　１７ 井沢　元彦 小学館 2470

逆説の日本史　１８ 井沢　元彦 小学館 2471

教場 長岡　弘樹 小学館 2492

虚像の道化師ガリレオ７ 東野　圭吾 文芸春秋 2498

禁断の魔術　ガリレオ８ 東野　圭吾 文芸春秋 2499

銀翼のイカロス 池井戸　潤 ダイヤモンド社 2534

擬宝珠のある橋 宇江佐　真理 文藝春秋 2535

希望荘 宮部　みゆき 小学館 2536

帰郷 浅田　次郎 集英社 2537

記憶の渚にて 白石　一文 角川書店 2538

九十歳何がめでたい 佐藤　愛子 小学館 2590

騎士団長殺し第１部 村上　春樹 新潮社 2597

騎士団長殺し第２部 村上　春樹 新潮社 2598

銀の猫 浅井　まかて 文藝春秋 2604

銀河鉄道の父 門井　慶喜 講談社 2623

危険なビーナス 東野　圭吾 講談社 2637

ク クルマから見る日本社会 三木和彦 岩波書店 497

空海の風景　上巻 司馬遼太郎 中央公論社 731
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タイトル 著　　　者 出　版　社 登録番号

空海の風景　下巻 司馬遼太郎 中央公論社 732

空撮登山別冊 新版 空撮･日本百名山 山と渓谷社 811

草笛の剣　上 津本　陽 読売新聞社 911

草笛の剣　下 津本　陽 読売新聞社 912

栗原はるみ　すてきレシピ４ （別冊エッセ） 扶桑社 922

クイズ新明解国語辞典 武藤康史 三省堂 929

暮らしの中の絵手紙を楽しむ 半田喜己子　 主婦と生活社 933

グズの人にはわけがある DRﾘﾝﾀﾞ･ｻﾊﾟﾃﾞｨﾝ ネスコ発行 1032

クレイアート 八木沢晴子 永岡書店 1113

クレイフラワー花遊び 宮井和子 マコー社 1123

グリーン・マイル ｽﾃｨｰｳﾞﾝ･ｷﾝｸﾞ 新潮社 1480

国定忠治 高橋　敏 岩波新書 1498

暮らしの折り紙 小林一夫 高橋書店 1702

鯨岩 又吉栄喜 光文社 1911

クライマーズ・ハイ 横山秀夫 文芸春秋 1978

草笛の音次郎 山本一力 文芸春秋 2018

グロテスク 桐野夏生 文芸春秋 2042

空中ブランコ 奥田英朗 文芸春秋 2068

グローバリゼーションと戦争 藤岡　惇 大月書店 2092

首を斬られにきたの御番所 佐藤正美 文芸春秋 2099

国を誤りたもうことなかれ 近藤道生 角川書店 2210

空白の桶狭間 加藤　廣 新潮社 2361

苦役列車 西村賢太 新潮社 2422

くじけないで 柴田トヨ 飛鳥新社 2428

五二屋傳蔵 山本　一力 朝日新聞 2490

黒書院の六兵衛（上） 浅田　次郎 日本経済新聞社 2505

黒書院の六兵衛（下） 浅田　次郎 日本経済新聞社 2506

口入れ屋おふく　昨日みた夢 宇江佐　真理 角川書店 2553

草花たちの静かな誓い 宮本　輝 集英社 2585

腐れ梅 澤田　瞳子 集英社 2599

クリエイティブ・マインドセット
デイヴィッド・ケリー(著）
トム・ケリー（著）
千葉 敏生 訳

日経BP 2616

黒武御神美御殿 宮部みゆき 毎日新聞出版 2679

グッドバイ 朝井まかて 朝日新聞出版 2685

ケ 検索入門　星座　春 林　完次 保育社 77

検索入門　星座　夏 林　完次 保育社 78

検索入門　星座　秋 林　完次 保育社 79

検索入門　星座　冬 林　完次 保育社 80

賢治の学校 鳥山敏子 サンマーク出版 142

原爆に夫を奪われて 神田三亀編 岩波書店 190

憲法第九条 小林直樹 岩波書店 192

経済学の考え方 宇沢弘文 岩波書店 226

原発はなぜ危険か 田中三彦 岩波書店 243

現代の新聞 桂　敬一 岩波書店 248
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タイトル 著　　　者 出　版　社 登録番号

現代アフリカ入門 勝俣　誠 岩波書店 292

結婚と家族 福島瑞穂 岩波書店 301

現代ウイルス事情 畑中正一 岩波書店 310

現代を読む 佐高　信 岩波書店 319

言語学とは何か 田中克彦 岩波書店 360

元朝秘史 小沢重男 岩波書店 393

現代たべもの事情 山本博史 岩波書店 419

原発事故を問う 七沢　潔 岩波書店 455

血圧の話 尾前照雄 岩波書店 462

現代社会の理論 見田宗介 岩波書店 478

検証日韓会談 高崎宗司 岩波書店 492

現代（死語）ノート 小林信彦 岩波書店 498

権威と権力 なだいなだ 岩波書店 516

ケインズ 伊藤光晴 岩波書店 518

現代日本の保守政治 内田健三 岩波書店 571

現代史を学ぶ 渓内　謙 岩波書店 596

“劇的”　とは 木下順二 岩波書店 600

経済予測 鈴木正俊 岩波書店 604

検察捜査 中嶋博行 講談社 648

決定版ﾄﾞｯｸﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾏﾆｭｱﾙ ﾌﾞﾙｰｽ･ﾌｫｰｸﾞﾙ 誠文堂真光社 721

言語と社会 P･ﾄﾗｯﾄﾞｷﾞﾙ 岩波書店 850

源氏物語 巻1 瀬戸内寂聴訳 講談社 879

源氏物語 巻2 瀬戸内寂聴訳 講談社 880

源氏物語 巻3 瀬戸内寂聴訳 講談社 881

元気を食べるとうふ 竹内富貴子 講談社 967

月光の東 宮本　輝 中央公論社 1036

玄関前と小庭のガーデニング ﾊﾟｯﾁﾜｰｸ通信社 1087

激震東洋事情 深田裕介 小学館 1088

源氏物語　４ 瀬戸内寂聴訳 講談社 1093

源氏物語　５ 瀬戸内寂聴訳 講談社 1094

源氏物語　６ 瀬戸内寂聴訳 講談社 1095

源氏物語　７ 瀬戸内寂聴訳 講談社 1096

刑事たちの夏 久間十義 日本経済新聞社 1129

源氏物語　巻八 瀬戸内寂聴 講談社 1229

源氏物語　巻九 瀬戸内寂聴 講談社 1230

源氏物語　巻十 瀬戸内寂聴 講談社 1231

現代布石の最前線 小林　覚 河出書房新社 1233

源氏物語の鑑賞と基礎知識No.１ 鈴木一雄 至文堂 1291

源氏物語の鑑賞と基礎知識No.２ 鈴木一雄 至文堂 1292

源氏物語の鑑賞と基礎知識No.３ 鈴木一雄 至文堂 1293

源氏物語の鑑賞と基礎知識No.４ 鈴木一雄 至文堂 1294

源氏物語の鑑賞と基礎知識No.５ 鈴木一雄 至文堂 1295

源氏物語の鑑賞と基礎知識No.６ 鈴木一雄 至文堂 1296

源氏物語の鑑賞と基礎知識No.７ 鈴木一雄 至文堂 1297
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タイトル 著　　　者 出　版　社 登録番号

憲法と国家ー同時代を問うー 樋口陽一 岩波書店 1329

賢者の食欲 里見真三 文芸春秋 1340

幻色江戸ごよみ 宮部みゆき 新人物往来社 1350

けったいなアメリカ人 米谷ふみ子 集英社 1393

元気都市ヨコハマを創る 高秀秀信 有隣堂 1421

経済ってそういうことだったのか会議 佐藤雅彦・竹中平蔵 日本経済新聞社 1513

権力犯罪 大谷昭宏、黒田清 旬報社 1568

血脈　上 佐藤愛子 文芸春秋 1593

血脈　中 佐藤愛子 文芸春秋 1594

血脈　下 佐藤愛子 文芸春秋 1595

経済のニュースがよくわかる本 細野真宏 小学館 1779

検察秘録 村　串栄 光文社 1795

研修医純情物語 川渕圭一 主婦の友社 1857

敬語のこころ 井上明美 学研 1936

ゲームの名は誘拐 東野圭吾 光文社 2021

蹴りたい背中 綿矢りさ 河出書房 2050

健康の湯めぐり 鏡森定信 北國新聞社 2067

剣客春秋　かどわかし 鳥羽　亮 幻冬舎 2111

欅（けやき）しぐれ 山本一力 朝日新聞社 2132

県庁の星 桂　望実 小学館 2174

幻夜 東野圭吾 集英社 2176

ゲド戦記１　影との戦い ﾙｰｸﾞｳｨﾝ ､清水真砂子訳 講談社 2195

月下の恋人 浅田次郎 光文社 2237

剣客同心 鳥羽　亮 角川春樹事務所 2252

健康問答 五木寛之、帯津良一 平凡社 2260

健康問答Ⅱ 五木寛之・帯津良一 平凡社 2299

訣別の森 末浦広海 講談社 2342

警視庁ＦＣ 今野　敏 毎日新聞社 2429

剣客春秋親子草 恋しのぶ 鳥羽　亮 幻冬舎 2488

玄鳥さりて 葉室　麟 新潮社 2632

コ 子どもたちの昭和史　（写真集）
子どもたちの昭和史v
編集委員会 大月書店 2

恋文 高村光太郎 講談社 133

子どもの宇宙 河合隼雄 岩波書店 200

コメを考える 祖田　修 岩波書店 228

子育て 山内逸郎 岩波書店 229

子どもと自然 河合雅雄 岩波書店 249

心病める人たち 石川信義 岩波書店 252

国際協力の新しい風 中田正一 岩波書店 255

ごみとリサイクル 奇本勝美 岩波書店 267

これからの経済学 佐和隆光 岩波書店 278

コンピューター・ネットワーク 石田晴久 岩波書店 285

国境を越える労働者 桑原靖夫 岩波書店 294

子どもと学校 河井隼雄 岩波書店 303

子どもを産む 吉村典子 岩波書店 308
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タイトル 著　　　者 出　版　社 登録番号

ゴルフと日本人 田中義久 岩波書店 312

子どもとあそび 仙田　満 岩波書店 322

心の病と社会復帰 蜂矢英彦 岩波書店 339

考古学の散歩道 田中　琢　 岩波書店 367

国連と日本 河辺一郎 岩波書店 370

獄中１９年 徐　　勝 岩波書店 392

子どもの歌を語る 山住正巳 岩波書店 399

孤島の生物たち 小野幹雄 岩波書店 401

心の病理を考える 木村　敏 岩波書店 406

誤報 後藤文康 岩波書店 461

高齢者医療と福祉 岡本祐三 岩波書店 469

古都発掘 田中　琢編 岩波書店 481

古都発掘 田中　琢編 岩波書店 482

古代ローマ帝国 吉村忠典 岩波書店 496

ことばと国家 田中克彦 岩波書店 540

子どもとことば 岡本夏木 岩波書店 541

国際連合 明石　康 岩波書店 555

ことばと文化 鈴木孝夫 岩波書店 566

国際金融入門 岩田規久男 岩波書店 591

神戸発阪神大震災以後 酒井道雄編 岩波書店 598

コーヒー 嘉茂明宏 大泉書店 631

困ったときのおかず大全科 グラフ社 643

古器と花 柳　定子 主婦の友社 680

これだけは見ておきたい桜 栗田　勇　(ほか) 新潮社 707

今晩のおかず選び (別刷　家庭画報) 世界文化社 725

こころのチキンスープ　３ ダイヤモンド社 728

心をこめてテディベアづくり 小柳英美 文化出版局 770

ごちそうさまが、ききたくて。 栗原はるみ 文化出版局 771

この国のかたち　１ 司馬遼太郎 文芸春秋 786

この国のかたち　２ 司馬遼太郎 文芸春秋 787

この国のかたち　３ 司馬遼太郎 文芸春秋 788

この国のかたち　４ 司馬遼太郎 文芸春秋 789

この国のかたち　５ 司馬遼太郎 文芸春秋 790

この国のかたち　６ 司馬遼太郎 文芸春秋 791

こころの日曜日 菅野　奉編 法研 800

こころの日曜日　２ 菅野　奉編 法研 801

こころの日曜日　３ 菅野　奉編 法研 802

こころの日曜日　４ 菅野　奉編 法研 803

言葉のおしゃれ３６５日 田丸美寿々 三笠書房 807

高山植物(ﾌｲｰﾙﾄﾞ･ｶﾞｲﾄﾞｼﾘｰｽﾞ9) 菅原久夫 小学館 823

工作図鑑 木内　勝 福音館書店 833

コンプレックス 河合隼雄 岩波書店 851

高脂血症の食事と食べ方 主婦の友社　編 主婦の友社 888

小林カツ代のじゃがいも大好き 小林カツ代 講談社 914
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タイトル 著　　　者 出　版　社 登録番号

心のボタン 東　君平 サンリオ 931

ことばのご馳走 金平敬之助 東洋経済新報社 939

困った人たちとのつきあい方 ﾛﾊﾞｰﾄ･M･ﾌﾞﾗｳﾝ 河出書房新社 968

心を贈る絵手紙入門 日本放送出版協会 1017

古伊万里を楽しむ 白州正子 世界文化社 1018

コーリヤ　愛のプラハ ｽﾞﾃﾞﾆｴｯｸ･ｽヴｪﾗｰｸ 集英社 1030

幸福術 ひろ　さちや 日本経済新聞社 1034

小池邦夫の絵手紙入門 小池邦夫 雄鶏社 1047

心彩彩 片岡鶴太郎 近代映画社 1053

小林カツ代のおべんとう決まった! 小林カツ代 講談社 1057

心は孤独な数学者 藤原正彦 新潮社 1101

この人と結婚するために ジョン・グレイ 三笠書房 1148

これからの「勝ち組」「負け組」 落合信彦 ザ・マサダ 1165

心を創る七つの言葉 粱瀬次郎 時事通信社 1180

恋を売る家 大城立裕 新潮社 1184

ゴールドラッシュ 柳　美里 新潮社 1206

五体不満足 乙武洋匤 講談社 1207

子どもにウケる科学手品７７ 後藤道夫 講談社 1243

故園風来抄 堀田善衛 集英社 1279

考古学で何がわかるか 中村　浩 芙蓉書房 1306

コンクリートが危ない 小林一輔 岩波書店 1328

コロンブスをペテンにかけた男 ジャイルズ・ミルトン 中央公論新社 1402

子どもが育つ魔法の言葉 ﾄﾞﾛｼｰ･ﾛｰ･ﾉﾙﾄ PHP出版 1403

言葉のごちそう 市堀艶子 主婦の友社 1424

子どもの危機をどう見るか 尾木直樹 岩波新書 1499

GO 金城一紀 講談社 1505

こんなモノなしで暮らしたい 芦崎　治 太郎次郎社 1519

極楽家族 佐藤洋二郎 講談社 1537

午前三時のルースター 垣根涼介 文芸春秋 1542

コンセント 田口ランディ 幻冬舎 1543

小春日和 金井美恵子 河出書房新社 1544

この命守りたかった 広田研二 かもがわ出版 1575

こころの天気図 五木寛之 講談社 1605

碁の心発見ｼﾘｰｽﾞ(1) 小林　覚 日本棋院 1625

碁の心発見ｼﾘｰｽﾞ(2) 王立　誠 日本棋院 1626

碁の心発見ｼﾘｰｽﾞ(3) 大竹英雄 日本棋院 1627

こんな美しい夜明け 加藤　剛 岩波書店 1644

国宝 芸術新潮編集部編 新潮社 1656

５年の梅 乙川優三郎 新潮社 1659

コレリ大尉のマンドリン ﾙｲ･ﾄﾞ･ﾍﾞﾙﾆｴｰﾙ アルク 1689

古布に魅せられた暮らし　其の二 犬木恵子(ほか) 学研 1708

声に出して読みたい日本語 斎藤　孝 草思社 1717

紅一点主義 林まり子 文芸春秋 1740

ごろごろ 伊集院　静 講談社 1771
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タイトル 著　　　者 出　版　社 登録番号

声 柳　美里 小学館 1774

子盗り 海月ルイ 文芸春秋 1793

言葉の力・生きる力 柳田邦男 新潮社 1801

声に出して読みたい日本語　２ 斎藤　考 草思社 1816

これが佐藤愛子だ 佐藤愛子 集英社 1837

五輪書 大河内昭爾(訳) (株)ﾆｭｰﾄﾝﾌﾟｽ 1860

五郎治殿御始末 浅田次郎 中央公論新社 1900

骨祖しょう症の最新治療 細井孝之 講談社 1938

近藤典子の暮らしのｱｲﾃﾞｱ100ﾌｧｲﾙ 近藤典子 幻冬舎 1951

小美代姐さん花乱万丈 群　ようこ 集英社 1952

五稜郭を落とした男 秋山香乃 文芸社 2049

香水の教科書 榎本雄作 学研 2064

心と体をいやすアロマテラピー 花田みほ 主婦の友社 2065

午後の磔刑 花村満月 文芸春秋 2102

孤宿の人　上 宮部みゆき 新人物往来社 2120

孤宿の人　下 宮部みゆき 新人物往来社 2121

子どもの世話にならずに死ぬ方法 俵　萌子 中央公論新社 2122

恋いちもんめ 宇江佐真理 幻冬舎 2203

子どもたちのいない世界 ﾌｨﾘｯﾌﾟ･ｸﾛｰﾃﾞﾙ みすず書房 2265

告白 湊かなえ 双葉社 2403

孤舟 渡部淳一 集英社 1415

心を整える 長谷部　誠 幻冬舎 2443

心に吹く風髪結い伊三郎捕物余話 宇江佐　真理 文芸春秋 2455

こいわすれ 畠中　恵 文芸春秋 2456

心 姜尚中 集英社 2487

皇帝フリードリッヒ２世の生涯（上） 塩野　七生 新潮社 2500

皇帝フリードリッヒ２世の生涯（下） 塩野　七生 新潮社 2501

子育てはもう卒業します 垣谷　美雨 祥伝社 2507

後妻業 黒川　博行 文芸春秋 2531

コーヒーが冷めないうちに 川口　俊和 サンマーク出版 2532

コンビニ人間 村田　沙耶香 文藝春秋 2591

孤道 内田　康夫 毎日新聞出版 2607

この世の春（上） 宮部　みゆき 新潮社 2624

この世の春（下） 宮部　みゆき 新潮社 2625

珈琲が呼ぶ 片岡義男 光文社 2659

好日日記 森下典子 新潮社 2661

孤独という道づれ 岸　惠子 幻冬舎 2675

孤道 内田　康夫 毎日新聞出版 2689

この世を生き切る醍醐味 樹木希林 毎日新聞出版 2693

５２ヘルツのクジラたち 林真理子 新潮社 2725
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