
タイトル 著　　　者 出　版　社 登録番号

サ 三原色のフィールドノート　１ 松本キミ子 山海堂 33

三原色のフィールドノート　２ 松本キミ子 山海堂 34

三原色のフィールドノート　３ 松本キミ子 山海堂 35

三原色のフィールドノート　４ 松本キミ子 山海堂 36

三原色のフィールドノート　５ 松本キミ子 山海堂 37

三原色のフィールドノート　６ 松本キミ子 山海堂 38

栽培植物と農耕の起源 中尾 佐助 岩波書店 168

サッチャー時代のイギリス 森嶋通夫 岩波書店 225

産業廃棄物 高杉晋吾 岩波書店 286

酸性雨 石　弘之 岩波書店 314

西行 高橋英夫 岩波書店 340

砂漠を緑に 遠山柾雄 岩波書店 349

サッカーへの招待 大住良之 岩波書店 369

三国志演義 井波律子 岩波書店 395

在日外国人　新版 田中　宏 岩波書店 415

災害救援 野田正彰 岩波書店 433

盛り場の民俗史 神崎宣武 岩波書店 583

細胞から生命が見える 柳田充弘 岩波書店 592

三国志の風景 小松健一 岩波書店 605

淋しい狩人 宮部みゆき 新潮社 702

三段の壁を破る実戦詰め碁100 大竹英雄 日本文芸社 763

三段の壁を破る攻めのﾃｸﾆｯｸ 大竹英雄 日本文芸社 764

さくら百花事典 婦人画報社 766

斉藤謡子のカントリーキルト 斎藤謡子 文化出版局 772

三人姉妹 小菅みちる 読売新聞社 814

山菜(ﾌｲｰﾙﾄﾞ･ｶﾞｲﾄﾞｼﾘｰｽﾞ12) 中川重年 小学館 826

三省堂漢和辞典 長沢規矩也 三省堂 868

３６５日のビストロ晩ご飯 光文社 921

散骨代とお駄賃を残しておきます 岡田信子 主婦と生活社 1029

三本の矢　（上） 榊　東行 早川書房 1062

三本の矢　（下） 榊　東行 早川書房 1063

最高の贈り物 日本ｴｯｾｲｽﾄ･ｸﾗﾌﾞ 文芸春秋 1106

最悪 奥田英朗 講談社 1255

さかだち日記 中島らも 講談社 1277

最新恐竜学 平山　康 平凡社新書 1325

砂漠の女　ディリー ワリス・ディリー 草思社 1408

差をつける有段死活 坂田栄男 日本棋院新書 1545

差をつける定石活用法 林　海峰 日本棋院新書 1546

差をつける布石理論 大竹英雄 日本棋院新書 1547

差をつける中盤の戦略 加藤正夫 日本棋院新書 1548

佐助の牡丹(御宿かわせみ) 平岩弓枝 文芸春秋 1596

最後の家族 村上　龍 幻冬舎 1673

さんだらぼっち 宇江佐真理 文春文庫 1742

サンダカンまで 山崎朋子 朝日新聞社 1752

ザ・ジョーカー 大沢在昌 講談社 1769
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タイトル 著　　　者 出　版　社 登録番号

魚の棲む城 平岩弓枝 新潮社 1786

さこうろうきたん(沙高樓綺譚) 浅田次郎 徳間書房 1788

最後の宦官秘聞 賈　英華 ＮＨＫ出版 1831

サダム コンコリン 幻冬舎 1919

採用の超プロが教えるできる人でき
ない人 安田佳生 サンマーク出版 1977

さすが電子レンジ!料理大全集 村上祥子、大沼奈保子 講談社 1997

殺人の門 東野圭吾 角川書店 2002

さらば外務省! 天木直人 講談社 2032

桜花（さくら）を見た 宇江佐真理 文芸春秋 2098

さくら 西　加奈子 小学館 2104

さざなみ情話 乙川優三郎 朝日新聞社 2196

さかさまライオン 内田驎太郎 童心社 2274

西遊記　上 平岩弓枝 毎日新聞社 2295

西遊記　下 平岩弓枝 毎日新聞社 2296

ザ・シークレット ﾛﾝﾀﾞ･ﾊﾞｰﾝ 角川書店 2316

裁判員法廷 芦辺　拓 文芸春秋 2323

最終目的地 ピーター・キャメロン 新潮社 2360

酸化ストレスから身を守る 嵯峨井勝 岩波書店 2407

真田三代（上） 火坂　雅志 ＮＨＫ出版 2450

真田三代（下） 火坂　雅志 ＮＨＫ出版 2451

桜ほうさら 宮部　みゆき PHP研究所 2510

サラバ　上 西　加奈子 小学館 2537

サラバ　下 西　加奈子 小学館 2538

坂の途中の家 角田　光代 朝日新聞社 2563

猿の見る夢 桐野　夏生 講談社 2564

三鬼 宮部　みゆき
日本経済新聞出版
社

2588

錯迷 堂場　瞬一 小学館 2593

酒が仇と思えども 中島　要 祥伝社 2636

さよなら、田中さん 鈴木　るりか 小学館 2639

シ
ｼﾞｮｾﾌ･ｺｰﾈﾙの自然のこころにふれ
る旅 ｼﾞｮｾﾌ･B･ｺｰﾈﾙ 柏書房 120

小学生ｱﾄﾗｽ地図で知る世界 国際地学協会 140

昭和史　新版 遠山 茂樹 岩波書店 165

新・心理学入門 宮城　音弥 岩波書店 189

新哲学入門 広松　渉 岩波書店 211

障害者はいま 大野智也 岩波書店 220

職業としての編集者 吉野源三郎 岩波書店 230

自由と国家 樋口有介 岩波書店 238

障害児と教育 茂木敏彦 岩波書店 256

諸葛孔明 立間祥介 岩波書店 264

生涯発達の心理学 高橋恵子 岩波書店 268

昭和天皇の終戦史 吉田　裕 岩波書店 325

女優という仕事 山本安英 岩波書店 326

シュンペーター 伊藤光晴 岩波書店 337

自由主義の再検討 藤原保信 岩波書店 352
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タイトル 著　　　者 出　版　社 登録番号

信州に上医あり 南木佳士 岩波書店 372

思想としての近代経済学 森島道夫 岩波書店 373

自然保護という思想 沼田　真 岩波書店 378

新折々のうた 大岡　信 岩波書店 404

新折々のうた　２ 大岡　信 岩波書店 437

ジャンヌ・ダルクと蓮如 大谷暢順 岩波書店 454

情報公開法 松井茂記 岩波書店 456

真贋ものがたり 三杉隆敏 岩波書店 465

神仏習合 義江彰夫 岩波書店 467

職人 永　六輔 岩波書店 477

ジャズと生きる 穐吉敏子 岩波書店 480

社会心理学入門 南　　博 岩波書店 515

新唐詩選 吉川幸次郎 岩波書店 522

社会科学における人間 大塚久雄 岩波書店 530

小説はいかに書かれたか 篠田浩一郎 岩波書店 543

地震と建築 大崎順彦 岩波書店 548

術語集 中村雄二郎 岩波書店 551

情報ネットワーク社会 今井賢一 岩波書店 552

実存主義 松波信三郎 岩波書店 561

色彩の心理学 金子高芳 岩波書店 574

神経内科 小長谷正明 岩波書店 590

ｼﾞｪｲｽﾞﾑ･ｼﾞｮｲｽの謎を解く 柳瀬尚紀 岩波書店 615

趣味の価値 脇村義太郎 岩波書店 621

自動車の社会的費用 宇沢弘文 岩波書店 622

社会科学入門 高島善哉 岩波書店 623

資本論の世界 内田義彦 岩波書店 624

失敗しない　洋ラン入門 主婦の友社 684

植物別花づくりカレンダー 主婦の友社 685

新アルハンブラ物語 安引　宏 新潮社 708

四季に楽しむｺﾝﾃﾅ･ｶﾞｰﾃﾞﾆﾝｸﾞ ﾏﾙｺﾑ･ﾋｰﾘｪ 誠文堂真光社 722

Ｃの福音 楡　周平 宝島社 729

Ｃの福音 楡　周平 宝島社 730

実践アウトドア入門 三雲　大 ナツメ社 739

始皇帝 ＮＨＫ取材版 日本放送出版協会 741

食後のライスは大盛りで 東海林さだお 文芸春秋 792

自分の時間 ｱｰﾉﾙﾄﾞ･ﾍﾞﾈｯﾄ 三笠書房 808

自分の素晴らしさにきづいていますか ﾏﾄﾞﾉｱｾﾞﾙ･愛 三笠書房 809

自然図鑑 さとうち藍 福音館書店 831

情報図鑑 上田篤･せとうち藍 福音館書店 835

シベリアに憑かれた人々 加藤九作 岩波書店 844

社会認識の歩み 内田義彦 岩波書店 845

社会科学の方法 大塚久雄 岩波書店 848

自由と規律 池田　潔 岩波書店 849

宿根草花 日本放送出版協会 859

ｼｽﾀｰ･ｳｴﾝﾃﾞｨの名画物語 ｳｪﾝﾃｨ･ﾍﾞｹｯﾄ 講談社 870
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タイトル 著　　　者 出　版　社 登録番号

少年Ｈ　上巻 妹尾 河童 講談社 871

少年Ｈ　下巻 妹尾 河童 講談社 872

ジョイ・オブ・ハーブス 鷹谷宏幸 グラフ社 877

死ぬまでになすべきこと 武田和子 主婦の友社 889

死ぬまでになすべきこと　続 武田和子 主婦の友社 890

潮騒　改版 三島由紀夫 新潮社 897

新解さんの謎 赤瀬川原平 文芸春秋 906

人生のこみち 中野孝次 文芸春秋 907

島津睦子のあこがれのパン 日本放送出版協会 923

循環農業の村から 吉田道昌 春秋社 934

朱の丸御用船 吉村　昭 文芸春秋 970

少年被疑者 松木　麗 学陽書房 971

死の泉 皆川博子 早川書房 1037

私鉄沿線日帰り旅 旅行読売出版 1045

「昭和」という国家 司馬遼太郎 ＮＨＫ出版 1051

人生に活かす孟子の論法 谷沢永一、渡部昇一 ＰＨＰ研究社 1074

森林再生 神奈川新聞社編 かなしん出版 1098

市民グラフ　ヨコハマ 横浜市 1125

昭和天皇二つの「独白録」 東野　真 ＮＨＫ出版 1138

自分の壁を破る人　破れない人 渡部昇一 三笠書房 1159

初等ヤクザの犯罪学教室 浅田次郎 YKﾍﾞｽﾄｾﾗｰｽﾞ 1173

新・学生時代に何を学ぶべきか 講談社編 講談社 1176

淳 土師　守 新潮社 1181

週末のガーデニング 永田あおい 講談社 1193

ｼﾙﾊﾞｰ世代の健康管理と看護婦さ
んが教える・・ 遠藤康夫 主婦の友社 1202

人生の教科書「よのなか」 藤原和博､宮台真司 筑摩書房 1208

少年Ｈと少年Ａ 妹尾 河童 野坂 昭如 PHP出版 1218

侵略 吉野　準 読売新聞社 1225

小国主義 -日本の近代を読みなおす- 田中　彰 岩波新書 1242

障害学への招待 -社会、文化､ﾃﾞｨｽ
ｱﾋﾞﾘﾃｨ

石川准､長瀬修 明石書店 1268

人権の思想史 浜林正夫 吉川弘文館 1308

シェエラザード　上 浅田次郎 講談社 1310

シェエラザード　下 浅田次郎 講談社 1311

沈まぬ太陽 (ニ) アフリカ篇　下 山崎豊子 新潮社 1330

沈まぬ太陽 (三) 御巣鷹山篇 山崎豊子 新潮社 1331

沈まぬ太陽 (四) 会長室篇　上 山崎豊子 新潮社 1332

沈まぬ太陽 (五) 会長室篇　下 山崎豊子 新潮社 1333

沈まぬ太陽 (一)アフリカ篇　上 山崎豊子 新潮社 1347

女流作家 西村京太郎 朝日新聞社 1394

四季の草花　一・二年草 主婦の友社 1418

新幹線をつくった男　島秀雄物語 高橋団吉 小学館 1427

獅子の座　足利義満伝 平岩弓枝 中央公論新社 1437

四季・亜紀子　上 五木寛之 集英社 1461

四季・亜紀子　下 五木寛之 集英社 1462
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タイトル 著　　　者 出　版　社 登録番号

写生の物語 吉本隆明 講談社 1464

シェイクスピア・ミステリー ｼﾞｮｰｾﾞﾌ･ｿﾌﾞﾗﾝ 朝日新聞社 1465

シニアの食卓 藤田美明・堀江ひろ子 婦人之友社 1485

ｼﾙｷｰﾘﾎﾞﾝで作るｱｰﾄﾌﾗﾜｰ 長谷良子・恵 雄鶏社 1524

白と生成りのレース編み 　 雄鶏社 1526

寂聴あおぞら説法 瀬戸内寂聴 光文社 1536

人生最高のラブレター 生活ﾃﾞｻﾞｲﾝ研究所編 清流出版　 1559

人生の賞味期限 藤本義一 岩波書店 1580

自分の木の下で 大江健三郎 朝日新聞社 1600

将棋の子 大崎善生 講談社 1603

十二番目の天使 ｵｸﾞﾏﾝ･ﾃﾞｨｰﾉ 求龍堂 1607

白い薔薇の淵まで 中山可穂 集英社 1608

シーズザデイ 鈴木光司 新潮社 1609

少年法 新保信長 アスペクト 1623

幸せへの扉 ｱﾅ･ｸｲﾝﾄﾞﾚﾝ 集英社 1632

重蔵始末 逢坂　剛 講談社 1643

司馬遼太郎全講演　１ 司馬遼太郎 朝日新聞社 1649

司馬遼太郎全講演　２ 司馬遼太郎 朝日新聞社 1650

司馬遼太郎全講演　３ 司馬遼太郎 朝日新聞社 1651

死ぬほど好き 林　真理子 集英社 1664

地獄の始末 澤田ふじ子 徳間書房 1672

１３階段 高野和明 講談社 1680

シャトウルージュ 渡辺淳一 文芸春秋社 1696

時代が変わった 堺屋太一 講談社 1697

春雷 伊集院静 新潮社 1705

ジャンヌ・ダルク暗殺 藤本ひとみ 講談社 1718

史談　信長に仕える苦労 中村彰彦 ダイヤモンド社 1763

真実のともし火を消してはならない 中丸　薫 サンマーク出版 1765

初夜 林　真理子 文芸春秋 1789

釈迦と女とこの世の苦 瀬戸内寂聴 ＮＨＫ出版 1794

自足して生きる喜び 中野孝次 朝日新聞社 1800

至福の境地 曽野綾子 講談社 1802

親日派のための弁明 金　実燮 草思社 1819

自分らしさとわがままの境で ｱﾝﾇｶﾞﾘﾝｸﾞ後藤純一訳 草思社 1862

シルクロード全史 王鉞金連緑訳 中央公論 1865

司馬遼太郎が考えたこと　１ 司馬遼太郎 新潮社 1868

司馬遼太郎が考えたこと　２ 司馬遼太郎 新潮社 1869

司馬遼太郎が考えたこと　３ 司馬遼太郎 新潮社 1870

司馬遼太郎が考えたこと　４ 司馬遼太郎 新潮社 1871

司馬遼太郎が考えたこと　５ 司馬遼太郎 新潮社 1872

司馬遼太郎が考えたこと　６ 司馬遼太郎 新潮社 1873

司馬遼太郎が考えたこと　７ 司馬遼太郎 新潮社 1874

司馬遼太郎が考えたこと　８ 司馬遼太郎 新潮社 1875

司馬遼太郎が考えたこと　９ 司馬遼太郎 新潮社 1876

司馬遼太郎が考えたこと　１０ 司馬遼太郎 新潮社 1877
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タイトル 著　　　者 出　版　社 登録番号

司馬遼太郎が考えたこと　１１ 司馬遼太郎 新潮社 1878

司馬遼太郎が考えたこと　１２ 司馬遼太郎 新潮社 1879

白州正子のきもの 牧山桂子 新潮社 1886

詩歌の森へ 芳賀　徹 中央新書 1910

出身地でわかる人の性格 岩中祥史 草思社 1929

新聞は生き残れるか 中馬清福 岩波書店 1946

しょつぱいドライブ 大道珠貴 文芸春秋 2000

真相 横山秀夫 双葉社 2013

杖下に死す 北方健三 文芸春秋 2017

自分の仕事をつくる 西村佳哲 昌文社 2031

１３歳のハローワーク 村上　龍 幻冬舎 2040

十三歳の仲人 平岩弓枝 文芸春秋 2055

人生讃歌 美和明宏 大和書房 2084

女性天皇論 中野正志 朝日新聞社 2087

司馬遼太郎が考えたこと　１３ 司馬遼太郎 新潮社 2095

司馬遼太郎が考えたこと　１４ 司馬遼太郎 新潮社 2096

司馬遼太郎が考えたこと　１５ 司馬遼太郎 新潮社 2097

滴り落ちる時計たちの波紋 平野啓一郎 文芸春秋 2101

しろのあお 上大岡　トメ 飛鳥新社 2107

震度０（ゼロ） 横山秀夫 朝日新聞社 2148

白州次郎占領を背負った男 北　康利 講談社 2164

新リア王　上 高村　薫 新潮社 2166

新リア王　下 高村　薫 新潮社 2167

使命と魂のリミット 東野圭吾 新潮社 2226

知っておきたい日本語常識 (千恵蔵ふろく) 朝日新聞社 2228

七人の岡っ引き 小杉健治 幻冬舎 2232

「時間ですよ」を作った男 加藤義彦 双葉社 2266

シルバーバーチの新たなる啓示 ﾄﾆｰ･ｵｰﾂｾﾝ ハート出版 2269

シルバーバーチ最後の啓示 ﾄﾆｰ･ｵｰﾂｾﾝ ハート出版 2281

女性の品格 坂東眞理子 ＰＨＰ新書 2293

新・御宿かわせみ 平岩弓枝 文芸春秋 2302

新参者 東野圭吾 講談社 2379

親鸞　上 五木寛之 講談社 2380

親鸞　下 五木寛之 講談社 2381

聖徳太子の密使 平岩弓枝 新潮社 2390

新・雨月　上 船戸与一 徳間書店 2397

新・雨月　下 船戸与一 徳間書店 2398

自分の始末 曽野綾子 扶桑社 2409

ジョン・マン　波濤編 山本一力 講談社 2421

人生がときめく片づけの魔法 近藤麻理恵 サンマーク出版 2432

小惑星探索機はやぶさの大冒険 山根一眞 マガジンハウス 2434

十字軍物語　１ 塩野　七生 新潮社 2435

十字軍物語　２ 塩野　七生 新潮社 2436

慈雨の雨 宮崎　輝 新潮社 2448

城を噛ませた男 伊東　潤 光文社 2449
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タイトル 著　　　者 出　版　社 登録番号

十字軍物語　３ 塩野　七生 新潮社 2461

証言「原発危機５００日」
細野豪志　鳥越俊
太郎

講談社 2483

新御宿かわせみ 蘭陵王の恋 平岩　弓枝 文芸春秋 2489

昭和の犬 姫野　かおるこ 幻冬舎 2511

新御宿かわせみ千春の婚礼 平岩　弓枝 文芸春秋 2530

鹿の王　上 上橋　菜穂子 角川書店 2532

鹿の王　下 上橋　菜穂子 角川書店 2533

新・戦争論　僕らのインテリジェンス
の磨き方

佐藤 俊　池上 彰 文春新書 2546

自閉症の僕が跳びはねる理由 東田　直樹 エスコアール 2547

死んでいない者 滝口　悠生 文藝春秋 2559

しんせかい 山下　澄人 新潮社 2586

下町ロケット 池井戸　潤 小学館 2594

知ってはいけない
　隠された日本支配の構造 矢部 宏治 講談社 2619

色彩を持たない多崎つくると、彼の
巡礼の旅 村上春樹 文藝春秋 2662

少年と犬 馳　星周 文藝春秋社 2700

首里の馬 高山羽根子 新潮社 2696

焦眉 今野　敏 幻冬舎 2694

ＪＲ上野駅公園口 柳　美里 河出書房新社 2719

小説８０５０ 林　真理子 新潮社 2714

ス 数学入門　上 遠山　敬 岩波書店 169

数学入門　下 遠山　敬 岩波書店 170

スウェーデンの挑戦 岡沢憲芙 岩波書店 283

隅田川の文学 久保田淳　 岩波書店 474

寿司屋のかみさんうちあけ話 佐川芳枝 講談社 649

寿司屋のかみさんおいしい話 佐川芳枝 講談社 650

ステップファザー・ステップ 宮部みゆき 講談社 651

スヌーピーと仲間たちの心と時代 広淵升彦 講談社 652

素肌美人の化粧品チェック 大門一夫 三水社 668

すてきなフラワーガーデン 主婦の友社 686

すぐ使えるトラベル英会話 監修 ﾘﾌﾞﾗｯｸ･千帚 成美堂出版 716

図解フィルムとプリント 学研 855

すてきなグリーン 主婦の友社 891

水彩生物を描く ｴﾘｻﾞﾍﾞｽ･ｼﾞｪｰﾝ･ﾛｲﾄﾞ 美術出版 941

水滴 目取真　俊 文芸春秋 969

住みたい家はこんな家 集英社 972

鈴の鳴る道 星野富弘 偕成社 1070

素敵なｶﾞｰﾃﾞﾆﾝｸﾞ雑貨をさがす・・ 講談社 1128

スコール 小檜山博 集英社 1266

スーツ・ホームレス こむろあきら 海拓舎 1386

彗星の住人 島田雅彦 新潮社 1567

スプートニクの恋人 村上　龍 中央公論社 1662

水曜日の朝、午前三時 蓮見圭一 新潮文庫 1725

7/11



タイトル 著　　　者 出　版　社 登録番号

酔生夢死か起死回生か 阿川弘之 新潮社 1744

過ぎて来た日々 津本　陽 角川書店 1859

彗星の住人 島田雅彦 新潮社 1996

須賀敦子全集　１ 須賀敦子 河出書房新社 1999

少ないお金で夢がかなうｲｷﾞﾘｽの小
さな家

井形慶子 大和書房 2088

水神　上 帚木　蓬生 新潮社 2372

水神　下 帚木　蓬生 新潮社 2373

ずんずん！ 山本　一力 中央公論新社 2566

スクラップ・アンド・ビルド 羽田 圭介 文藝春秋 2618

スワン 呉　勝浩 KADOKAWA 2718

素敵な日本人 東野圭吾 光文社 2728

セ 世界回の歴史と文化（アメリカ） 監修　亀井俊介 新潮社 40

世界回の歴史と文化（スペイン） 監修　増田義郎 新潮社 41

世界回の歴史と文化（イギリス） 監修　小池　滋 新潮社 42

世界回の歴史と文化（ドイツ） 監修　池内　紀 新潮社 43

世界回の歴史と文化（フランス） 監修　清水　撤 新潮社 44

世界回の歴史と文化（イタリア） 監修　河島英昭 新潮社 45

世界回の歴史と文化（インド） 監修　辛島　昇 新潮社 46

世界回の歴史と文化（韓国） 監修　金　両基 新潮社 47

世界回の歴史と文化（中国） 監修　陳　舜臣 新潮社 48

世界回の歴史と文化（ロシア） 監修　原　卓也 新潮社 49

世界回の歴史と文化（ｵｰｽﾄﾗﾘｱ） 監修　池田　紀 新潮社 50

世界回の歴史と文化（ｵﾗﾝﾀﾞ･ﾍﾞﾙｷﾞｰ） 監修　栗原福也 新潮社 51

世界回の歴史と文化（ギリシャ） 監修　西村太良 新潮社 52

世界回の歴史と文化（中欧） 監修　沼野充義 新潮社 53

聖なる予言 ｼﾞｪｲﾑｽﾞ･ﾚｯﾄﾞﾌｨｰﾙﾄﾞ 角川書店 121

零の発見 吉田洋一 岩波書店 179

生物進化を考える 木村資生 岩波書店 215

千利休 赤瀬川原平 岩波書店 245

世界経済入門　第２版 西川　潤 岩波書店 271

戦後ドイツ 三島憲一 岩波書店 272

生と死の心模様 大原健士郎 岩波書店 275

政治家の条件 森島道夫 岩波書店 296

世界経済の新らしい構図 向　寿一 岩波書店 311

戦争と美術 司　　修 岩波書店 317

政治改革 山口二郎 岩波書店 343

性教育は、いま 西垣戸　勝 岩波書店 357

世界政治をどう見るか 鴨　武彦 岩波書店 358

世界経済図説 宮崎　勇 岩波書店 368

戦後政治史 石川真澄 岩波書店 412

戦後文学を問う 川村　湊　 岩波書店 416

戦争犯罪とは何か 藤田久一 岩波書店 424

戦後を読む 佐高　信 岩波書店 429

戦後の日本経済 橋本寿朗 岩波書店 431
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タイトル 著　　　者 出　版　社 登録番号

宣教師ニコライと明治日本 中村健之助 岩波書店 471

１９６０年５月１９日 岩波書店 524

世界経済をどう見るか 宮崎義一 岩波書店 559

精神分析入門 宮城音弥 岩波書店 565

戦後を語る 岩波書店 595

成功哲学 ﾅﾎﾟﾚｵﾝ･ﾋﾙ 騎虎書房 640

聖書の世界 白川義員 新潮社 709

星座 沼沢茂美 ナツメ社 740

世界押し花ﾃﾞｻﾞｲﾝ図鑑 VOL..1 日本ヴォーグ社 751

世界のﾌﾗﾜｰﾄｰﾙﾍﾟｲﾝﾃｨﾝｸﾞ 岡　紗裕美 日本ヴォーグ社 752

成功する「人心掌握」術 童門冬二 三笠書房 810

世界史概観　上 ＨＧ・ウェルズ 岩波書店 836

世界史概観　下 ＨＧ・ウェルズ 岩波書店 837

政治家の文章 武田泰淳 岩波書店 843

性格 宮城音弥 岩波書店 853

聖母の鏡 原田康子 新潮社 916

聖書の暗号 ﾏｲｹﾙ･ﾄﾞﾛｽﾆﾝ 新潮社 973

静寂の叫び ｼﾞｪﾌﾘｰ･ﾃﾞｲｰヴｱｰ 早川書房 999

煎茶の世界 雄山閣 1000

宣戦布告　（上） 麻生　幾 講談社 1060

宣戦布告　（下） 麻生　幾 講談社 1061

節約のおかず 扶桑社 1066

世界あっちこっちめぐり さくらももこ 集英社 1073

絶対音感 最相葉月 小学館 1104

世界地図帳 発行人 黒田敏夫 昭文社 1126

全国おすすめ公共の宿 成美堂出版 1199

節約生活のススメ 山崎えり子 飛鳥新社 1204

聖書　女たちの物語 田中澄江 青春出版社 1214

世界の色をつかまえに 旭爪あかね 本の泉社 1248

青雲はるかに　上 宮城谷昌光 集英社 1343

青雲はるかに　下 宮城谷昌光 集英社 1344

世界地図　WORLD ATLAS 国際地学協会 1372

西洋絵画史　WHO'S WHO 諸川春樹監修 美術出版社 1375

関ヶ原前譜 祖父江一郎 角川春樹事務所 1422

戦争と罪責 野田正彰 岩波書店 1434

洗剤いらず手作りのｽｰﾊﾟｰたわし② 雄鶏社 1487

生存者　（上） ﾀﾞﾆｴﾙ･ｸｰﾝﾂ アカデミー出版 1520

生存者　（下） ﾀﾞﾆｴﾙ･ｸｰﾝﾂ アカデミー出版 1521

政治家の本棚 早野　透 朝日新聞社 1754

戦国のコミュニケーション 山田邦明 古川弘文館 1780

世界石油戦争 広瀬　隆 ＮＨＫ出版 1810

清張さんと司馬さん 半藤一利 ＮＨＫ出版 1895

戦士たちの挽歌 ﾌﾚﾃﾞﾘTUｸｵｰｻｲｽ 角川書店 1965

凄絶な生還、うつ病になってよかった 竹脇無我 マキノ出版 1981

仙台・青葉の殺意 西村京太郎 双葉社 2054
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タイトル 著　　　者 出　版　社 登録番号

世界の中心で、愛をさけぶ 片山恭一 小学館 2057

銭売り賽蔵 山本一力 集英社 2242

青春の雲海 森村誠一 中央公論新社 2248

世間の辻 澤田ふじ子 幻冬舎 2254

背負い富士 山本一力 文芸春秋 2289

聖灰の暗号　上 帚木蓬生 新潮社 2314

聖灰の暗号　下 帚木蓬生 新潮社 2315

千両花嫁 山本兼一 文藝春秋 2329

聖女の救済 東野圭吾 文藝春秋 2343

生物おもしろ３３話 武田・新野 編集 農業生物資源研究所 2374

千両かんばん 山本　一力 新潮社 2504

星籠の海（上） 島田　荘司 講談社 2521

星籠の海（下） 島田　荘司 講談社 2522

セカンドハンドの時代
スヴェトラーナ
アレクシエーヴィチ 岩波書店 2592

戦友たちの祭典 森村誠一 中央公論 2600

棲月　隠蔽捜査7 今野　敏 新潮社 2627

西郷どん（前編） 林　真理子 角川書店 2633

西郷どん（後編） 林　真理子 角川書店 2634

青嵐の坂 葉室　麟 KADOKAWA 2647

背高泡立草 古川真人 集英社 2678

ソ 空色通信 高橋健司 光琳社出版 137

空の名前 高橋健司 光琳社出版 138

宙（ソラ）ノ名前 林　完次 光琳社出版 139

空を見上げて(相田みつを・心の詩　２) 相田みつを ダイヤモンド社 150

祖国よ 小川津根子 岩波書店 426

ソクラテス 田中美知太郎 岩波書店 562

創世の守護神　上 ｸﾞﾗﾊﾑ･ﾊﾝｺｯｸ 翔泳社 697

創世の守護神　下 ｸﾞﾗﾊﾑ･ﾊﾝｺｯｸ 翔泳社 698

ソフィーの世界 ﾖｰｽﾀｲﾝ･ｺﾞﾙﾃﾞﾙ 日本放送出版協会 742

素描用具と基礎知識 ｼﾞｪﾑｽ･ﾎｰﾄﾝ 美術出版 942

蒼穹の昴　上 浅田次郎 講談社 1007

蒼穹の昴　下 浅田次郎 講談社 1008

ソース・ドレッシング 草柳大蔵 グラフ社 1024

「漱石の美術愛」推理ノート 新関公子 平凡社新書 1182

そのままのあなたが素晴しい 田中信生 ダイヤモンド社 1186

続・医者が末期がん患者になってわ
かったこと

岩田隆信、岩田規子 中経出版 1251

草原の椅子　上 宮本　輝 毎日新聞社 1257

草原の椅子　下 宮本　輝 毎日新聞社 1258

双頭の鷲 左藤賢一 新潮社 1270

葬送の自由と自然葬 山折哲雄・安田睦彦 凱風社 1376

続　心にしみる言葉のごちそう 市堀艶子 主婦の友社 1380

空が落ちる　上 ｼﾄﾞﾆｲ･ｼｪﾙﾀﾞﾝ アカデミー出版 1653

空が落ちる　下 ｼﾄﾞﾆｲ･ｼｪﾙﾀﾞﾝ アカデミー出版 1654

背（そむ）く子 大道珠貴 講談社 1675
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タイトル 著　　　者 出　版　社 登録番号

素朴に生きる人が残る 遠山高史 主婦の友社 1698

蒼龍 山本一力 文芸春秋 1776

葬送　第一部 平野啓一郎 新潮社 1833

葬送　第二部 平野啓一郎 新潮社 1834

漱石の孫 夏目房之介 実業之日本社 1948

ＳＯＮＹの旋律 大賀典雄 日本経済新聞社 1950

蒼穹の昴　上 浅田次郎 講談社 1964

蘇州からの便り 木澤要治 文芸社 1980

ソーラー地球経済 ヘルマン・シェア 岩波書店 2200

像の背中 秋元  康 扶桑社 2294

そうか、もう君はいないのか 城山三郎 新潮社 2318

ソロモンの偽証第Ⅰ部（事件） 宮部　みゆき 新潮社 2523

ソロモンの偽証第Ⅱ部（決意） 宮部　みゆき 新潮社 2524

ソロモンの偽証第Ⅲ部（法廷） 宮部　みゆき 新潮社 2525

そして、バトンは渡された 瀬尾まりこ 文藝春秋社 2667
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