
著　者　 タイトル 出版社 備考 登録番号

ハ 灰谷健次郎 林先生に伝えたいこと 新潮社 新潮文庫 982

灰谷健次郎 ワルのぽけっと 新潮社 新潮文庫 996

灰谷健次郎 いのちまんだら 朝日新聞社 1158

灰谷健次郎 天の瞳　幼年編 Ⅰ 角川書店 1565

灰谷健次郎 天の瞳　幼年編 Ⅱ 角川書店 1566

灰谷健次郎 天の瞳　少年編 Ⅰ 角川書店 1587

灰谷健次郎 天の瞳　少年編 Ⅱ 角川書店 1599

灰谷健次郎 天の瞳　成長編 Ⅰ 角川書店 1598

灰谷健次郎 天の瞳　成長編 Ⅱ 角川書店 1588

灰谷健次郎 風の耳朶(みみたぶ) 理論社 1710

芳賀　徹 詩歌の森へ　～日本詩へのいざない 中央公論新社 中公新書 1910

萩本欣一 快話術　～誰でも心が通う日本語のしゃべり方 飛鳥新社 1564

橋田壽賀子 ひとりが、いちばん！　頼らず、期待せず、ワガママに 大和書房 2007

監修　羽島博愛 絵でわかる英語じてん １ 学校 学研 辞書 863

監修　羽島博愛 絵でわかる英語じてん ２ 身のまわり 学研 辞書 864

監修　羽島博愛 絵でわかる英語じてん ３  町・自然 学研 辞書 865

監修　羽島博愛 絵でわかる英語じてん ４ 遊び・行事 学研 辞書 866

監修　羽島博愛 絵でわかる英語じてん ５ ことば 学研 辞書 867

橋本　明 美智子様の恋文 新潮社 2273

蓮池　透 奪還　～引き裂かれた二十四年 新潮社 1947

蓮見圭一 水曜の朝、午前三時 新潮社 1725

長谷川四郎 生きるってすばらしい12     猫ノート 作品社 24

馳　星周 雪月夜 双葉社 1500

馳　星周 少年と犬 文藝春秋
第163回直木賞
受賞作

2700

土師　守 淳（Ｊｕｎ） 新潮社 1181

長谷部誠 心を整える ～勝利をたぐり寄せるための５６の習慣 幻冬舎 2443

羽田圭介 スクラップ・アンド・ビルド 文藝春秋
第153回芥川賞
受賞作

2618

畠中　恵 こいわすれ 文藝春秋 2456

畠中　恵 うずら大名 集英社 2561

畠中　恵 ひとめぼれ 文藝春秋 2606

畠中　恵 とるとだす 新潮社 2626
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著　者　 タイトル 出版社 備考 登録番号

畠中　恵 いちねんかん 新潮社 2701

秦　秀雄 生きるってすばらしい14     岡山の赤貝 作品社 26

八軒谷健太郎 犬追物・いざ鎌倉 ブイツーソリューション 2652

服部さち子 押し花のインテリア 世界文化社 1117

服部真澄 ディール・メイカー 祥伝社 1116

服部真澄 龍の契り（ちぎり） 祥伝社 1137

花田清輝 生きるってすばらしい７　   ウソから出たまこと 作品社 19

花村萬月 午後の磔刑（たっけい）　～王国記Ｖ 文藝春秋 2102

埴谷雄高 生きるってすばらしい５       記憶の不思議さ 作品社 17

箒木蓬生 薔薇窓 新潮社 1639

箒木蓬生 エンブリオ 集英社 1838

箒木蓬生 聖灰の暗号　上 新潮社 2314

箒木蓬生 聖灰の暗号　下 新潮社 2315

箒木蓬生 水神(すいじん)　上 新潮社 2372

箒木蓬生 水神(すいじん)　下 新潮社 2373

箒木蓬生 日御子（ひみこ） 講談社 2462

浜田和幸 たかられる大国日本
～中国とアメリカ、その驚くべき”寄生”の手口

祥伝社 1455

浜林正夫 人権の思想史　～歴史文化ライブラリー６８ 吉川弘文館 1308

葉室　麟 蜩の記（ひぐらしのき） 祥伝社 2153

葉室　麟 柚子(ゆず)の花咲く 朝日新聞出版 2404

葉室　麟 玄鳥(げんちょう)さりて 新潮社 2632

葉室　麟 青嵐の坂 角川書店 2647

林　郁夫 オウムと私 文藝春秋 1147

林　完次 星座　【春】　～検索入門 保育社 77

林　完次 星座　【夏】　～検索入門 保育社 78

林　完次 星座　【秋】　～検索入門 保育社 79

林　完次 星座　【冬】　～検索入門 保育社 80

林　完次 宙ノ名前 光琳社出版 139

林　京子 生きるってすばらしい13       酒神のさかな 作品社 25

林　京子 生きるってすばらしい18       一人息子に嫁がくる 作品社 30

林　真一郎 アロマテラピーＬＥＳＳＯＮ 主婦の友社 678
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著　者　 タイトル 出版社 備考 登録番号

林　達夫 生きるってすばらしい１　     父と息子との対話 作品社 13

林　成之 脳に悪い７つの習慣 幻冬舎 幻冬舎新書 2399

林　望 私は女になりたい 集英社 1773

林芙美子 生きるってすばらしい18       貸家探し 作品社 30

林真理子 花探し 新潮社 1392

林真理子 ミスキャスト 講談社 1470

林真理子 我らがパラダイス 毎日新聞出版 1615

林真理子 美女入門 マガジンハウス 1641

林真理子 美女入門　ＰＡＲＴ２ マガジンハウス 1642

林真理子 死ぬほど好き 集英社 1664

林真理子 美女入門　ＰＡＲＴ３ マガジンハウス 1674

林真理子 紅一点主義 文藝春秋 1740

林真理子 初夜 文藝春秋 1789

林真理子 下流の宴（うたげ） 毎日新聞社 2410

林真理子 西郷どん　前編 角川書店 2633

林真理子 西郷どん　後編 角川書店 2634

林真理子 小説８０５０ 新潮社 2724

林　良材 生きるってすばらしい５        病人心理百面相 作品社 17

早野　透 政治家の本棚 朝日新聞社 1754

早見和真 ひゃくはち 集英社 2340

原田一美 ナチ独裁下の子どもたち　～ヒトラー・ユーゲント体制 講談社 1307

はらだみずき あの人が同窓会に来ない理由 幻冬舎 2562

原田康子 聖母の鏡 新潮社 916

原田康子 海霧（うみぎり）上 講談社 1881

原田康子 海霧（うみぎり）下 講談社 1882

遥　洋子 東大で上野千鶴子にケンカを学ぶ 筑摩書房 1383

遥　洋子 ハイブリッド・ウーマン 講談社 1907

春山茂雄 脳内革命　～この実践法が脳と体を生き生きさせる サンマーク出版 670

春山茂雄 脳内革命　～脳から出るホルモンが生き方を変える サンマーク出版 671

半藤一利 ノモンハンの夏 文藝春秋 1309

坂東眞理子 女性の品格　～装いから生き方まで ＰＨＰ研究所 PHP新書 2293

3 / 10



著　者　 タイトル 出版社 備考 登録番号

半村　良 生きるってすばらしい１　     愚妻賢妻 作品社 13

バーニー・シーゲル、
ウイリアム・ノヴァッ
ク、クレア・シルヴィ
ア

記憶する心臓　～ある心臓移植患者の手記 角川書店 飛田野裕子 訳 1130

バーバラ・ピース＆
アラン・ピース

話を聞かない男、地図が読めない女
～男脳・女脳が「謎」を解く

主婦の友社 藤井留美訳 1554

ハリソン・Ｅ
・ソールズベリー 祖るずべりー　ヒーローの輝く瞬間(とき） 日本放送出版協会 柴田裕之訳 156

ヒ 稗田菫平 生きるってすばらしい14       タヌキ汁 作品社 26

東川篤哉 謎解きはディナーのあとで 小学館 2420

東田直樹 自閉症の僕が飛びはねる理由 エスコアール 2547

東野圭吾 名探偵の掟(おきて) 講談社 660

東野圭吾 秘密 文藝春秋 1665

東野圭吾 探偵ガリレオ 文藝春秋 1751

東野圭吾 レイクサイド 実業之日本社 1775

東野圭吾 手紙 毎日新聞社 1914

東野圭吾 殺人の門 角川書店 2002

東野圭吾 ゲームの名は誘拐 光文社 2021

東野圭吾 容疑者Ｘの献身 文藝春秋 2175

東野圭吾 幻夜(げんや) 集英社 2176

東野圭吾 赤い指 講談社 2191

東野圭吾 使命と魂のリミット 新潮社 2226

東野圭吾 夜明けの街で 角川書店 2285

東野圭吾 たぶん最後の御挨拶 文藝春秋 2286

東野圭吾 ダイイング・アイ 光文社 2303

東野圭吾 流星(りゅうせい)の絆 講談社 2317

東野圭吾 聖女の救済 文藝春秋 2343

東野圭吾 ガリレオの苦悩 文藝春秋 2358

東野圭吾 パラドックス１３(ｻｰﾃｨｰﾝ) 毎日新聞社 2369

東野圭吾 新参者 講談社 2379

東野圭吾 プラチナデータ 幻冬舎 2405

東野圭吾 マスカレード・ホテル 集英社 2447

東野圭吾 ナミヤ雑貨店の奇蹟 角川書店 2494

　　海　外
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著　者　 タイトル 出版社 備考 登録番号

東野圭吾 虚像の道化師　～ガリレオ７ 文藝春秋 2498

東野圭吾 禁断の魔術　　～ガリレオ８ 文藝春秋 2499

東野圭吾 祈りの幕が下りる時 講談社 2508

東野圭吾 夢幻花（むげんばな） ＰＨＰ研究所 2509

東野圭吾 虚ろな十字架 光文社 2526

東野圭吾 人魚の眠る家 幻冬舎 2555

東野圭吾 マスカレード・ナイト 集英社 2629

東野圭吾 危険なビーナス 講談社 2637

東野圭吾 希望の糸 講談社 2668

東野圭吾 クスノキの番人 実業之日本社 2702

東野圭吾 ブラック・ショーマンと名もなき町の殺人 光文社 2707

東野圭吾 素敵な日本人 光文社 2728

東野　真 昭和天皇　二つの「独白録」 日本放送出版協会 1138

東山魁夷　 生きるってすばらしい９        風景開眼 作品社 21

東山千栄子 生きるってすばらしい８　     「桜の園」二百回 作品社 20

比嘉春潮 (ほか) 沖縄 岩波書店 627

樋口直哉 大人ドロップ 小学館 2236

樋口有介 林檎の木の道 中央公論社 734

火坂雅志 真田三代　上 ＮＨＫ出版 2450

火坂雅志 真田三代　下 ＮＨＫ出版 2451

久間十義 刑事たちの夏 日本経済新聞社 1129

久間十義 ダブルフェイス 幻冬舎 1435

飛田和緒 おいしいご飯は、器とはじまる 講談社 2016

肥土邦彦 園芸植物(ﾌｲｰﾙﾄﾞ･ｶﾞｲﾄﾞｼﾘｰｽﾞ14) 小学館 828

一雫 ライオン 二人の嘘 幻冬舎 2726

旭爪あかね 世界の色をつかまえに 本の泉社 1248

旭爪あかね 菜の花が咲いたよ 本の泉社 1991

日野原重明 生きかた上手 ユーリーグ社 1902

日野原重明 生き方上手　[対談偏] ユーリーグ社 1957

日野原重明 日野原重明の世界
～人生を色鮮やかに生きるための105の言葉

中央法規出版 2635

氷室冴子 ホンの幸せ 集英社 887
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著　者　 タイトル 出版社 備考 登録番号

姫野カオルコ 昭和の犬 幻冬舎 2511

百田　尚樹 永遠の０ 太田出版 2542

平岩弓枝 横浜慕情　～御宿かわせみ 文藝春秋 1354

平岩弓枝 獅子の座　～足利吉満伝 中央公論新社 1437

平岩弓枝 佐助の牡丹(ぼたん)　～御宿かわせみ 文藝春秋 1596

平岩弓枝 魚(うお)の棲む城 新潮社 1786

平岩弓枝 江戸の精霊流し　～御宿かわせみ 文藝春秋 1943

平岩弓枝 十三歳の仲人　～御宿かわせみ 文藝春秋 2055

平岩弓枝 日光例幣使道の殺人　～はやぶさ新八御用旅 講談社 2108

平岩弓枝 はやぶさ新八御用帳　（八）春怨 根津権現　 講談社 2109

平岩弓枝 初春(はる)の客　～御宿かわせみ傑作選 文藝春秋 2110

平岩弓枝 小判商人 　～御宿かわせみ 文藝春秋 2133

平岩弓枝 浮かれ黄蝶(きちょう)　　～御宿かわせみ 文藝春秋 2219

平岩弓枝 北前船の事件　～はやぶさ新八御用旅 講談社 2220

平岩弓枝 西遊記　上 毎日新聞社 2295

平岩弓枝 西遊記　下 毎日新聞社 2296

平岩弓枝 新・御宿かわせみ 文藝春秋 2302

平岩弓枝 華族夫人の忘れもの　～新・御宿かわせみ 文藝春秋 2348

平岩弓枝 花世の立春　　～新・御宿かわせみ 文藝春秋 2382

平岩弓枝 聖徳太子の密使 新潮社 2390

平岩弓枝 蘭陵王の恋　～新・御宿かわせみ　 文藝春秋 2489

平岩弓枝 紅花染め秘帳　～はやぶさ新八御用旅 講談社 2520

平岩弓枝 千春の婚礼　　～新・御宿かわせみ 文藝春秋 2530

平岩弓枝 ベトナムの桜 毎日新聞出版 2551

平岩弓枝 お伊勢まいり 文藝春秋 2554

平岩弓枝 青い服の女　～新・御宿かわせみ 文藝春秋 2605

平塚秀雄 ボケる人 ボケない人 こう違う ﾃｨｰﾋﾞｰｴｽ・ﾌﾞﾘﾀﾆｶ 918

平野啓一郎 日蝕 新潮社
第120回芥川賞
受賞作

1205

平野啓一郎 葬送　第一部 新潮社 1833

平野啓一郎 葬送　第二部 新潮社 1834

平野啓一郎 高瀬川 講談社 1913
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著　者　 タイトル 出版社 備考 登録番号

平野啓一郎 滴(したた)り落ちる時計たちの波紋 文藝春秋 2101

平野啓一郎 ドーン 講談社 2377

平野　謙 生きるってすばらしい２　       母の記憶 作品社 14

平林　冽 肩こり・手足のしびれ　～頸椎からくるトラブル 講談社 1457

ひろさちや 幸福術　～今日を生きるヒント 日本経済新聞社 1034

ひろさちや ひろさちやの 古寺巡礼 小学館 1807

広瀬克哉・古瀬幸弘 インターネットが変える世界 岩波書店 447

広瀬　隆 世界石油戦争　～燃えあがる歴史のパイプライン にほん放送出版協会 1810

広田研二 この命守りたかった　～木谷公治君の過労自殺 かもがわ出版 1575

広田せい子 アメリカハーブ紀行 朝日新聞社 1122

広淵升彦 スヌーピーと仲間たちの心と時代
～だれもが自分の星をもっている

講談社 652

ヒ ピーター・キャメロン 最終目的地 新潮社 岩本正恵訳 2360

ピーター・メイル 南仏のトリュフをめぐる大冒険 河出書房新社 池 央耿 訳 638

ピーター・レイビー 大探検時代の博物学者たち 河出書房新社 高田 朔訳 1361

フ 深田久彌 生きるってすばらしい６　       本小屋 作品社 18

深田佑介 激震 東洋事情1998年版 小学館 1088

深田佑介 怪鳥艇　上 新潮社 1438

深田佑介 怪鳥艇　下 新潮社 1439

福島行一 大仏次郎の横浜 神奈川新聞社 1140

福島次郎 三島由紀夫　～剣と寒紅 文藝春秋 1035

福田和代 怪物 集英社 2441

福永武彦 生きるってすばらしい４            深淵 作品社 16

福永武彦 生きるってすばらしい５            病者の心 作品社 17

福永武彦 生きるってすばらしい 10        秋近く 作品社 22

福永武彦 生きるってすばらしい20           老眼 作品社 32

福原麟太郎 生きるってすばらしい８　         歌舞伎芝居好き 作品社 20

復本一郎 俳句実践講義 岩波書店 1958

富士正晴 生きるってすばらしい６　       わが室は本づまり 作品社 18

　　　海　外
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著　者　 タイトル 出版社 備考 登録番号

富士正晴 生きるってすばらしい20           老の言語的生態学 作品社 32

藤枝静男 生きるってすばらしい20           日々是ポンコツ 作品社 32

藤岡　惇 グローバルゼーションと戦争
～宇宙と核の覇権めざすアメリカ

大月書店 2092

藤岡信勝 教科書が教えない歴史
産経新聞社ニュース
サービス

1194

藤岡信勝 教科書が教えない歴史　２
産経新聞社ニュース
サービス

1195

藤岡信勝 教科書が教えない歴史　３
産経新聞社ニュース
サービス

1196

フジ子・ヘミング フジ子・ヘミング　魂のピアニスト 求龍堂 1396

藤沢　周 ブエノスアイレス午前零時 河出書房新社 1157

藤沢修平 生きるってすばらしい２　       母の顔 作品社 14

藤沢周平 漆の実の実る国　上 文芸春秋 945

藤沢周平 漆の実の実る国　下 文芸春秋 946

藤沢周平 たそがれ清兵衛　 新潮社 1956

藤沢周平 橋ものがたり 実業之日本社 2249

藤田博司 アメリカのジャーナリズム 岩波書店 岩波新書 287

藤田宜永 艶紅(ひかりべに) 文藝春秋 1529

藤田宜永 愛の領分 文藝春秋 1677

藤野千夜 彼女の部屋 講談社 2015

藤原和博・宮台真司 人生の教科書【よのなか】 筑摩書房 1208

藤本義一 人生の賞味期限 岩波書店 1580

藤本ひとみ ジャンヌ・ダルク暗殺 講談社 1718

藤原伊織 てのひらの闇 文藝春秋 1663

藤原咲子 父への恋文　～新田次郎の娘に生まれて 山と渓谷社 1711

藤原正彦 心は孤独な数学者 新潮社 1101

船井幸雄 百匹目の猿　～「思い」が世界を変える サンマーク出版 672

船戸与一 虹の谷の五月 集英社 1454

船戸与一 緋色の時代　上 小学館 1699

船戸与一 緋色の時代　下 小学館 1700

船戸与一 蝦夷地別件　上 新潮社 2078

船戸与一 蝦夷地別件　下 新潮社 2079

船戸与一 新・雨月　上　　～戊辰戦役朧夜話 徳間書店 2397

船戸与一 新・雨月　下　　～戊辰戦役朧夜話 徳間書店 2398
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著　者　 タイトル 出版社 備考 登録番号

ブラック・千尋 すぐ使える トラベル英会話 成美堂出版 716

古井由吉 生きるってすばらしい３　   いい女とは 作品社 15

古井由吉 生きるってすばらしい９      秋雨の最上川 作品社 21

古川真人 背高泡立草(せいたかあわだちそう) 集英社
第162回芥川賞
受賞作

2678

古畑任三郎友の会 古畑任三郎の研究 同文書院 152

方方（ファンファン） 武漢日記 河出書房新社 2712

ブレイディみかこ ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー 新潮社
2019年本屋大賞ﾉ
ﾝﾌｨｸｼｮﾝ本大賞受賞
作

2680

ブレイディみかこ ワイルドサイドをほっつき歩け 筑摩書房 2703

Ｖ・Ｓ・ラマチャン
ドラン 脳のなかの幽霊、ふたたび　～見えてきた心のしくみ 角川書店 山下篤子 訳 2147

フィリップ
・クローデル 子どもたちのいない世界 みすず書房 高橋 啓訳 2265

フランチェスコ
・アルベローニ 他人をほめる人、けなす人 草思社 大久保昭男訳 1016

フランチェスコ
・アルベローニ 他人をほめる人、けなす人 草思社 大久保昭男訳 1028

フランチェスコ
・アルベローニ 借りのある人、貸しのある人 草思社 泉 典子 訳 1040

フランチェスコ・コス
タ 鏡の中のアンジェリカ 文研出版 森友典子 訳 2262

プリーモ・レーヴィ
アウシュヴィッツは終わらない
～あるイタリア人生存者の考察

朝日新聞社 竹山博英 訳 1469

フレディリック
・フォーサイス 戦士たちの挽歌 角川書店 篠原 慎訳 1965

ヘ 別役実
生きるってすばらしい７　    とぜんそう／ごまみそず
い

作品社 19

辺見　庸 もの食う人びと 角川書店 角川文庫 990

辺見　庸 水の透視画法 共同通信社 2442

ベルナール
・ヴェルベール

タナトノート　～死後の世界への航行 日本放送出版協会 榊原晃三訳 1471

ヘルマン・シェー
ア

ソーラー地球経済 岩波書店 今泉みね子 訳 2200

ヘルマン・ヘッセ 庭仕事の愉しみ 草思社 岡田朝雄訳 727

ベルンハルト・シュリンク 朗読者 新潮社 松永美穂訳 1553

ベンジャミン
・フランクリン

プーア・リチャードの暦 ぎょうせい 真島一男 監訳 1385

ホ ホーキング青山 七転八転 幻冬舎
幻冬舎
アウトロー文
庫

1549

星川　淳 屋久島 水讃歌 南日本新聞社 1620

星野一正 医療の倫理 岩波書店 298

　　　海　外

　　　海　外
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著　者　 タイトル 出版社 備考 登録番号

星野富弘 あなたの手のひら 偕成社 1303

細井孝之 骨粗しよう症の最新治療
～食事・運動療法のほか、新薬登場で治療効果が向上

講談社 1938

細野豪志・鳥越俊太郎 証言 ～「原発危機500日」の真実に鳥越俊太郎が迫る 講談社 2483

細野真宏
カリスマ受験講師　細野真宏の経済のニュースが
よくわかる本　～銀行・郵貯・生命保険編

小学館 1779

堀田善衛 インドで考えたこと 岩波書店 526

堀田善衛 故園風來抄（こえんふうらいしょう） 集英社 1279

堀井和子 おいしいテーブル(LEEｸｯｷﾝｸﾞ) 集英社 676

堀江謙一 生きるってすばらしい16           北風よ早く来い 作品社 28

堀口大學 生きるってすばらしい９          雪国雑記 作品社 21

堀口大學 生きるってすばらしい16           山菜の旅 作品社 28

堀口大學
生きるってすばらしい20           年寄りの冷水ー銷夏
報告

作品社 32

堀多恵子 生きるってすばらしい 10        又、夏が来ます・・ 作品社 22

堀　辰雄 生きるってすばらしい９          初秋の浅間 作品社 21

堀　秀彦 生きるってすばらしい20          残された老いの時間 作品社 32

本多勝一 生きるってすばらしい９          雪の塩見岳 作品社 21

本田桂子 父・丹羽文雄　～介護の日々 中央公論社 1011

本田創造 アメリカ黒人の歴史 岩波書店 岩波新書 277

ホープ・エーデルマ
ン 母を失うということ　～娘たちの生き方 日本放送出版協会 吉澤康子 訳 155

ボブ・グリーン マイケル・ジョーダン物語 集英社 菊谷匡祐 訳 144

ボブ・リース モルジブが沈む日　～異常気象は警告する 日本放送出版協会 東江一紀 訳 2201

彭 見明
(ポン・ジェンミン)

山の郵便配達 集英社 大木康訳 1584

　　　海　外
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