
著　者　 タイトル 出版社 備考 登録番号

ア 相田一人 父　相田みつを 文化出版局 1072

相田みつを アノネ　　　　～相田みつを・心の詩　/１ ダイヤモンド社 149

相田みつを 空を見上げて　～相田みつを・心の詩　/２ ダイヤモンド社 150

相田みつを 大事なこと　　～相田みつを・心の詩　/３ ダイヤモンド社 151

相田みつを 生きていてよかった ダイヤモンド社 1056

青木和雄・吉富多美 ハッピーバースデー 金の星社 2284

青木 玉 なんでもない話 講談社 980

青木雄二・宮崎 学 土壇場の経済学 南風社 1185

青山七恵 ひとり日和 河出書房新社 2258

青山文平 つまをめとらば 文藝春秋 2558

青山美智子 お探し物は図書室まで ポプラ社 2729

青山美智子 鎌倉うずまき案内所 ポプラ社 2733

赤瀬川原平 新解さんの謎 文藝春秋 906

赤瀬川原平 老人力 筑摩書房 1213

赤津一二 レモンガスを作った男の挑戦　夢をかたちに ＫＫロングセラーズ 2400

阿川佐和子 ウメ子 小学館 1191

阿川佐和子・檀ふみ ああ言えばこう食う 集英社 1143

阿川佐和子・檀ふみ ああ言えばこう嫁行く 集英社 1467

阿川尚之 わが英語　今も旅の途中 講談社 1178

阿川弘之・北杜夫 酔生夢死か、起死回生か。 新潮社 1744

秋元　康 象の背中 産経新聞出版 2294

秋山香乃 歳三　往きてまた 文芸社 1764

秋山香乃 五稜郭を落した男 文芸社 2049

秋山さと子 生きるってすばらしい５　　  無意識と怪獣 作品社 17

秋山　駿 生きるってすばらしい５　　   善と悪の問題 作品社 17

秋山ちえこ 生きるってすばらしい19        運命 作品社 31

秋　竜山 生きるってすばらしい12       金魚 作品社 24

芥川也寸志 音楽の基礎 岩波書店 514

芥川龍之介 生きるってすばらしい17    龍村平蔵氏の芸術 作品社 29

芥川龍之介 生きるってすばらしい18    葬儀記 作品社 30

明智憲三郎 本能寺の変　４３１年目の真実 文芸社 文芸社文庫 2527
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著　者　 タイトル 出版社 備考 登録番号

浅井信雄 最新版　民族世界地図 新潮社 1778

浅井まかて 銀の猫 文藝春秋 2604

浅井まかて グッドバイ 朝日新聞出版 2685

朝倉かすみ 平場の月 光文社
山本周五郎賞
受賞作

2681

浅倉卓弥 四日間の奇蹟 宝島社 1934

浅田次郎 鉄道員 集英社 986

浅田次郎 珍妃の井戸 講談社 1006

浅田次郎 霞町物語 講談社 1111

浅田次郎 見知らぬ妻へ 光文社 1112

浅田次郎 きんぴか 光文社 1151

浅田次郎 初等ヤクザの犯罪学教室 ＫＫベストセラーズ 1173

浅田次郎 シェエラザード　上 講談社 1310

浅田次郎 シェエラザード　下 講談社 1311

浅田次郎 壬生義士伝　上 文藝春秋 1363

浅田次郎 壬生義士伝　下 文藝春秋 1364

浅田次郎 姫椿 文藝春秋 1597

浅田次郎 プリズンホテル　１　夏 集英社 集英社文庫 1681

浅田次郎 プリズンホテル　２　秋 集英社 集英社文庫 1682

浅田次郎 プリズンホテル　３　冬 集英社 集英社文庫 1683

浅田次郎 プリズンホテル　４　春 集英社 集英社文庫 1736

浅田次郎 沙髙樓綺譚 徳間書店 1788

浅田次郎 五郎治殿御始末 中央公論新社 1900

浅田次郎 椿山課長の七日間 朝日新聞社 1901

浅田次郎 蒼穹の昴　上 講談社 1964

浅田次郎 蒼穹の昴　下 講談社 1008

浅田次郎 天切り松 闇がたり 徳間書店 1990

浅田次郎 憑神 新潮社 2145

浅田次郎 あやしうらめしあなかなし 双葉社 2186

浅田次郎 輪違屋糸里　上 文藝春秋 2073

浅田次郎 輪違屋糸里　下 文藝春秋 2074

浅田次郎 月のしずく 文藝春秋 2075
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著　者　 タイトル 出版社 備考 登録番号

浅田次郎 王妃の館　上 集英社 2076

浅田次郎 王妃の館　下 集英社 2077

浅田次郎 中原の虹　一 講談社 2204

浅田次郎 中原の虹　二 講談社 2205

浅田次郎 中原の虹　三 講談社 2257

浅田次郎 中原の虹　四 講談社 2297

浅田次郎 月下の恋人 光文社 2237

浅田次郎 お腹召しませ 中央公論新社 2244

浅田次郎 地下鉄に乗って　特別版 徳間書店 2247

浅田次郎 月島慕情 文藝春秋 2259

浅田次郎 ハッピー・リタイアメント 幻冬舎 2378

浅田次郎 終わらざる夏（上） 集英社 2426

浅田次郎 終わらざる夏（下） 集英社 2427

浅田次郎 赤猫異聞 新潮社 2491

浅田次郎 一路　上 中央公論新社 2496

浅田次郎 一路　下 中央公論新社 2497

浅田次郎 黒書院の六兵衛　上
日本経済新聞
出版社

2505

浅田次郎 黒書院の六兵衛　下
日本経済新聞
出版社

2506

浅田次郎 神坐す山の物語 双葉社 2539

浅田次郎 ブラック オア ホワイト（BLACK OR WHITE) 新潮社 2564

浅田次郎 帰郷 集英社 2571

浅田次郎 竜宮城と七夕さま 小学館 2611

浅田次郎 おもかげ 毎日新聞出版 2630

浅田次郎 わが心のジェニファー 小学館 2638

浅田次郎 長く高い壁 角川書店 2643

浅田次郎 大名倒産　上 文藝春秋 2682

浅田次郎 大名倒産　下 文藝春秋 2683

浅田次郎 流人道中記　上 中央公論新社 2690

浅田次郎 流人道中記　下 中央公論新社 2691

あさのあつこ 地に巣くう 光文社 2565

あさのあつこ 風を繡う 実業之碑本社 2572
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著　者　 タイトル 出版社 備考 登録番号

芦﨑 治　編 こんなモノなしで、暮らしたい
～ムダ・ウォチングのすすめ

太郎次郎社 1519

芦田　淳 髭のそり残し 徳間書店 徳間文庫 1236

芦辺　拓 裁判員法廷 文藝春秋 2323

梓林太郎 穂高吊り尾根殺人事件 徳間書店 徳間文庫 1175

安住　敦 生きるってすばらしい９        蓼科の芒 作品社 21

安住　敦 生きるってすばらしい11       酔芙蓉 作品社 23

麻生  幾 宣戦布告  上 講談社 1060

麻生  幾 宣戦布告  下 講談社 1061

麻生和子 父　吉田茂 光文社 928

アテネ(通信勉強指導塾) 鳩山家の勉強法　～五代全員東大現役合格の秘密 ごま書房 667

阿刀田 高 生きるってすばらしい14       屋台の味 作品社 26

阿波根昌鴻 命こそ宝 岩波書店 321

阿部　昭　 生きるってすばらしい１　       心の家族 作品社 13

阿部　昭 生きるってすばらしい12        猫の不幸 作品社 24

阿部絢子 たべあわせ薬効菜 文化出版局 779

阿部絢子 たべあわせ回復薬 文化出版局 780

阿部絢子 たべあわせ薬箱 文化出版局 781

阿部義平 蝦夷(えみし)と倭人 青木書店 1287

安部公房 生きるってすばらしい５           睡眠誘導術 作品社 17

安部讓二 ああ！女が日本をダメにする 中経出版 1220

安部晋三 美しい国へ 文芸春秋 2189

あべせいや 日本語のルーツをさぐったら・・・ アリス館 1002

阿部日奈子 海曜日の女たち 書肆山田 1730

阿部よしこ 合言葉はノー･プロブレム 岩波書店 926

安部龍太郎 神々に告ぐ　上 角川書店 1660

安部龍太郎 神々に告ぐ　下 角川書店 1661

安部龍太郎 等伯　上
日本経済新聞
出版社

2480

安部龍太郎 等伯　下
日本経済新聞
出版社

2481

天木直人 さらば外務省！～私は小泉首相と売国官僚を許さない 講談社 2032

天野恵子 思い出の首飾り 日本ヴォーグ社 749

網野　菊 生きるってすばらしい 10        お酉さま 作品社 22
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著　者　 タイトル 出版社 備考 登録番号

網野善彦 日本の歴史00　「日本」とは何か 講談社 1508

飴村　行 爛(ただ)れた闇の帝国 角川書店 2418

新井益太郎 江戸語に遊ぶ 三樹書房 1931

新井　満 カメラマンと犬 集英社 1772

荒木左地男 おじさんだって、アジアに行きたい 文香社 1282

新崎盛暉 沖縄現代史 岩波書店 487

嵐山光三郎 美妙、消えた。 朝日新聞社 1842

荒畑寒村 生きるってすばらしい15         果たせぬ釣り 作品社 27

有元葉子 有元葉子のこのまま作れるラクラクべんとう グラフ社 1058

有元葉子 イタリア田舎暮らし 筑摩書房 1334

あわやのぶこ 逃げる男 廣済堂出版 1411

安西篤子　 生きるってすばらしい19           邂逅 作品社 31

安西　均 生きるってすばらしい 10        鮭の幽霊 作品社 22

安東次男 生きるってすばらしい11  夏の花/むらさきしきぶ 作品社 23

安藤鶴夫
生きるってすばらしい８         なぜだか、よくわからな
い話

作品社 20

安野光雅 絵本平家物語 講談社 869

安野光雅 絵本平家物語 講談社 913

安野光雅・河合隼雄 いきることはすごいこと 講談社 1027

安野光雅 最高の贈り物 文藝春秋 1106

安野光雅 故郷へ帰る道 岩波書店 1444

安野光雅 片思い 百人一首 筑摩書房 小竹由美子訳 1616

アヴィグドル・ダガン 宮廷の道化師たち 綜合社
千野栄一
・姫野悦子訳

1655

アナ・クィントレン 幸せへの扉　～世界一小さなアドバイス 集英社 相原真理子 1632

アーノルド・ベネット 自分の時間　～1日２４時間でどう生きるか 三笠書房 渡部昇一訳 808

アハメド・ラシッド タリバン　～イスラム原理主義の戦士たち 講談社
坂井定雄、
伊藤力司 訳

1576

アリス・マンロー 林檎の木の下で 新潮社 2687

アラン・エプスタイン 今日一日、「自分の人生」の楽しみ方 三笠書房 渡部昇一 訳 505

アラン・エプスタイン 今日一日、「自分の人生」の楽しみ方 三笠書房 渡部昇一 訳 506

アラン・グリーンスパン 波乱の時代　上　～わが半生とFRB
日本経済新聞
出版社

山岡洋一
・高遠裕子
訳

2312

アラン・グリーンスパン 波乱の時代　下　～世界と経済のゆくえ
日本経済新聞
出版社

山岡洋一
・高遠裕子
訳

2313

　　　海　外
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著　者　 タイトル 出版社 備考 登録番号

アラン・ピース＆
バーバラ・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

アラン・ベネット やんごとなき読者 白水社 市川恵里訳 2362

アンディ・ウイアー 火星の人　上　　～映画「オデッセイ」原作 早川書房 小野田和子訳 2583

アンディ・ウイアー 火星の人　下　　～映画「オデッセイ」原作 早川書房 小野田和子訳 2584

アン・ディクソン 第四の生き方　～「自分」を生かすアサーティブネ
ス

つげ書房新社
竹沢昌子、小
野あかね 監訳

1512

アンヌ・ガリグ 自分らしさとわがままの境で
～日本女声の静かな革命

草思社 後藤淳一 訳 1862

イ 家田荘子 私を抱いて そしてキスして
（エイズ患者と過ごした一年の壮絶記録）

文藝春秋 160

井形慶子 少ないお金で夢がかなうイギリスの小さな家 大和書房 2088

五十嵐貴久 あの子が結婚するなんて 実業之日本社 2603

伊川公司 茄子(なすび)の樹
～八丈島の豊かな自然と歴史と民俗を歩く

新風舎 1867

生島治郎 暗雲　上 小学館 1221

生島治郎 暗雲　下 小学館 1222

池井昌樹 一輪 思潮社 1988

池井戸 潤 七つの会議
日本経済新聞
出版社

2495

池井戸 潤 銀翼のイカロス ダイヤモンド社 2534

池井戸 潤 下町ロケット 小学館 2594

池井戸 潤 陸王 集英社 2620

池井戸 潤 ノーサイドゲーム ダイヤモンド社 2670

池内　紀 生きるってすばらしい６　       書物人間 作品社 18

池上　彰 「１テーマ５分でわかる｣世界のニュースの基礎知識 小学館 2411

池澤夏樹 ハワイイ紀行 新潮社 705

池田恵理子 エイズと生きる時代 岩波書店 336

池田弥三郎 生きるってすばらしい９          越中の水・富山の水 作品社 21

池田弥三郎 生きるってすばらしい 10        初春の相撲 作品社 22

池波正太郎 生きるってすばらしい２　       父 作品社 14

池端俊策 協奏曲 TBS・日音 735

池端俊策 協奏曲 TBS・日音 736

池宮彰一郎 本能寺 上 毎日新聞社 1425

池宮彰一郎 本能寺 下 毎日新聞社 1426

伊坂幸太郎 逆ソクラテス 集英社 2692
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著　者　 タイトル 出版社 備考 登録番号

185:195185:197185:199185:202
井沢元彦 逆説の日本史　１古代黎明編

～封印された「倭」の謎
小学館 947

井沢元彦 逆説の日本史　２古代怨霊編
～聖徳太子の称号の謎

小学館 948

井沢元彦 逆説の日本史　３古代言霊編
～平安建都と万葉集の謎

小学館 949

井沢元彦
逆説の日本史　４中世鳴動編
～ケガレ思想と差別の謎

小学館 950

井沢元彦
逆説の日本史　５中世動乱編
～源氏勝利の奇蹟の謎

小学館 951

井沢元彦
逆説の日本史　６中世神風編
～鎌倉仏教と元寇の謎

小学館 1611

井沢元彦
逆説の日本史　７中世王権編
～太平記と南北朝の謎

小学館 1612

井沢元彦 逆説の日本史　８中世混沌編
～室町文化と一揆の謎

小学館 1613

井沢元彦
逆説の日本史　９戦国野望編
～鉄砲伝来と倭寇の謎

小学館 1719

井沢元彦 逆説の日本史　10戦国覇王編
～天下布武と信長の謎

小学館 1884

井沢元彦 逆説の日本史　11戦国乱世編
～朝鮮出兵と秀吉の謎

小学館 2464

井沢元彦 逆説の日本史　12近世暁光編
～天下泰平と家康の謎

小学館 2465

井沢元彦
逆説の日本史　13近世展開編
～江戸文化と鎖国の謎

小学館 2466

井沢元彦 逆説の日本史　14近世爛熟編
～文治政治と忠臣蔵の謎

小学館 2467

井沢元彦 逆説の日本史　15近世改革編
～官僚政治と吉宗の謎

小学館 2468

井沢元彦 逆説の日本史　16江戸名君編
～水戸校門と朱子学の謎

小学館 2469

井沢元彦
逆説の日本史　17江戸成熟編
～アイヌ民族と幕府崩壊の謎

小学館 2470

井沢元彦 逆説の日本史　18幕末年代史編
～黒船来航と開国交渉の謎

小学館 2471

石井遊佳 百年泥 新潮社 2621

石垣綾子 生きるってすばらしい19           不可避の愛の中へ 作品社 31

石垣りん 生きるってすばらしい18           花嫁 作品社 30

石川恭三 医師の目に涙ふたたび 集英社 1686

石黒謙吾 盲導犬クイールの一生　　写真：秋元良平 文藝春秋 1687

石沢麻依 貝に続く場所にて 講談社
第165回芥川
賞　　受賞作

2720

石田衣良 チッチと子 毎日新聞社 2376

石田波郷 生きるってすばらしい 10        美しき五月 作品社 22

石原慎太郎 法華経を生きる 幻冬舎 1198

石原慎太郎 わが人生の時の人々 文藝春秋 1720
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著　者　 タイトル 出版社 備考 登録番号

石原慎太郎 老いてこそ人生 幻冬舎 1804

石原慎太郎 天才 幻冬舎 2582

石原裕次郎 口伝 我が人生の辞 主婦と生活社 1983

石原良純 石原家の人々 新潮社 1585

石原吉郎 生きるってすばらしい19           望郷と海 作品社 31

石牟礼道子
生きるってすばらしい９            村が育てた時代が過
ぎて

作品社 21

石牟礼道子 生きるってすばらしい19          陽のかなしみ 作品社 31

石森延男 生きるってすばらしい２　       カアチャンの日 作品社 14

伊集院 静 春雷 新潮社 1705

伊集院 静 ごろごろ 講談社 1771

伊集院静 お父やんとオジさん 講談社 2406

伊集院静 日傘を差す女 文春文庫 2727

泉　鏡花 生きるってすばらしい 10        お花見雑感 作品社 22

磯崎憲一郎 赤の他人の瓜二つ 講談社 2444

一番ｹ瀬康子 老いて光る生き方 中経出版 1423

市堀艶子 続 心にしみる　言葉のごちそう 主婦の友社 1380

市堀艶子 心をほぐす　言葉のごちそう 主婦の友社 1424

五木寛之 生きるってすばらしい２　      母親の中の女 作品社 14

五木寛之 生きるヒント（自分の人生を愛するための１２章） 文化出版局 157

五木寛之 生きるヒント ２（いま自分を信じるための１２章） 文化出版局 158

五木寛之 生きるヒント ３（傷ついた心を癒すための１２章） 文化出版局 159

五木寛之 大河の一滴 幻冬舎 1097

五木寛之 四季・亜紀子　上 集英社 1461

五木寛之 四季・亜紀子　下 集英社 1462

五木寛之 日本人のこころ １ 講談社 1604

五木寛之 こころの天気図 講談社 1605

五木寛之 運命の足音 幻冬舎 1817

五木寛之 不安の力 集英社 1963

五木寛之・帯津良一 健康問答　～本当のところはどうなのか？本音で語
る現代の「養生訓」

平凡社 2260

五木寛之 人間の関係 ポプラ社 2320

糸井重里・小堀鷗一郎 いつか来る死 マガジンハウス 2715
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著　者　 タイトル 出版社 備考 登録番号

伊東　潤 北天蒼星　上杉三郎景虎血戦録 角川書店 2445

伊東　潤 城を嚙ませた男 光文社 2449

伊藤たかみ 指輪をはめたい 文藝春秋 2026

伊藤緋紗子 華の人　～有田に生きた薔薇の貴婦人敏子の物語 小学館 2414

伊藤芳朗・新保信長 少年法（やわらかめ） アスペクト 1623

稲葉なおと 遠い宮殿　～幻のホテルへ 新潮社 1453

稲盛和夫 生き方　～人間として一番大切なこと サンマーク出版 2081

井上明美 金田一先生に教わった敬語のこころ 学習研究社 1936

井上一馬 天職をつかんだ９人の女性 中央公論新社 1273

井上智重/大倉隆三 お伽衆宮本武蔵 草思社 2033

井上ひさし 生きるってすばらしい３　       男女平等 作品社 15

井上ひさし
生きるってすばらしい７　         原稿遅延常習者の告
白

作品社 19

井上ひさし 四千万歩の男 講談社 1550

井上ひさし・
生活者大学校講師陣 あてになる国のつくり方　～フツー人の誇りと責任 光文社 1887

井上ひさし 夢の痂(かさぶた） 集英社 2208

井上ひさし 円生と志ん生 集英社 2209

井上　靖 生きるってすばらしい２　       父のこと 作品社 14

井上　靖　 生きるってすばらしい 10        元日のこと 作品社 22

猪瀬直樹 明日も夕焼け 朝日新聞社 1535

井伏鱒二 生きるってすばらしい 10          炬燵の話 作品社 22

井伏鱒二 生きるってすばらしい15         日曜画家 作品社 27

今西錦司 生きるってすばらしい15         魚釣り 作品社 27

今西錦司 生きるってすばらしい16           初登山に寄す 作品社 28

今村夏子 むらさきのスカートの女 朝日新聞出版
第161回芥川
賞受賞作

2666

今村翔吾 塞王の盾 集英社
第166回直木
受賞作

2731

入船亭扇橋 生きるってすばらしい８　     落語の四季 作品社 20

色川武大 生きるってすばらしい18      劣等生の弁一の章 作品社 30

岩井志麻子 夜啼きの森 角川書店 1637

岩井志麻子 薄暗い花園 双葉社 2001

岩崎夏海
もし高校野球のマネージャーがドラッカーの「マ
ネジメント」を読んだら

ダイヤモンド社 2417

岩田隆信・規子 医者が末期ガン患者になってわかったこと
～ある脳外科医が脳腫瘍と闘った壮絶な日々

中経出版 1223
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著　者　 タイトル 出版社 備考 登録番号

岩田隆信・規子
続 医者が末期ガン患者になってわかったこと
～家族の闘いと看護の記録

中経出版 1251

岩本素白 生きるってすばらしい16          こがらしー南駅余情 作品社 28

ウ 宇井無愁 生きるってすばらしい８　       笑顔から落語へ 作品社 20

宇江敏勝 森の語り部 新宿書房 1571

植草甚一
生きるってすばらしい６        わが道はすべて古本屋に
通ず

作品社 18

上里和美 アメラジアン かもがわ出版 1183

宇江佐真理 余寒の雪 実業之日本社 1449

宇江佐真理 深川恋物語 集英社 1669

宇江佐真理 さんだらぼっち　～髪結い伊三次捕物余話 文藝春秋 1742

宇江佐真理 卵のふわふわ　～八丁堀喰い物草子・江戸前でもなし 講談社 2072

宇江佐真理 桜花を見た 文藝春秋 2098

宇江佐真理 無事これ名馬 新潮社 2144

宇江佐真理 深尾くれない 新潮社 2153

宇江佐真理 雨を見たか　～髪結い伊三次捕物余話 文芸春秋 2197

宇江佐真理 三日月が円くなるまで 角川書店 2198

宇江佐真理 恋いちもんめ 幻冬舎 2203

宇江佐真理 神田堀八つ下がり　～河岸の夕映え 徳間書店 2206

宇江佐真理 斬られ権左 集英社 2207

宇江佐真理 十日えびす　～花嵐浮世困話 祥伝社 2231

宇江佐真理 夕映え 角川春樹事務所 2291

宇江佐真理 ウエザ・リポート ＰＨＰ研究社 2305

宇江佐真理 晩鐘　～続・泣きの銀次 講談社 2306

宇江佐真理 我、言挙げす　～髪結い伊三次捕物余話 文芸春秋 2332

宇江佐真理 深川にゃんにゃん横丁 新潮社 2346

宇江佐真理 彼岸花 光文社 2347

宇江佐真理 おはぐろとんぼ 実業之日本社 2359

宇江佐真理 虚ろ舟　泣きの銀次参之章 講談社 2388

宇江佐真理 なでしこ御用帖 集英社 2389

宇江佐真理 心に吹く風　～髪結い伊三次捕物余話 文藝春秋 2455

　　　海　外
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著　者　 タイトル 出版社 備考 登録番号

宇江佐真理 名もなき日々を　 ～髪結い伊三次捕物余話 文藝春秋 2503

宇江佐真理 日本橋本石町 やさぐれ長屋 講談社 2517

宇江佐真理 昨日のまこと、今日のうそ ～髪結い伊三次捕物余話 文藝春秋 2552

宇江佐真理 昨日みた夢　～口入れ屋おふく 角川書店 2553

宇江佐真理 為吉　～北町奉行所ものがたり 実業之日本社 2556

宇江佐真理 竃(へっつい)河岸 文藝春秋 2557

宇江佐真理 うめ婆行状記 朝日新聞出版 2581

宇江佐真理 擬宝珠のある橋　～髪結い伊三次捕物余話 文藝春秋 2568

上杉和彦 源頼朝と鎌倉幕府 新日本出版 1989

上杉　隆 田中真紀子の正体 草思社 1811

上滝節子 憧れのトールペインティング 雄鶏社 632

上田岳弘 ニムロッド 講談社
第160回芥川
賞受賞作

2654

上橋菜穂子 鹿の王　上　生き残った者 角川書店 2532

上橋菜穂子 鹿の王　下　還って行く者 角川書店 2533

浮谷東次郎
生きるってすばらしい16   大陸横断・オートバイの一人
旅

作品社 28

宇佐見りん 推し、燃ゆ 河出書房新社
第16４回芥川
賞受賞作

2705

歌川豊國 ９６歳の大学生　～やりたいことは、歌川豊國まだまだあ
る。

ＰＨＰ 1378

歌代幸子 音羽「お受験」殺人 新潮社 1885

歌田　年 紙鑑定士の事件ファイル 2684

内田百閒 生きるってすばらしい８　       小さんの葬式 作品社 20

内田百閒 生きるってすばらしい11         菊の雨 作品社 23

内田百閒 生きるってすばらしい12         彼ハ猫デアル 作品社 24

内田百閒 生きるってすばらしい13           おからでシヤムパン 作品社 25

内田康夫 軽井沢通信　～センセと名探偵の往復書簡 角川書店 634

内田康夫 戸隠伝説殺人事件 角川春樹事務所 637

内田康夫 鐘　～長編本格推理 講談社 1162

内田康夫 氷雪の殺人　～傑作長編ミステリー 実業之日本社 1671

内田康夫 黄金の石橋 実業之日本社 1690

内田康夫 贄門島　上 文藝春秋 1970

内田康夫 贄門島　下 文藝春秋 1971

内田康夫 棄霊島　上 文藝春秋 2177
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著　者　 タイトル 出版社 備考 登録番号

内田康夫 棄霊島　下 文藝春秋 2178

内田康夫 遺譜　上　～浅見光彦最後の事件 角川書店 2578

内田康夫 遺譜　下　～浅見光彦最後の事件 角川書店 2579

内田康夫 孤道 毎日新聞出版 2607

内田康夫 孤道 毎日新聞出版 2689

内館牧子 忘れないでね、わたしのこと 朝日新聞社 2008

内館牧子 終わった人 講談社 2610

内橋克人 同時代の読み方 岩波書店 1362

内橋克人 浪費なき成長　～新しい経済の起点 光文社 1443

内海隆一郎 風のかたみ 光文社 1445

宇野千代
生きるってすばらしい４
恋をして、私は一層お化粧に精出した 作品社 16

宇野信夫 生きるってすばらしい４            はつ恋 作品社 16

宇野信夫 生きるってすばらしい８　        観客の今昔 作品社 20

冲方　丁 光圀伝 角川書店 2474

冲方　丁 アクティベイダー 集英社 2714

海月ルイ 子盗り 文藝春秋 1793

梅原　猛 梅原猛の授業　仏教 朝日新聞社 1829

ヴァージニア・ウルフ ダロウエイ夫人 綜合社 丹治 愛訳 1960

ウイリアム・オールマン 進化心理学が明かす人類誕生の謎 青山出版社 堀 瑞絵 訳 507

ウイリアム・ノヴァッ
ク、クレア・シルヴィ
ア、バーニー・シーゲ
ル

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

ウインストン・グルーム フォレスト・ガンプ　 講談社 小川敏子訳 135

ウインストン・グルーム フォレスト・ガンプ　２　 講談社 小川敏子訳 136

ウタ・フリス、ジェ
イン・ブレイクモア 脳の学習力　～子育てと教育へのアドバイス 岩波書店

乾 敏郎、山
下博志、吉田
千里 訳

2271

エ 永　六輔 逢いたい 大和書房 1321

江川紹子 「オウム真理教」追跡2200日 文藝春秋 782

江川　晴 痴呆病棟 小学館 2020

江國香織 泣く大人 世界文化社 1645

江國香織 間宮兄弟 小学館 2083

江國香織 彼女たちの場合は 集英社 2713

　　　海　外
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著　者　 タイトル 出版社 備考 登録番号

江國　滋 生きるってすばらしい15         マジック酒場の一夜 作品社 27

江國　滋 生きるってすばらしい18           敬老の日に 作品社 30

江崎悌三 生きるってすばらしい６　       古書漫談 作品社 18

枝川公一 銀座四丁目交差点 二見書房 1572

枝川公一 親と子の日本史 産経新聞社 1581

枝廣淳子 朝２時起で、なんでもできる!　１ サンマーク出版 1974

枝廣淳子 朝２時起で、なんでもできる!　２ サンマーク出版 1975

江藤　淳 生きるってすばらしい12           仔犬のいる部屋 作品社 24

江戸川乱歩 生きるってすばらしい４               恋と神様 作品社 16

江戸川乱歩
生きるってすばらしい13             アモン酒の樽 ほか 三
編

作品社 25

江夏　豊 野茂英雄　～「大リーグ３０試合」 講談社 134

ＮＨＫ取材班 始皇帝　～NHKスペシャル 日本放送出版協会 741

ＮＨＫスペシャル
「ワーキングプア」取
材班

ワーキングプア　～日本を蝕む病 ポプラ社 2278

江原啓之 人はなぜ生まれいかに生きるのか
～新装版・自分のための「霊学」のすすめ

ハート出版 2213

海老名香葉子 生きるってすばらしい18             長女の誕生 作品社 30

円地文子 生きるってすばらしい７　         男言葉と女言葉 作品社 19

遠藤周作 生きるってすばらしい５              人間の中のＸ 作品社 17

遠藤周作
生きるってすばらしい15           宇宙棋院は天才ばか
り

作品社 27

遠藤順子 夫の宿題 ＰＨＰ研究社 1109

遠藤順子 夫・遠藤周作を語る 文藝春秋 1115

遠藤展子 藤沢周平　父の周辺 文藝春秋 2199

遠藤ふき子 母を語る　Ⅱ　～ＮＨＫラジオ深夜便 日本放送出版協会 1416

遠藤雅子 赤いポピーは忘れない　～横浜・もう一つの外人墓地 グラフ社 1912

遠藤瓔子 継母 ボケて鉄人となる
～頑健ボケ婆ちゃんと元極妻の介護十番勝負

クレスト新社 1259

Ａ・Ｊ・クｲネル トレイル・オブ・ティアズ 綜合社 大熊 榮訳 1539

エディット・ピアフ わが愛の讃歌　～エディット・ピアフ自伝 晶文社 中井多津夫 2115

M・スコット・ペック 平気でうそをつく人たち 草思社 森 英明 訳 1052

M・マクレガー、Ｓ・
ジェイムス、Ｊ・ジェ
ランド、Ｄ・ケイター

ボランティア・ガイドブック
～共感主義ボランティア入門

誠信書房

大阪ボラン
ティア協会監

修
小笠原慶彰 監

935

エリック・シュロー
サー ファストフードが世界を食いつくす 草思社 楡井浩一 訳 1715

　　　海　外
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著　者　 タイトル 出版社 備考 登録番号

オ 呉　善花 海の彼方の国へ ＰＨＰ 1758

逢坂　剛 禿鷹の夜 文藝春秋 1404

逢坂　剛 重蔵始末 講談社 1643

逢坂　剛 遠ざかる 講談社 1726

逢坂　剛 燃える地の果てに 文藝春秋 2043

逢坂　剛 おれたちの街 集英社 2331

応地利明 絵地図の世界像 岩波書店 493

大石　静 ねこの恋 講談社 1174

大石　静 愛才 文藝春秋 1441

大石慎三郎 田沼意次の時代 岩波書店 岩波現代文庫 1704

大江健三郎 新しい文学のために 岩波書店 エッセイ 208

大江健三郎 あいまいな日本の私 岩波書店 岩波新書 420

大江健三郎 恢復する家族 講談社 644

大江健三郎 ゆるやかな絆 講談社 661

大江健三郎 宙返り　上 講談社 1322

大江健三郎 宙返り　下 講談社 1323

大江健三郎 「自分の木」の下で　 朝日新聞社 1600

大江健三郎 憂い顔の童子 講談社 1883

大江健三郎 沖縄ノート 岩波書店 525

大岡　昇平 生きるってすばらしい３　          男は溺れる 作品社 15

大岡昇平 生きるってすばらしい13              斗酒四十年 作品社 25

大岡昇平 生きるってすばらしい19              中原中也の思い出 作品社 31

大岡　信
生きるってすばらしい17         崇徳院、王羲之、空海
の書

作品社 29

大岡　信 折々のうた 岩波書店 536

大岡　信 折々のうた総索引 岩波書店 581

大岡　信 日本の古典詩歌１　万葉集を読む 岩波書店 1298

大岡　信 日本の古典詩歌２　古今和歌集の世界 岩波書店 1299

大岡　信 日本の古典詩歌３　歌謡そして漢詩文 岩波書店 1300

大岡　信 日本の古典詩歌４　詩歌における文明開化 岩波書店 1301

大岡　信 日本の古典詩歌５　詩人たちの近代 岩波書店 1302

大賀典雄 ＳＯＮＹの旋律　～私の履歴書 日本経済新聞社 1950
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著　者　 タイトル 出版社 備考 登録番号

大川加世子 おばあちゃんのパソコン指南 筑摩書房 1304

大倉隆三/井上智重 お伽衆宮本武蔵 草思社 2033

大河内昭爾 五輪書（原作：宮本武蔵） ニュートンプレス 解説・現代語訳 1860

大崎　梢 配達あかずきん　～成風堂書店事件メモ 東京創元社 2334

大崎善生 将棋の子 講談社 1603

大崎善生 いつかの夏 　～名古屋闇サイト殺人事件 角川書店 2612

大沢在昌 眠たい奴ら  毎日新聞社 804

大沢在昌 ザ・ジョーカー 講談社 1769

大沢在昌 魔女の笑窪(えくぼ) 文藝春秋 2169

大沢在昌 冬の狩人 幻冬舎 2708

大島真寿美 渦　妹背山婦女庭訓　魂結び 文藝春秋
第161回直木
賞受賞作

2665

大城立裕 恋を売る家 新潮社 1184

太田真也 カラスは街の王様だ 葦書房 1267

太田治子 生きるってすばらしい２　          母の万年筆 作品社 14

大田昌秀 沖縄のこころ 岩波書店 167

大田昌秀 沖縄平和の礎 岩波書店 490

大谷昭宏・黒田清 権力犯罪 旬報社 1568

大津栄一郎 英語の感覚　上 岩波書店 341

大津栄一郎 英語の感覚　下 岩波書店 342

大友英一 ぼけに なりやすい人 なりにくい人 栄光出版社 2325

大西良慶
生きるってすばらしい２     お母さんの恩は大変なものな
の

作品社 14

大橋巨泉 巨泉　～人生の選択 講談社 1388

大庭利雄 終わりの蜜月（大庭みな子の介護日誌） 新潮社 1888

大庭みな子 生きるってすばらしい４               恋愛を求めて 作品社 16

大原健士郎 とらわれる生き方、あるがままの生き方 講談社 657

大原健士郎 とらわれる生き方、あるがままの生き方 講談社 882

大原照子 英国アンテｨーク 文化出版局 1090

大原照子 おもいっきり手抜き料理 文化出版局 769

大原千晴 名画の食卓を読み解く 大修館書店 2479

大平光代 だから、あなたも　生きぬいて 講談社 1391

大平光代 あなたは一人じゃない 光文社 1631
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著　者　 タイトル 出版社 備考 登録番号

大前研一 ドットコム・ショック　～新旧交代の経済学 小学館 1371

大村しげ 生きるってすばらしい 10            祇園祭 作品社 22

大山のぶ代 大山のぶ代の毎日のおかず グラフ社 1482

呉清源・王立成 囲碁の真理を探る　１ 成文堂新光社 1891

呉清源・王立成 囲碁の真理を探る　２ 成文堂新光社 1892

呉清源・王立成 囲碁の真理を探る　３ 成文堂新光社 1893

岡井　隆 わが告白　～コンフェション 新潮社 2472

岡崎久彦 百年の遺産　～日本近代外交史７３話 産経新聞社 1866

岡島成行 アメリカの環境保護運動 岩波書店 岩波新書 263

緒方邦彦 エヴｧﾝｹﾞﾘｵﾝ補完計画 シネマサプライ 886

岡田信子
散骨代と、お駄賃を残しておきます
～たった一人の老後を強く明るく生きるコツ

主婦と生活社 1029

岡田光世 アメリカの家族 岩波新書 1496

岡野薫子 森のネズミの山荘便り 求龍堂 1932

岡村道雄 日本の歴史01　縄文の生活誌 講談社 1509

小川国夫
生きるってすばらしい16　           チェファルーでの野
宿

作品社 28

小川　忠 インドネシア 岩波書店 354

小川秀夫　監修 アトピー性皮膚炎 完全克服マニュアル スコラ 1189

小川洋子 博士の愛した数式 新潮社 1982

小川義男 編 あらすじで読む日本の名著 柴書館 1985

小川義男 編著 あらすじで読む日本の名著　２ 中経出版 2027

沖藤典子 老いてなお我が家で暮らす 新潮社 新潮文庫 960

荻　昌弘
生きるってすばらしい13
この収穫！バーへも通わずサカナ製造 作品社 25

荻原　浩 海の見える理髪店 集英社 2576

奥泉　光 モーダルな事象
～桑潟幸一助教授のスタイリッシュな生活

文藝春秋 2123

奥田昭則 母と神童　～五嶋節物語 小学館 1177

奥田英朗 最悪 講談社 1255

奥田英朗 空中ブランコ 文藝春秋 2068

奥成達 遊び図鑑 福音館書店 832

奥本大三郎 干支セトラ，ｅｔｃ． 岩波書店 323

小倉　厚 定年後は山歩きを愉しみなさい 明日香出版社 512

小倉考誠 〈女らしさ〉はどう作られたのか 法蔵館 1271
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著　者　 タイトル 出版社 備考 登録番号

小倉寛子 小倉遊亀　天地の恵みを生きる 文化出版局 1305

桶谷秀昭 生きるってすばらしい11 　　     花の宴 作品社 23

尾崎一雄 生きるってすばらしい12            金魚とボーフラ 作品社 24

尾崎一雄 生きるってすばらしい16               能登の旅 作品社 28

尾崎喜八 生きるってすばらしい 10           秋の林にて 作品社 22

尾崎哲夫 私の英単語帳を公開します。～尾崎式の秘密 幻冬舎 2058

尾崎　翠　 生きるってすばらしい５                悲しみを求める心 作品社 17

尾崎　翠 生きるってすばらしい 10           冬にわかれて 作品社 22

長田　弘 アメリカの心の歌 岩波書店 468

長田百合子 親がかわれば、子どももかわる 講談社 1685

長部日出雄 生きるってすばらしい12            家なき猫たち 作品社 24

大佛次郎　 生きるってすばらしい６　          本の寝台 作品社 18

大佛次郎　 生きるってすばらしい15            ひとりごと 作品社 27

小沢昭一
生きるってすばらしい７　             舌耕芸ー香具師の
場合

作品社 19

小澤祥司 メダカが消える日　～自然の再生をめざして 岩波書店 1414

小澤利夫 杏子のころ 青春出版社 1265

小沢信男 裸の大将一代記　～山下清の見た夢 筑摩書房 1355

呉　善花 海の彼方の国へ～日本をめざす韓国・済州島の女
たち

ＰＨＰ研究所 1758

落合信彦 誰も見なかった中国 小学館 1142

落合信彦 これからの「勝ち組」「負け組」
～逆風の時代に成功する条件

ザ・マサダ 1165

尾辻克彦
生きるってすばらしい14            松茸はおいしいら
しい

作品社 26

乙川優三郎 五年の梅 新潮社 1659

乙川優三郎 生きる 文芸春秋 1743

乙川優三郎 武家用心集 集英社 2005

乙川優三郎 さざなみ情話 朝日新聞社 2196

乙武洋筐 五体不満足 講談社 1207

乙武洋筐 乙武レポート 講談社 1589

小野田町枝 私は戦友になれたかしら
～小野田寛郎とブラジルに命をかけた３０年

清流出版 1824

小野不由美 東亰異聞（とうけいいぶん） 新潮社 703

小沼　丹 生きるってすばらしい12            犬の話 作品社 24

帯津良一・五木寛之 健康問答　～本当のところはどうなのか？本音で語
る現代の「養生訓」

平凡社 2260
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著　者　 タイトル 出版社 備考 登録番号

折口信夫 生きるってすばらしい９             日本美 作品社 21

恩田　陸 ネバーランド 集英社 1633

恩田　陸 まひるの月を追いかけて 文藝春秋 2034

恩田　陸 夜のピクニック 新潮社 2106

恩田　陸 蜜蜂と遠雷 幻冬舎 2587

オ 王　鉞　 シルクロード全史 中央公論新社 金 連縁 訳 1607

オグ・マンディーノ 十二番目の天使 求龍堂 坂本貢一 訳 1607

　　　海　外
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