
著　者　 タイトル 出版社 備考 登録番号

サ 最相葉月 絶対音感　～ABSOLUTE PITCH 小学館 1104

西條奈加 無暁の鈴(りん) 光文社 2641

西條奈加 心淋し川（うらさびしかわ） 集英社
第16４回直木
賞受賞作

2706

監修 斉藤光哉 お茶の事典 成美堂出版 715

斎藤　茂太 イチローを育てた鈴木家の謎 家の光協会 119

斎藤貴男 「東京電力」研究　排除の系譜 講談社 2473

斎藤　孝 声に出して読みたい日本語 草思社 1717

斎藤　孝 声に出して読みたい日本語　２ 草思社 1816

斎藤 孝・美輪明宏 人生讃歌　～愉しく自由に美しく、又のびやかに 大和書房 2084

三枝和子 生きるってすばらしい 10     炭火の正月 作品社 22

佐江衆一
生きるってすばらしい７

会話、あるいは言葉のファック 作品社 19

佐江衆一 わが屍は野に捨てよ　～一遍遊行 新潮社 1826

酒井啓子 イラクとアメリカ 岩波書店 1945

酒井　均 地球と生命の起源
～火星にはなぜ生命が生まれなかったのか

講談社 BLUE BACKS 1324

嵯峨井勝 讃歌ストレスから身体をまもる
～活性酸素から読み解く病気予防

岩波書店 2407

堺屋太一 時代が変わった 講談社 1697

堺屋太一 団塊の秋 祥伝社 2502

堺屋太一 団塊の後　～三度目の日本 毎日新聞出版 2608

坂上　弘 台所 新潮社 975

榊　東行 三本の矢　上　　～政・官・財 早川書房 1062

榊　東行 三本の矢　上　　～政・官・財 早川書房 1063

榊原喜佐子 徳川慶喜家の子ども部屋 草思社 875

榊原　宣 胃がんと大腸がん 岩波書店 313

坂口安吾 あなたが動けば人は動く
～この人のためにと思わせる５０の方法

作品社 27

酒見賢一 泣き虫弱虫諸葛孔明 文藝春秋 2085

坂本政道 人は、はるか銀河を越えて
講談社ｲﾝ
ﾀｰﾅｼｮﾅﾙ

2162

坂本洋子 ぶどうの木
～１０人の”わが子”とすごした、里親１８年の記録

幻冬舎 2036

佐川芳枝 寿司屋のかみさん うちあけ話 講談社 649

佐川芳枝 寿司屋のかみさん おいしい話 講談社 650

櫻井啓一郎 波に乗れにっぽんの太陽電池
～温暖化のリスクをチャンスに変えるシナリオ

日刊工業新聞社 Ｂ＆Ｔブックス 2365
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著　者　 タイトル 出版社 備考 登録番号

桜庭一樹 私の男 文藝春秋 2307

さくらももこ 世界のあっちこっちめぐり 集英社 1073

さくらももこ ももこのトンデモ大冒険 徳間書店 1724

佐々淳行
わが上司　後藤田正晴　～決断するペシミス
ト

文藝春秋 1398

佐々涼子 エンジェルフライト　～国際霊柩送還士 集英社 2493

佐々木敏
中途採用捜査官
ＳＡＴ、警視庁に突入せよ！

徳間書店 2114

佐々木譲 ユニット 文藝春秋 2024

佐々木千賀子 立花隆秘書日記 ポプラ社 1973

笹野洋子 読んで身につけた４０歳からの英語独学法 講談社 1552

佐多稲子 生きるってすばらしい７　    病中に聞いた言葉 作品社 19

佐多稲子 生きるってすばらしい16       粉雪の舞う宿 作品社 28

佐高信・門脇厚司 「大人」の条件　～「社会力」を問う 岩波書店 1578

佐藤愛子 血脈　上 文藝春秋 1593

佐藤愛子 血脈　中 文藝春秋 1594

佐藤愛子 血脈　下 文藝春秋 1595

佐藤愛子 たしなみなし　不敵雑記 集英社 1701

佐藤愛子 これが佐藤愛子だ 一　～自賛ユーモアエッセイ集 集英社 1837

佐藤愛子 晩鐘 文藝春秋 2529

佐藤愛子 九十歳。何がめでたい 小学館 2530

佐藤究 テスカトリポカ KADOKAWA
第165回直木
賞　　受賞作

2722

佐藤賢一 双頭の鷲 新潮社 1270

佐藤賢一 王妃の離婚 集英社 1315

佐藤賢一 女信長 毎日新聞社 2194

サトウハチロー 生きるってすばらしい13        酒のみの話 作品社 25

佐藤春夫　 生きるってすばらしい４        恋愛至上かも知れない 作品社 16

佐藤春夫　 生きるってすばらしい11      秋花七種 作品社 23

佐藤　真 パリッ子の食卓 河出書房 639

さとうまきこ 私、引きこもり主婦です。
～どんな自分にも「YES]を

講談社 1784

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

佐藤雅美 官僚　川路聖謨の生涯 文藝春秋 文春文庫 1591

佐藤雅美 槍持ち佐五平の首 実業之日本社 1668
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著　者　 タイトル 出版社 備考 登録番号

佐藤雅美 首を斬られにきたの御番所～縮尻鏡三郎 文藝春秋 2099

佐藤洋二郎 極楽家族 講談社 1537

佐藤律子 編 種まく子供たち～小児ガンを体験した七人の物語 ポプラ社 1836

里見真三 賢者の食欲 文藝春秋 1340

佐野広実 わたしが消える 講談社BooK倶楽部 第66回江戸川乱歩賞 2716

佐野洋子
生きるってすばらしい１

こんぐらがったまま、墓の中まで 作品社 13

佐野洋子 神も仏もありませぬ 筑摩書房 2046

佐橋慶女 六十歳からをもっと楽しんで生きる
～８８の素敵な知恵と工夫

海竜社 1918

猿谷　要 アメリカ南部の旅 岩波書店 533

澤あづみ・小菅みちる 三人姉妹 読売新聞社 814

沢木耕太郎 生きるってすばらしい13        葡萄酒と心意気 作品社 25

沢木耕太郎 生きるってすばらしい19       名刺一枚 作品社 31

沢木耕太郎 激しく倒れよ　～沢木耕太郎ノンフィクション
Ⅰ

文藝春秋 1894

沢木耕太郎 無名 幻冬舎 2014

沢木耕太郎 危機の宰相 魁星出版 2184

沢木耕太郎
「愛」という言葉を口にできなかった二人のため
に

幻冬舎 2256

沢田昭二 核兵器はいらない！　～知っておきたい基礎知識 新日本出版社 2127

澤田瞳子 腐れ梅 集英社 2599

澤田瞳子 星落ちて、なお 文藝春秋社
第165回直木
賞　　受賞作

2723

澤田ふじ子 大蛇(おろち)の橋 幻冬舎 1666

澤田ふじ子 はぐれの刺客 徳間書店 1667

澤田ふじ子 地獄の始末　～真贋控帳 徳間書店 1672

澤田ふじ子 雨女　～公事宿事件書留帳 幻冬舎 2250

澤田ふじ子 比丘尼(びくに)茶碗　～公事宿事件書留帳 幻冬舎 2251

澤田ふじ子 やがての螢　～京都市井図絵 徳間書店 2253

澤田ふじ子 世間の辻　～公事宿事件書留帳 幻冬舎 2254

沢村貞子 生きるってすばらしい20        陽気な老夫婦 作品社 32

三宮麻由子 音をたずねて 文芸春秋 2322

三遊亭圓生(六代) 生きるってすばらしい３　    男と女のかけひき 作品社 15

三遊亭金馬（三代） 生きるってすばらしい７　    昔の言葉と悪口 作品社 19

三遊亭金馬(三代) 生きるってすばらしい15       病床夢釣誌 作品社 27
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著　者　 タイトル 出版社 備考 登録番号

サラージェイン・ブ
レイクモア、
ウタ・フリス

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

シ 椎名慎太郎 遺跡保存を考える 岩波書店 585

椎名　誠 生きるってすばらしい３　    エラソーな男 作品社 15

椎名　誠 生きるってすばらしい14       謹製日和見鍋 作品社 26

椎名　誠 おろかな日々 文藝春秋 783

椎名　誠 カープ島サカナ作戦 文藝春秋 785

椎名　誠 時にはうどんのように 文藝春秋 794

椎名　誠 南国かつおまぐろ旅 文藝春秋 795

椎名　誠 ネコの亡命 文藝春秋 796

椎名　誠 ひるめしのもんだい 文藝春秋 797

椎名　誠 モンパの木の下で 文藝春秋 799

椎名　誠 丘(がく)物語 集英社 873

椎名　誠 続 丘(がく)物語 集英社 874

西村佳哲 自分の仕事をつくる 晶文社 2031

椎名　誠 もう少しむこうの空の下へ 講談社 1452

椎名　誠 海浜棒球始末記　～ウ・リーグ熱風録 文藝春秋 1621

椎名　誠 ハロセンボンの逆襲 文藝春秋 1727

塩倉　裕 引きこもる若者たち
ビレッジセン
ター出版局

1384

塩野七生 生きるってすばらしい18       通夜の客 作品社 30

塩野七生 十字軍物語　１ 新潮社 2435

塩野七生 十字軍物語　２ 新潮社 2436

塩野七生 十字軍物語　３ 新潮社 2461

塩野七生 皇帝 フリードリッヒ二世の生涯　上 新潮社 2500

塩野七生 皇帝 フリードリッヒ二世の生涯　下 新潮社 2501

志賀直哉 生きるってすばらしい11        朝顔 作品社 23

志賀直哉 生きるってすばらしい20       老廃の身 作品社 32

式田和子 続　死ぬまでになすべきこと 主婦の友社 889

式田和子 続　死ぬまでになすべきこと 主婦の友社 890

　　　海　外
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著　者　 タイトル 出版社 備考 登録番号

式場俊三 生きるってすばらしい12       四年目の金魚 作品社 24

重兼芳子 生きるってすばらしい18       娘の嫁入り仕度 作品社 30

重松　清 エイジ 朝日新聞社 1261

重松　清 ビタミンＦ 新潮社 1560

重松　清 哀愁的東京 光文社 2006

獅子文六 生きるってすばらしい13        泥酔懺悔 作品社 25

獅子文六 生きるってすばらしい20       隠居の仕損じ 作品社 32

雫井脩介 虚貌 幻冬舎 1679

雫井脩介 火の粉 幻冬舎 2009

雫井脩介 犯人に告ぐ 双葉社 2149

雫井脩介 望み 角川書店 2589

七田　真 右脳で生きるコツ
～２１世紀的人生をいかに実現するか

PHP研究所 765

篠田節子 女たちのジハード 集英社 962

篠田節子 弥勒 講談社 1136

篠田桃紅 生きるってすばらしい 10      節分と豆 作品社 22

篠原　一 壊音 文藝春秋 784

芝木好子 生きるってすばらしい３　     女 作品社 15

芝木好子 生きるってすばらしい 10      夏祭り 作品社 22

芝木好子 生きるってすばらしい16        花の旅 作品社 28

司馬遼太郎 空海の風景　上巻 中央公論社 731

司馬遼太郎 空海の風景　下巻 中央公論社 732

司馬遼太郎 この国のかたち　一　　　1986～1987 文藝春秋 786

司馬遼太郎 この国のかたち　ニ　　　1988～1989 文藝春秋 787

司馬遼太郎 この国のかたち　三　　　1990～1991 文藝春秋 788

司馬遼太郎 この国のかたち　四　　　1992～1993 文藝春秋 789

司馬遼太郎 この国のかたち　五　　　1994～1995 文藝春秋 790

司馬遼太郎 この国のかたち　六　　　1996 文藝春秋 791

司馬遼太郎 昭和という国家 日本放送出版協会 1051

司馬遼太郎 花神 新潮社 1059

司馬遼太郎 司馬遼太郎全講演　第１巻　1964－1983 朝日新聞社 1649

司馬遼太郎 司馬遼太郎全講演　第２巻　1984－1989 朝日新聞社 1650
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著　者　 タイトル 出版社 備考 登録番号

司馬遼太郎 司馬遼太郎全講演　第３巻　1990－1995 朝日新聞社 1651

司馬遼太郎 司馬遼太郎が考えたこと　１
エッセイ1953.10～1961.10

新潮社 1868

司馬遼太郎 司馬遼太郎が考えたこと　２
エッセイ1961.10～1964.10

新潮社 1869

司馬遼太郎 司馬遼太郎が考えたこと　３
エッセイ1964.10～1968.8

新潮社 1870

司馬遼太郎 司馬遼太郎が考えたこと　４
エッセイ1968.9～1970.2

新潮社 1871

司馬遼太郎 司馬遼太郎が考えたこと　５
エッセイ1970.2～1972.4

新潮社 1872

司馬遼太郎 司馬遼太郎が考えたこと　６
エッセイ1972.4～1973.2

新潮社 1873

司馬遼太郎 司馬遼太郎が考えたこと　７
エッセイ1973.2～1974.9

新潮社 1874

司馬遼太郎 司馬遼太郎が考えたこと　８
エッセイ1974.10～1976.9

新潮社 1875

司馬遼太郎 司馬遼太郎が考えたこと　９
エッセイ1976.9～1979.4

新潮社 1876

司馬遼太郎 司馬遼太郎が考えたこと　10
エッセイ1979.4～1981.6

新潮社 1877

司馬遼太郎 司馬遼太郎が考えたこと　11
エッセイ1981.7～1983.5

新潮社 1878

司馬遼太郎 司馬遼太郎が考えたこと　12
エッセイ1983.6～1985.1

新潮社 1879

司馬遼太郎 司馬遼太郎が考えたこと　13
エッセイ1985.1～1987.5

新潮社 2095

司馬遼太郎 司馬遼太郎が考えたこと　14
エッセイ1987.5～1990.10

新潮社 2096

司馬遼太郎 司馬遼太郎が考えたこと　15
エッセイ1990.10～1996.2

新潮社 2097

司馬遼太郎 ２１世紀に生きる君たちへ（対訳） 朝日出版社 2188

柴田トヨ くじけないで　（詩集） 飛鳥新社 2428

柴田錬三郎 生きるってすばらしい20        五十五歳 作品社 32

澁澤龍彦 生きるってすばらしい３　   シニストラリ・ダメノ 作品社 15

島尾敏雄 生きるってすばらしい１　      妻と犬 作品社 13

島田荘司 星籠(せいろ)の海　上 講談社 2521

島田荘司 星籠(せいろ)の海　下 講談社 2522

島田雅彦 彗星の住人　～純文学書下ろし特別作品 新潮社 1567

島田雅彦 彗星の住人　～純文学書下ろし特別作品 新潮社 1996

島田雅彦 美しい魂 新潮社 1994

島田雅彦 エトロフの恋 新潮社 1995

島村　輝 文学がもっと面白くなる
～近代日本文学を読み解く３３の扉

ダイヤモンド社 1102
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著　者　 タイトル 出版社 備考 登録番号

島本理生 ナラタージュ 角川書店 2105

島本理生 ファーストラブ 文藝春秋
第159回直木
賞受賞作

2645

清水桂子 イギリス生活花日記 婦人生活社 1076

清水馨八郎 「白人スタンダード」というあらたなる侵略 祥伝社 1830

志水辰夫 生きいそぎ 集英社 1905

清水義範 本番いきま～す 実業之日本社 1141

志村ふくみ 生きるってすばらしい17         一色一生 作品社 29

下川　博 竹に紅虎 講談社 2475

子母澤 寛 生きるってすばらしい12         犬キチの頃 作品社 24

下田治美 やっと名医をつかまえた　～脳外科手術までの七十七日 新潮社 1252

寿岳章子 生きるってすばらしい18        最後の顔そり 作品社 30

寿岳文章 生きるってすばらしい６　     愛書雑話 作品社 18

寿岳章子 生きるってすばらしい７　   さまざまの女の語り口 作品社 19

寿岳文章 生きるってすばらしい17        和紙と私 作品社 29

朱川湊人 花まんま 文藝春秋 2128

東海林さだお 生きるってすばらしい４          初恋物語 抄 作品社 16

東海林さだお 生きるってすばらしい14       蕎麦屋の地獄 作品社 26

東海林さだお 食後のライスは大盛りで 文藝春秋 792

東海林さだお ヘンな事ばかり考える男 ヘンな事は考えない女 文藝春秋 1741

庄野潤三 生きるってすばらしい７　    永遠に生きる言葉 作品社 19

庄野潤三 生きるってすばらしい12       うちのノラ公 作品社 24

白石一文 僕のなかの壊れていない部分 光文社 1904

白石一文 どれくらいの愛情 文藝春秋 2218

白石一文 記憶の渚にて 角川書店 2577

白川　道 天国への階段　上 幻冬舎 1569

白川　道 天国への階段　下 幻冬舎 1570

白洲正子 夕顔　～随筆集 新潮社 892

城山三郎 気張る男 文藝春秋 1458

城山三郎 そうか、もう君はいないのか 新潮社 2318

辛　淑玉 女が会社で マガジンハウス 1528
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著　者　 タイトル 出版社 備考 登録番号

新川帆立 元彼の遺言状 宝島社
このミステ
リーがすご
い！大賞

2711

進藤栄一 アメリカ黄昏の帝国 岩波書店 岩波新書 410

新藤兼人 いのちのレッスン 青草書房 2275

新藤兼人 生きるってすばらしい19        恩師 作品社 31

新藤兼人 女の一生 岩波書店 1737

真藤順丈 宝島 講談社
第160回直木
賞受賞作

2653

新野剛志 罰 幻冬舎 1768

新福尚武 老いとは何かを伝えたい
～老いのあり方　ぼけ研究の最前線

婦人之友社 943

真保裕一 奇跡の人 角川書店 966

真保裕一 ホワイトアウト 新潮社 1033

真保裕一 密告 講談社 1114

真保裕一 奪取 講談社 1163

真保裕一 ダイスをころがせ！ 毎日新聞社 1753

真保裕一 繋がれた明日 朝日新聞社 1925

新谷弘実 病気にならない生き方　～ミラクル・エンザイムが寿
命を決める～

サンマーク出版 2270

Ｃ．Ｓ．ルイス ナルニア国物語　～ライオンと魔女 岩波書店 瀬田貞二 訳 2136

Ｃ．Ｓ．ルイス ナルニア国物語　～カスピアン王子のつのぶえ 岩波書店 瀬田貞二 訳 2137

Ｃ．Ｓ．ルイス ナルニア国物語　～朝びらき丸 東の海へ 岩波書店 瀬田貞二 訳 2138

Ｃ．Ｓ．ルイス ナルニア国物語　～銀のいす 岩波書店 瀬田貞二 訳 2139

Ｃ．Ｓ．ルイス ナルニア国物語　～馬と少年 岩波書店 瀬田貞二 訳 2140

Ｃ．Ｓ．ルイス ナルニア国物語　～魔術師のおい 岩波書店 瀬田貞二 訳 2155

Ｃ．Ｓ．ルイス ナルニア国物語　～さいごの戦い 岩波書店 瀬田貞二 訳 2156

シーラ・コルボーン、
ダイアン・ダマノス
キ、ジョン・ピーター
ソン・マイヤーズ

奪われし未来 翔泳社 長尾 力 訳 1107

Ｊ．Ｋ．ローリン
グ

ハリー・ポッターと賢者の石 静山社 松岡佑子 訳 1412

Ｊ．Ｋ．ローリン
グ

ハリー・ポッターと秘密の部屋 静山社 松岡佑子 訳 1481

Ｊ．Ｋ．ローリン
グ

ハリー・ポッターとアズカバンの囚人 静山社 松岡佑子 訳 1640

Ｊ．Ｋ．ローリン
グ

ハリー・ポッターと炎のゴブレット　上 静山社 松岡佑子 訳 1853

Ｊ．Ｋ．ローリン
グ

ハリー・ポッターと炎のゴブレット　下 静山社 松岡佑子 訳 1854

　　　海　外
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著　者　 タイトル 出版社 備考 登録番号

Ｊ．Ｋ．ローリン
グ

ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団　上 静山社 松岡佑子 訳 2061

Ｊ．Ｋ．ローリン
グ

ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団　下 静山社 松岡佑子 訳 2062

Ｊ．Ｋ．ローリン
グ

ハリー・ポッターと謎のプリンス　上 静山社 松岡佑子 訳 2229

Ｊ．Ｋ．ローリン
グ

ハリー・ポッターと謎のプリンス　下 静山社 松岡佑子 訳 2230

Ｊ．Ｋ．ローリン
グ

ハリー・ポッターと死の秘宝　上 静山社 松岡佑子 訳 2344

Ｊ．Ｋ．ローリン
グ

ハリー・ポッターと死の秘宝　下 静山社 松岡佑子 訳 2345

Ｊ．ベルンレフ アウト・オブ・マインド ディーエイチシー 枝川公一訳 1573

ジェームズ・レッド
フィールド 聖なる予言 角川書店

山川鉱矢・
山川亜希子
訳

121

ジェーン
・ウォームズレー イギリス的生活とアメリカ的生活 河出書房新社 笠間仁保子 995

ジェーン・グドール 森の旅人 角川書店
上野圭一、
松沢哲郎 訳

1374

ジェフ・ハウ ９プリンシプルズ ～加速する未来で勝ち残るために 早川書房 伊藤穣一訳 2617

ジェフリー・ディーヴァー 静寂の叫び 早川書房 飛田野裕子訳 999

ジェフリー・ディーヴァー 眠れぬイヴのために 早川書房 飛田野裕子訳 1003

シェル・シルヴァスタイン 歩道の終わるところ 講談社 倉橋由美子訳 883

シェル・シルヴァスタイン 屋根裏の明かり 講談社 倉橋由美子訳 884

シドニィ・シェルダン 星の輝き　上 アカデミー出版 天野龍行訳 110

シドニィ・シェルダン 星の輝き　下 アカデミー出版 天野龍行訳 111

シドニィ・シェルダン 遺産　上 徳間書店 木下 望訳 153

シドニィ・シェルダン 遺産　下 徳間書店 木下 望訳 154

シドニィ・シェルダン 神の吹かす風　上 アカデミー出版 益子邦夫訳 508

シドニィ・シェルダン 神の吹かす風　下 アカデミー出版 益子邦夫訳 509

シドニィ・シェルダン 空が落ちる　上巻 アカデミー出版 天野龍行訳 1653

シドニィ・シェルダン 空が落ちる　下巻 アカデミー出版 天野龍行訳 1654

シドニィ・シェルダン 陰謀の日　上 アカデミー出版 天野龍行訳 957

シドニィ・シェルダン 陰謀の日　下 アカデミー出版 天野龍行訳 958

ジャイルズ・ミルトン コロンブスをペテンにかけた男
～騎士ジョン・マンデヴィルの謎

中央公論新社 岸本完司訳 1402

ジャック・マガイ
ヤー、Drリンダ・サパ
ディン

グズの人にはわけがある ネスコ(日本映像出版) 齊藤 勇 訳 1032

ジャレド・ダイアモン
ド

文明崩壊　上　～滅亡と存続の命運を分けるも
の

草思社 楡井浩一 訳 2160

ジャレド・ダイアモン
ド

文明崩壊　上　～滅亡と存続の命運を分けるも
の

草思社 楡井浩一 訳 2161

シャロン・レクター＆
ロバートキヨサキ

金持ち父さん 貧乏とうさん
～アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学

筑摩書房 白根美保子 訳 1561
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著　者　 タイトル 出版社 備考 登録番号

ジュリエット・B・
ショア

浪費するアメリカ人
～なぜ要らないものまで欲しがるか

岩波書店 森岡考二 監訳 1577

ジョーゼフ・ソブ
ラン

シェイクスピア・ミステリー 朝日新聞社
小田島恒志・
小田島則子
訳

1465

ジョン・Ｌ・ラ
ム

エンド・オブ：サマー 講談社 土屋京子 訳 132

ジョン・グリシャム 路上の弁護士 新潮社 白石 朗訳 1652

ジョン・グリシャム 裏稼業　上 アカデミー出版 天野龍行訳 1459

ジョン・グリシャム 裏稼業　下 アカデミー出版 天野龍行訳 1460

ジョン・グレイ この人と結婚するために 三笠書房 秋元康訳 1148

ジョン・ハスリップ マリー・アントワネット 近代文芸社 櫻井郁恵訳 1345

ジョン・ハリデイ・
ユン・チアン マオ　上　～誰も知らなかった毛沢東 講談社 土屋京子 訳 2157

ジョン・ハリデイ・
ユン・チアン マオ　下　～誰も知らなかった毛沢東 講談社 土屋京子 訳 2158

ジョン・ピーターソ
ン・マイヤーズ、
シーラ・コルボーン、
ダイアン・ダマノスキ

奪われし未来 翔泳社 長尾 力 訳 1107

ス 末浦広海 訣別の森 講談社 2342

須賀敦子 霧のむこうに住みたい 河出書房新社 1979

須賀敦子 須賀敦子全集 第1巻　～ミラノ霧の風景ほか 河出書房新社 1999

菅野泰蔵・編 こころの日曜日
～４５人のカウンセラーが語る心と気持ちのほぐし方

法研 800

菅野泰蔵・編 こころの日曜日　２
～４５人のカウンセラーが語る心と気持ちのほぐし方

法研 801

菅野泰蔵・編 こころの日曜日　３
～４５人のカウンセラーが語る心と気持ちのほぐし方

法研 802

菅野泰蔵・編 こころの日曜日　４
～４５人のカウンセラーが語る心と気持ちのほぐし方

法研 803

菅原　出 アメリカはなぜヒトラーを必要としたのか 草思社 1820

杉浦さやか 絵てがみブック KKﾍﾞｽﾄｾﾗｰｽﾞ 1080

杉浦明平 生きるってすばらしい 10        秋の七草 作品社 22

杉浦明平 生きるってすばらしい14          カワハギの肝 作品社 26

杉村春子
生きるってすばらしい８　     　布引けいー「女の一
生」 作品社 20

杉本苑子 流されびと考 文藝春秋 1840

杉本秀太郎 生きるってすばらしい16          冬の旅 作品社 28

杉本良夫 オーストリア6000日 岩波書店 273

杉本つとむ 生きるってすばらしい７　      女湯の女の会話 作品社 19

杉森久英 生きるってすばらしい13          ブリ雷 ほか二篇 作品社 25

杉山正明 逆説のユーラシア史　～モンゴルからのまなざし 日本経済新聞社 1832

10 / 13



著　者　 タイトル 出版社 備考 登録番号

薄田泣薫　 生きるってすばらしい７　      名文句 作品社 19

鈴木健二 楽老の季節を生きる 実業之日本社 1825

鈴木光司 らせん 角川書店 124

鈴木光司 リング 角川書店 125

鈴木光司 ループ 角川書店 1026

鈴木光司 バースデイ 角川書店 1249

鈴木光司 シーズザデイ 新潮社 1609

鈴木直次 アメリカ産業社会の盛衰 岩波書店 594

鈴木洋史 百年目の帰郷 小学館 1274

鈴木啓之 愛されて、許されて 雷韻出版 1556

鈴木るりか さよなら、田中さん 小学館 2639

須田慎一郎 巨大銀行沈没　～みずほ失敗の真相 新潮社 1924

砂原茂一 医者と患者と病院と 岩波書店 547

砂川文治 ブラックボックス 講談社
第166回芥川
賞受賞作

2730

鷲見一夫 ＯＤＡ援助の現実 岩波書店 241

スティーヴン・Ｒ・コヴィ
7つの習慣　　　　　　～会社・家庭・個人・人生

のすべて　成功には原則があった！
キングベアー出版 川西 茂 訳 641

スティーブン・N・
オースタッド

老化はなぜ起こるのか
～コウモリは老化が遅く、クジラはガンになりにくい

草思社 吉田利子 訳 1317

スティーヴン・キング グリーン・マイル 新潮社 白石 朗訳 1480

ズデニエック・スヴェ
ラーク コーリャ 愛のプラハ 集英社 千野栄一訳 1030

スヴェトラーナ
・アレクシェーヴィッ
チ

セカンドハンドの時代　～「赤い国」を生きた人びと 岩波書店 松本妙子訳 2592

セ 生活デザイン研究所 人生最高のラブレター 清流出版 1559

清家　篤 定年破壊 講談社 1472

清野由美・隈研吾 変われ！東京 集英社 2695

瀬尾まいこ そして、バトンは渡された 文藝春秋
2019年本屋
大賞受賞作

2667

関　容子 生きるってすばらしい３　      女の人のこと 作品社 15

関岡英之 なんじ自身のために泣け 河出書房新社 1759

関口　武
生きるってすばらしい９           日本の風の神様　ほか
二篇 作品社 21

関口安義 芥川龍之介 岩波書店 609

関田淳子 パプスブルク家の食卓 集英社 1739

　　　海　外

11 / 13



著　者　 タイトル 出版社 備考 登録番号

瀬島龍三 大東亜戦争の実相 PHP研究所 1132

瀬戸内寂聴　訳 源氏物語　巻一 講談社 879

瀬戸内寂聴　訳 源氏物語　巻二 講談社 880

瀬戸内寂聴　訳 源氏物語　巻三 講談社 881

瀬戸内寂聴　訳 源氏物語　巻四 講談社 1093

瀬戸内寂聴　訳 源氏物語　巻五 講談社 1094

瀬戸内寂聴　訳 源氏物語　巻六 講談社 1095

瀬戸内寂聴　訳 源氏物語　巻七 講談社 1096

瀬戸内寂聴　訳 源氏物語　巻八 講談社 1229

瀬戸内寂聴　訳 源氏物語　巻九 講談社 1230

瀬戸内寂聴　訳 源氏物語　巻十 講談社 1231

瀬戸内寂聴 つれなかりせばなかなかに～妻をめぐる文豪と詩人の恋の葛藤 中央公論社 899

瀬戸内寂聴 手毬（てまり） 新潮社 1089

瀬戸内寂聴 わかれば「源氏」はおもしろい　～寂聴対談集 講談社 1150

瀬戸内寂聴 いよよ華やぐ　（上） 新潮社 1284

瀬戸内寂聴 いよよ華やぐ　（下） 新潮社 1285

瀬戸内寂聴
寂聴 あおぞら説法～みちのく天台寺の日曜法話を完
全収録

光文社 1536

瀬戸内寂聴 釈迦と女とこの世の苦
日本放送出
版協会

1794

瀬戸内寂聴 かきおき草子 新潮社 1841

瀬戸内寂聴 秘花（ひか） 新潮社 2319

瀬戸内寂聴 寂聴　九十七歳の遺言 朝日新書 2737

瀬名秀明 パラサイド・イヴ 角川書店 123

瀬名秀明 ブレイン・ヴァレー　上 角川書店 1019

瀬名秀明 ブレイン・ヴァレー　下 角川書店 1020

妹尾河童 少年Ｈ　上巻 講談社 871

妹尾河童 少年Ｈ　下巻 講談社 872

妹尾河童・野坂昭如 少年Ｈと少年Ａ PHP研究所 1218

千石　保 「モラル」の復権　～情報消費社会の若者たち サイマル出版会 991

千住　博 絵を描く悦び 光文社 2063

千住真理子 聞いて、ヴァイオリンの詩 時事通信社 1614

前場幸治 棟梁のよもやま話 冬青社 1523
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著　者　 タイトル 出版社 備考 登録番号

セバスチャン・ユンガー パーフェクト・ストーム 集英社 佐宗鈴夫 訳 1316

ソ 曽野綾子 運命をたのしむ 海竜社 927

曽野綾子 中年以後 光文社 1245

曽野綾子 至福の境地　～自分の顔、相手の顔 講談社 1802

曽野綾子 魂の自由人 光文社 1941

曽野綾子 アバノの再会 朝日新聞社 2298

曽野綾子 自分の始末 扶桑社 2409

曽野綾子 老いの才覚 ベストセラーズ 2430

曽野綾子 揺れる大地に立って～東日本大震震災の個人的記録 扶桑社 2477

祖父江一郎 関ケ原前請(ぜんふ)　～ある逆臣の生涯
角川春樹
事務所

1422

　　海　外
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