
著　者　 タイトル 出版社 備考 登録番号

マ マークス寿子 ひ弱な男とワクワクした女の国日本 草思社 984

前田夕暮 生きるってすばらしい９       風を喜ぶ ほか三篇 作品社 21

牧野信一 生きるってすばらしい15      昆虫採集 作品社 27

間地秀三・米村伸子 〈いい夫婦〉定年前の１０年はこうして愉しみなさい 明日香出版社 513

真尾悦子 生きるってすばらしい14      フライパンのメルヘン 作品社 26

桝添要一 母に襁褓(むつき)をあてるとき ～介護 闘いの日々 中央公論社 1005

桝添要一 親と離れて暮らす長男長女のための本 中経出版 1039

増田れい子 生きるってすばらしい 10     手編みのスエーター 作品社 22

増田れい子 生きるってすばらしい 14      どら焼き/ドーナツ 作品社 26

増田れい子 生きるってすばらしい18       結婚記念写真 作品社 30

増田れい子 母　住井すゑ 海竜社 1013

又吉栄喜 鯨岩（くじらいわ） 光文社 1911

又吉直樹 火花 文藝春秋
第153回芥川賞
受賞作

2550

町田そのこ ５２ヘルツのクジラたち 中央公論新社 2021本屋大賞 2725

町田　康 きれぎれ 文藝春秋 1440

町田俊子 大津皇子（おおつおうじ） 幻冬舎 2548

町屋良平 １Ｒ１分３４秒 新潮社
第160回芥川賞
受賞作

2655

松井やより 愛と怒り闘う勇気　～女性ジャーナリストいのちの記録 岩波書店 1969

松井やより 女たちがつくるアジア 岩波書店 475

松井やより 女たちのアジア 岩波書店 198

松浦寿輝 花腐(くた)し 講談社 1466

松岡なつき 花宴　～ルビーコレクション 角川書店 636

松下竜一 生きるってすばらしい４       名のない手紙 抄 作品社 16

松下竜一 生きるってすばらしい11     花びら釣り 作品社 23

松田忠徳 温泉教授の日本全国温泉ガイド 光文社 2051

松田道雄 生きるってすばらしい20     安楽死について 作品社 32

松永伍一 生きるってすばらしい10    七夕まつり 作品社 22

松久 淳・田中 渉 天国の本屋 かまくら春秋社 1903

松本一路
ＮＨＫスポーツアナだけが知ってるあの名場面の裏側
～実況で伝えられなかった感動のドラマ 青春出版社 1959

松本賢吾 月虹（ムーン ボー） 毎日新聞社 1917

松本人志 遺書 朝日新聞社 113
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著　者　 タイトル 出版社 備考 登録番号

松本人志 松本 朝日新聞社 114

松本正生 「世論調査」のゆくえ 中央公論新社 1984

松本　麗 少年被疑者 学陽書房 971

松山　猛 生きるってすばらしい14    煎餅について 作品社 26

マドモアゼル・愛 自分の素晴らしさに気づいてますか 三笠書房 809

真野ひろみ 雨に紛(まご)う 講談社 1477

真山　仁 標的 文藝春秋 2602

丸谷才一　 生きるってすばらしい５      夢判断 作品社 17

丸谷才一 生きるってすばらしい６　  友達の本 作品社 18

丸谷才一 生きるってすばらしい７　  ゴキブリの言葉 作品社 19

丸谷才一　 生きるってすばらしい14      食通知つたかぶり 作品社 26

マーク・ハーツガード だからアメリカ人は嫌われる 草思社 忠平美幸 訳 1923

マーレーン・ミラー
ブレイン・スタイル
～よりよい人間関係をつくる「４つの脳」

講談社 加藤諦三 訳 1022

マイケル・D・コウ、
ソフィー・D・コウ チョコレートの歴史 河出書房新社 樋口幸子 訳 1316

マイケル・ドロズニン 聖書の暗号　～コンピュータ・プログラムが解読す
る３０００年前に封印された予言

新潮社 木原武一 訳 973

マドレーヌ・シャプサル 青いスカーフ 青山出版社 松本百合子訳 505

マドレーヌ・シャプサル 青いスカーフ 青山出版社 松本百合子訳 506

ミ 三浦明博 滅びのモノクローム 作品社
第48回江戸川乱
歩賞受賞作

1818

三浦哲郎
生きるってすばらしい４      いま失えば、二度と会えな
い人 作品社 16

三浦哲郎　 生きるってすばらしい16    夜汽車の汽笛 作品社 28

三浦哲郎　 わくらば 新潮社 1436

三浦哲郎　 わくらば 新潮社 1531

三神美和 九十八歳いきいき生きる知恵 海竜社 1937

三岸節子 生きるってすばらしい11   花より花らしく 作品社 23

三木　卓 生きるってすばらしい２　 父の夢 作品社 14

三木　卓 裸足と貝殻 集英社 1278

三崎亜記 失なわれた町 集英社 2214

三咲光郎 忘れ貝 文藝春秋 2091

三島由紀夫 生きるってすばらしい 10   こひのぼり 作品社 22

三島由紀夫 愛の渇き　 新潮社 新潮文庫 893

　　　海　外
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著　者　 タイトル 出版社 備考 登録番号

三島由紀夫 仮面の告白 新潮社 新潮文庫 894

三島由紀夫 金閣寺 新潮社 新潮文庫 895

三島由紀夫 禁色（きんじき） 新潮社 新潮文庫 896

三島由紀夫 潮騒 新潮社 新潮文庫 897

水尾比呂志 生きるってすばらしい17     竹工の美 29

水上　勉 生きるってすばらしい２　  私には家庭がなかった 作品社 14

水上　勉 生きるってすばらしい９     京の四季 作品社 21

水上　勉
生きるってすばらしい11     等持院の椿/コスモスのこ
と

作品社 23

水上　勉 電脳暮らし 哲学書房 1246

水木しげる 生きるってすばらしい18      貧困の中で結婚する 作品社 30

水谷　修 ドラッグ世代　～「第五次薬物汚染期」の若者たち 太陽企画出版 1103

水谷　修 夜回り先生と夜眠れない子どもたち サンクチュアリ出版 2089

水谷八重子(初代) 生きるってすばらしい８　    私の芸談 作品社 20

三田佳子 太陽になれない月　P.S. I Love You 講談社 654

三谷幸喜 怒涛の厄年　～三谷幸喜のありふれた生活２ 朝日新聞社 1940

三谷幸喜 大河な日日　～三谷幸喜のありふれた生活３ 朝日新聞社 2082

道尾秀介 カラスの親指 講談社 2419

道尾秀介 月と蟹 文藝春秋 2425

美智子（皇后） 美智子　橋を架ける　～子供時代の読書の思い出 すえもリブックス 1203

皆川博子 死の泉 早川書房 1037

湊かなえ 告白 双葉社 2403

湊かなえ 未来 双葉社 2651

南　和子 定年後、夫婦で楽しく生きるコツ
～「今日」を充実させるための知恵

大和書房 979

宮尾登美子 生きるってすばらしい17       伊賀の表具屋さん 作品社 29

宮尾登美子 生きるってすばらしい18       孫のはなし 作品社 30

宮尾登美子 天涯の花 集英社 1015

宮尾登美子 仁淀川（によどがわ） 新潮社 1557

宮尾登美子 めぐる季節を生きて 講談社 1843

宮尾登美子 宮尾本　平家物語　一 青龍之巻 朝日新聞社 1648

宮尾登美子 宮尾本　平家物語　二  白虎之巻 朝日新聞社 1750
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著　者　 タイトル 出版社 備考 登録番号

宮尾登美子 宮尾本　平家物語　三 朱雀之巻 朝日新聞社 2044

宮尾登美子 宮尾本　平家物語　四 玄武之巻 朝日新聞社 2045

宮尾登美子 錦（にしき） 中央公論新社 2330

宮城まり子 生きるってすばらしい２　    わたし、これでいいの？ 作品社 14

宮城谷昌光 孟夏(もうか)の太陽 文藝春秋 989

宮城谷昌光 青雲はるかに　上 集英社 1343

宮城谷昌光 青雲はるかに　下 集英社 1344

宮城谷昌光 風は山河より　第一巻 新潮社 2287

宮城谷昌光 風は山河より　第二巻 新潮社 2288

宮城谷昌光 風は山河より　第三巻 新潮社 2300

宮城谷昌光 風は山河より　第四巻 新潮社 2301

宮城谷昌光 風は山河より　第五巻 新潮社 2336

宮子あずさ 看護婦 泣き笑いの話 講談社 646

宮崎 学・青木雄二 土壇場の経済学 南風社 1185

宮崎恭子 大切な人 講談社 653

宮原安春 聖なる声 講談社 1031

宮部みゆき ステップファザー・ステップ 講談社 651

宮部みゆき 地下街の雨 集英社 675

宮部みゆき 堪忍箱（かんにんばこ） 新人物往来社 701

宮部みゆき 寂しい狩人 新潮社 702

宮部みゆき 夢にも思わない 中央公論社 733

宮部みゆき 天狗風　～霊験お初捕物控〈二〉 新人物往来社 1192

宮部みゆき 魔術はささやく 新潮社 1348

宮部みゆき レベル ７(セブン) 新潮社 1349

宮部みゆき 幻色江戸ごよみ 新人物往来社 1350

宮部みゆき 本所深川ふしぎ草子 新人物往来社 1351

宮部みゆき 震える岩　～霊験お初捕物控 新人物往来社 1353

宮部みゆき ぼんくら 講談社 1506

宮部みゆき あやし　～怪～ 角川書店 1514

宮部みゆき Ｒ．Ｐ．Ｇ． 集英社文庫 1684

宮部みゆき あかんべえ ＰＨＰ研究社 1755
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著　者　 タイトル 出版社 備考 登録番号

宮部みゆき 孤宿の人　上 新人物往来社 2120

宮部みゆき 孤宿の人　下 新人物往来社 2121

宮部みゆき おまえさん　上 講談社 2458

宮部みゆき おまえさん　下 講談社 2459

宮部みゆき 日暮らし　上 講談社 2245

宮部みゆき 日暮らし　下 講談社 2246

宮部みゆき 楽園　上 文藝春秋 2282

宮部みゆき 楽園　下 文藝春秋 2283

宮部みゆき おそろし　～三島屋変調百物語事始 角川書店 2341

宮部みゆき 英雄の書　上 毎日新聞社 2356

宮部みゆき 英雄の書　下 毎日新聞社 2357

宮部　みゆき おまえさん（上） 講談社 2458

宮部　みゆき おまえさん（下） 講談社 2459

宮部みゆき 桜ほうさら ＰＨＰ研究社 2510

宮部みゆき ソロモンの偽証　第Ⅲ部　法廷 新潮社 2525

宮部みゆき 悲嘆の門　上 毎日新聞社 2535

宮部みゆき 悲嘆の門　下 毎日新聞社 2536

宮部みゆき 希望荘 小学館 2569

宮部みゆき 泣き童子(わらし)　～三島屋変調百物語三之続 文藝春秋 2570

宮部みゆき 三鬼(さんき)　～三島屋変調百物語四之続
日本経済新聞出版
社

2588

宮部みゆき この世の春　上 新潮社 2624

宮部みゆき この世の春　下 新潮社 2625

宮部　みゆき あやかし草子　～三島屋変調百物語五之続 角川書店 2649

宮部　みゆき 昨日がなければ明日もない 文藝春秋 2660

宮部みゆき 黒武御神火御殿(くろたけごじんかごてん)
～三島屋変調百物語六之続

毎日新聞出版 2679

深山　登 おいしい野菜のつくり方 ナツメ社 1050

宮本　輝 焚火の終わり　上 集英社 975

宮本　輝 焚火の終わり　下 集英社 977

宮本　輝 月光の東 中央公論社 1036

宮本　輝 草原の椅子　上 毎日新聞社 1257

宮本　輝 草原の椅子　下 毎日新聞社 1258
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著　者　 タイトル 出版社 備考 登録番号

宮本　輝 森の中の海　上 光文社 1606

宮本　輝 森の中の海　下 光文社 1624

宮本　輝 約束の冬　上 文藝春秋 1927

宮本　輝 約束の冬　上 文藝春秋 2038

宮本　輝 約束の冬　下 文藝春秋 1928

宮本　輝 約束の冬　下 文藝春秋 2039

宮本　輝 流転の海  第一部 新潮社 1812

宮本　輝 地の星　流転の海  第二部 新潮社 1813

宮本　輝 血脈の火　流転の海  第三部 新潮社 1814

宮本　輝 天の夜曲　流転の海  第四部 新潮社 1815

宮本　輝 花の回廊　流転の海  第五部 新潮社 2280

宮本　輝 慈雨の音　流転の海  第六部 新潮社 2448

宮本　輝 満月の道　流転の海  第七部 新潮社 2671

宮本　輝 長流の畔　流転の海  第八部 新潮社 2672

宮本　輝 野の春　流転の海  第九部 新潮社 2657

宮本　輝 骸骨ビルの庭　上 講談社 2393

宮本　輝 骸骨ビルの庭　下 講談社 2394

宮本　輝 水のかたち　上 集英社 2484

宮本　輝 水のかたち　下 集英社 2485

宮本　輝 海岸列車　上 集英社 集英社文庫 2544

宮本　輝 海岸列車　下 集英社 集英社文庫 2545

宮本　輝 草花たちの静かな誓い 集英社 2585

宮本　輝 灯台からの響き 集英社 2710

宮脇淳子 モンゴルの歴史　～遊牧民の誕生からモンゴル国まで 刀水書房 1864

宮脇俊三 ヨーロッパ鉄道紀行 日本交通公社 757

宮脇俊三 ヨーロッパ鉄道紀行 日本交通公社 758

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

ミッチ・アルボム モリー先生との火曜日 日本放送出版協会 別宮貞徳 訳 1200

　　　海　外
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著　者　 タイトル 出版社 備考 登録番号

ム 向井万起男 君について行こう　～女房は宇宙をめざした 講談社 647

向井万起男 女房が宇宙を飛んだ 講談社 1217

向田和子・向田邦子 向田邦子　暮しの愉しみ 新潮社 2019

向田邦子・向田和子 向田邦子　暮しの愉しみ 新潮社 2019

武藤康史 クイズ　新明解国語辞典 三省堂 929

村井　純 インターネット 岩波書店 610

村井章介 中世日本の内と外 筑摩書房 1312

村井吉敬 エビと日本人 岩波書店 216

村上昭子 おふくろの味ママの味 主婦の友社 691

村上春樹 約束された場所で 文藝春秋 1210

村上春樹 村上ラヂオ マガジンハウス 1619

村上春樹 スプートニクの恋人 講談社 1662

村上春樹 海辺のカフカ　上 新潮社 1897

村上春樹 海辺のカフカ　下 新潮社 1898

村上春樹 アフターダーク 講談社 2090

村上春樹 １Ｑ８４　ＢＯＯＫ１ 新潮社 2363

村上春樹 １Ｑ８４　ＢＯＯＫ２ 新潮社 2364

村上春樹 １Ｑ８４　ＢＯＯＫ３ 新潮社 2401

村上春樹 村上春樹　雑文集 新潮社 2423

村上春樹 騎士団長殺し　第1部　顕れるイデア編 新潮社 2597

村上春樹 騎士団長殺し　第２部　遷ろうメタファー編 新潮社 2598

村上春樹 色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年 文藝春秋 2662

村上春樹 ノルウェイの森　上 講談社 2663

村上春樹 ノルウェイの森　下 講談社 2664

村上春樹 職業としての小説家 スイッチ・パブリッシング 2688

村上春樹 猫を棄てる 文藝春秋 2704

村上　龍 ＫＹＯＫＯ　キョウコ 集英社 674

村上　龍 インザ・ミソスープ 読売新聞社 956

村上　龍 ラブ＆ポップ 幻冬舎 995

村上　龍 共生虫 講談社 1399

村上　龍 最後の家族 幻冬舎 1673
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著　者　 タイトル 出版社 備考 登録番号

村上　龍 おじいさんは山へ金儲けに
～時として、投資は希望を生む

日本放送出版協会 1676

村上　龍 悪魔のパス天使のゴール 幻冬舎 1777

村串栄一 検察秘録　～誰も書けなかった事件の深層 光文社 1795

村雨貞郎 マリ子の肖像 文藝春秋 1065

村瀬春樹 本気で家を建てるには 新潮社 1044

村田沙耶香 コンビニ人間 文藝春秋 2591

村山由佳 星々の舟　 文藝春秋
第129回直木賞
受賞作

2041

村山由佳 放蕩記 集英社 2452

村山由佳 風は西から 幻冬舎 2642

村山由佳 風よあらし 集英社 2735

村山士郎 ムカつく子ども荒れる学校 ～いま、どう立ち向かうか 桐書房 1168

群　ようこ ひとりの女 朝日新聞社 1541

群　ようこ いいわけ劇場 講談社 1770

群　ようこ オトナも子供も大嫌い 筑摩書房 1693

群　ようこ 小美代姐さん花乱万丈(こみよねえさんからんばんじょう) 集英社 1952

室生朝子 生きるってすばらしい２　      父と電話 作品社 14

室生朝子 生きるってすばらしい９           赤まんま 作品社 21

室生犀星 生きるってすばらしい20          あととさき 作品社 32

室町京之介 生きるってすばらしい７　      ガマの油売り 作品社 19

メ 目取真　俊 水滴 文藝春秋 969

メイ・サートン ８２歳の日記 みすず書房 中村輝子訳 2146

メアリ・パイファー アナザー・カントリー　～「老い」という未知の国 日本放送出版協会 1415

モ 茂木健一郎 脳を活かす勉強法　～奇跡の「強化学習」 ＰＨＰ研究所 2324

本川達雄 おまけの人生 阪急ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ 2126

本谷有希子 異類婚姻譚 講談社
第154回芥川賞
受賞作

2560

森　敦 生きるってすばらしい16          一夜の宿り 作品社 28

森内景生 花宴　～ルビーコレクション 角川書店 636

森崎和江 生きるってすばらしい 10        田植えの頃 作品社 22

森繁久彌 生きるってすばらしい19           時は巡り友は去り 作品社 31

森下典子 好日日記　ー　季節のように生きる ＰＡＲＣＯ出版 2661

　　　海　外
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著　者　 タイトル 出版社 備考 登録番号

森嶋通夫 イギリスと日本 岩波書店 531

森嶋通夫 イギリスと日本　続 岩波書店 532

森田千里 ヒマラヤ酔夢譚(すいむたん) リベルタ出版 1247

森田義之 メディチ家　 講談社 講談社現代新書 1237

森崇　俊 地下水脈 幻冬舎ルネッサンス 2463

森　祗晶 今、リーダーに必要な５０の話 講談社 1160

森　茉莉 生きるってすばらしい２　       刺（とげ） 作品社 14

森　茉莉 生きるってすばらしい 10        雛の眼 作品社 22

森　茉莉 生きるってすばらしい 14         卵料理 作品社 26

森永ヒサ子 産んでくれてありがとう！　～アトピー克服への八年 かもがわ出版 1256

森見登美彦 夜は短し歩けよ乙女 角川書店 2211

森村誠一 棟居刑事の悪夢の塔 実業之日本社 987

森村誠一 棟居刑事の凶存凶栄 徳間書店 988

森村誠一 青春の雲海 中央公論新社 2248

森村誠一 戦友たちの祭典 中央公論新社 2600

森本哲郎 生きるってすばらしい６　      バベルの図書館 作品社 18

森本哲郎 生きるってすばらしい11        雪中の椿 作品社 23

森本哲郎 生きるってすばらしい16          砂漠への旅 作品社 28

森本哲郎 旅の半空(なかぞら) 新潮社 1001

森　瑤子 生きるってすばらしい３　      僕の方から電話するよ 作品社 15

森　瑤子 生きるってすばらしい４          手紙 作品社 16

門脇厚司･佐高信 「大人」の条件 岩波書店 1578

諸田玲子 笠雲 講談社 1691

諸田玲子 犬吉 文芸春秋 1899

諸田玲子 お順　～勝海舟の妹と5人の男　上巻 毎日新聞社 2439

諸田玲子 お順　～勝海舟の妹と5人の男　下巻 毎日新聞社 2440
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