
著　者　 タイトル 出版社 備考 登録番号

ヤ 矢口敦子 償い 幻冬舎 1678

矢沢永吉 アー・ユー・ハッピー？ 日経ＢＰ社 1579

安岡章太郎 生きるってすばらしい３　    男の失恋・女の失恋 作品社 15

安岡章太郎 生きるってすばらしい６　    戦争と読書 作品社 18

安岡章太郎 生きるってすばらしい12 　 コンタの上に雪ふりつもる 作品社 24

安岡章太郎 生きるってすばらしい15      パナリの壺 作品社 27

安岡章太郎 忘れがたみ 世界文化社 1286

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

矢田純一 アレルギー 岩波書店 岩波新書 377

八千草薫 まあまあふうふう 主婦と生活社 2676

竹内原伊作 生きるってすばらしい15       習字のたのしみ 作品社 27

柳澤桂子 われわれはなぜ死ぬのか 草思社 1446

柳澤桂子 癒されて生きる　～女性生命科学者の心の旅路 岩波書店 1540

柳澤桂子 「いのち」とはなにか 講談社 講談社学術文庫 1592

柳澤圭子 いのちの日記 小学館 2154

柳田國男 生きるってすばらしい12        どら猫観察記 作品社 24

柳田邦男 犠牲（サクリファイス）～わが息子・脳死の１１日 文藝春秋 905

柳田邦男 犠牲（サクリファイス）～わが息子・脳死の１１日 文藝春秋 905

柳田邦男 いのち　～8人の医師との対話 講談社 1169

柳田邦男 言葉の力、生きる力 新潮社 1801

柳　宗悦 生きるってすばらしい17          工芸の美 抄 作品社 29

梁瀬次郎 心を創る七つの言葉 時事通信社 1180

矢野雅彦 イヌの言葉がわかる本 ごま書房 665

八尋舜右 毛利元就　～物語と史蹟をたずねて 成美堂出版 720

薮内正幸 野鳥の図鑑 ～にわやこうえんの鳥からうみの鳥まで 福音館書店 834

矢部宏治 知ってはいけない　隠された日本支配の構造 講談社 2619

山藍紫姫子 花宴　～ルビーコレクション 角川書店 636

山岡有美 ４０歳からきれいな身体をつくる
～筋力をつけて、１０歳若く

草思社 1451

山折哲雄 悲しみの精神史 PHP研究所 1797

山川静夫 生きるってすばらしい１　    父の育児日記 作品社 13

山口慎一・依田奏・他 小倉百人一首 文英堂 1707
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著　者　 タイトル 出版社 備考 登録番号

山口　瞳 生きるってすばらしい11         梅に降る雪 作品社 23

山口　瞳 生きるってすばらしい14           食通 作品社 26

山口　瞳 生きるってすばらしい20           隠居志願 作品社 32

山口洋子 逢えてよかった 双葉社 1647

山崎えり子 節約生活のススメ　 飛鳥新社 1204

山崎　豊子 沈まぬ太陽（二）アフリカ篇・下 新潮社 1330

山崎　豊子 沈まぬ太陽（三）御巣鷹山篇 新潮社 1331

山崎　豊子 沈まぬ太陽（四）会長室篇・上 新潮社 1332

山崎　豊子 沈まぬ太陽（五）会長室篇・下 新潮社 1333

山崎　豊子 サンダカンまで　～わたしの生きた道 朝日新聞社 1752

山崎　豊子 炎精(かげろう) 毎日新聞社 1821

山崎　豊子 運命の人　一 文藝春秋 2366

山崎　豊子 運命の人　二 文藝春秋 2367

山崎　豊子 運命の人　三 文藝春秋 2370

山崎　豊子 運命の人　四 文藝春秋 2371

山下澄人 しんせかい 新潮社
第156回芥川賞
受賞作

2586

山下史路 フィレンツェ貴族からの招待状 文藝春秋 1139

山田詠美 熱血ポンちゃんが来りて笛を吹く 講談社 1558

山田邦明 戦国のコミュニケーション　～情報と通信 吉川弘文館 1780

山田太一 親ができることは「ほんの少しばかり」のこと PHP研究所 1012

山田千鶴子 かまちの海 文藝春秋 1706

山田智彦 金融危機に生かす１０の鉄則
～ビジネスマンへの新・発想

青春出版社 1108

山田正紀 風水火那子の冒険　～本格推理小説 光文社 1921

山田真美 夜明けの晩に　上 幻冬舎 1756

山田真美 夜明けの晩に　下 幻冬舎 1757

山根一眞 小惑星探査機　はやぶさの大冒険 マガジンハウス 2434

山之口 貘 生きるってすばらしい４            初恋のやり直し 作品社 16

山藤章二 はじめての八十歳 岩波書店 2720

山村明義 黙して語らず ～官僚の自殺と腐敗はなぜ生まれるのか 光文社 1167

山本一力 あかね空 文藝春秋 1723

山本一力 蒼龍(そうりゅう) 文藝春秋 1776
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著　者　 タイトル 出版社 備考 登録番号

山本一力 大川わたり　～長編時代小説 祥伝社 1803

山本一力 草笛の音次郎 文藝春秋 2018

山本一力 お神酒徳利(おみきとくり)　深川駕籠 祥伝社 2123

山本一力 お神酒徳利（みきどっくり） 祥伝社 2129

山本一力 赤絵の桜　損料屋喜八郎始末控え 文藝春秋 2130

山本一力 だいこん 光文社 2131

山本一力 欅しぐれ 朝日新聞社 2132

山本一力 辰巳八景 新潮社 2151

山本一力 梅咲きぬ 潮出版社 2152

山本一力 深川駕籠 祥伝社 2180

山本一力 はぐれ牡丹 角川春樹事務所 2221

山本一力 牡丹酒　　深川黄表紙掛取り帖（三） 講談社 2222

山本一力 道三堀のさくら 角川書店 2223

山本一力 まとい大名 毎日新聞社 2224

山本一力 銭売り賽蔵(ぜにうりさいぞう) 集英社
第130回直木賞
受賞作

2242

山本一力 峠越え PHP研究所 2243

山本一力 背負い富士 文藝春秋 2289

山本一力 銀しゃり 小学館 2290

山本一力 早刷り岩次郎 朝日新聞出版 2333

山本一力 いすゞ鳴る 文藝春秋 2354

山本一力 菜種晴れ(なたねばれ) 中央公論新社 2355

山本一力 八つ花ごよみ 新潮社 2383

山本一力 いかずち切り 文藝春秋 2384

山本一力 ジョン・マン　波濤編 講談社 2421

山本一力 花明かり　深川駕籠 祥伝社 2457

山本一力 五二屋傳蔵(ぐにやでんぞう) 朝日新聞出版 2490

山本一力 千両かんばん 新潮社 2504

山本一力 まいない節　献残屋佐吉御用帖 PHP研究所 2518

山本一力 紅けむり 双葉社 2519

山本　一力 戌亥の追風(いぬいのおいて) 集英社 2541

山本一力 べんけい飛脚 新潮社 2543
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著　者　 タイトル 出版社 備考 登録番号

山本一力 ずんずん！ 中央公論新社 2566

山本一力 晩秋の陰画(ネガフィルム) 祥伝社 2567

山本一力 長兵衛天眼帳 角川書店 2640

山本兼一 火天の城(かてんのしろ) 文藝春秋 2100

山本兼一 千両花嫁　とびきり屋見立帖 文藝春秋 2329

山本兼一 利休にたずねよ PHP研究所 2353

山本健吉 生きるってすばらしい９           秋の声 作品社 21

山本文緒 プラナリア 文藝春秋 1551

梁　石日 終わりなき始まり　上 朝日新聞社 2029

梁　石日 終わりなき始まり　下 朝日新聞社 2030

ユ 唯川　恵 肩ごしの恋人 マガジンハウス 1933

唯川　恵 肩ごしの恋人 マガジンハウス 1976

唯川　恵 永遠の途中 光文社 1992

唯川　恵 １００万回の言い訳 新潮社 2035

柚月裕子 盤上の向日葵(ひまわり) 中央公論新社 2631

柳　美里 フルハウス 文藝春秋 908

柳　美里 仮面の国 新潮社 1041

柳　美里 ゴールドラッシュ 新潮社 1206

柳　美里 命 小学館 1517

柳　美里 声 小学館 1774

柳　美里 生（いきる） 小学館 1966

柳　美里 魂 小学館 1967

柳　美里 JR上野駅公園口 河出書房新社 2719

夢枕　獏 神々の山嶺(いただき)　上 集英社 964

夢枕　獏 神々の山嶺(いただき)　下 集英社 965

夢枕　獏 陰陽師生成り姫 朝日新聞社 1357

夢枕　獏 陰陽師（おんみょうじ）　首 文芸春秋 2022

由良君美 生きるってすばらしい６　         古書の買い方 作品社 18

ユン・ウンギョン /
キム・ウニ 冬のソナタ　上 日本放送出版協会 宮本尚寛訳 2059

ユン・ウンギョン /
キム・ウニ 冬のソナタ　下 日本放送出版協会 宮本尚寛訳 2060

　　　海　外
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著　者　 タイトル 出版社 備考 登録番号

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

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

ヨ 養老孟司 運のつき マガジンハウス 2048

養老孟司 バカの壁 新潮社 新潮新書 2052

横澤　彪 大人のための友だちのつくり方
～人生はヒトと出会ってこそ面白い

サンマーク出版 669

横山秀夫 半落ち 講談社 1890

横山秀夫 クライマーズ・ハイ 文藝春秋 1978

横山秀夫 深追い 実業之日本社 2011

横山秀夫 第三の時効 集英社 2012

横山秀夫 真相 双葉社 2013

横山秀夫 震度０(ゼロ) 朝日新聞社 2148

横山秀夫 看守眼 新潮社 2190

横山秀夫 出口のない海 講談社 2240

横山秀夫 顔 (FACE) 徳間書店 2241

横山秀夫 ルパンの消息 光文社 2304

横山秀夫 臨場(りんじょう) 光文社 光文社文庫 2311

横山秀夫 ６４(ロクヨン) 文藝春秋 2486

横山秀夫 ノースライト 新潮社 2658

吉井　勇 生きるってすばらしい８　         或る日の小せん 作品社 20

吉井　勇 生きるってすばらしい18              青春回顧 作品社 30

吉川栄治 生きるってすばらしい２　         胸に住む母 作品社 14

吉川英治 生きるってすばらしい14           河豚 作品社 26

吉川正巳 老いと健康 岩波書店 262

吉田健一 生きるってすばらしい13             酒と肴 ほか五篇 作品社 25

吉田健一 生きるってすばらしい14             饗宴 作品社 26

吉田道昌 循環農業の村から 春秋社 934

吉野せい 生きるってすばらしい20             老いて 作品社 32

吉田修一 路（ルウ） 文藝春秋 2482

吉富多美・青木和雄 ハッピーバースデー 金の星社 2284

吉野　準 侵略 読売新聞社 1225

吉村　昭 朱の丸御用船 文藝春秋 970
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著　者　 タイトル 出版社 備考 登録番号

吉村　昭 私の好きな悪い癖 講談社 1507

吉村思風 人間観の革正　～感性論哲学「人間の使命」論 致知出版社 2580

吉村萬壱 ハリガネムシ 文藝春秋
第129回芥川賞
受賞作

2004

吉本隆明 写生の物語 講談社 1464

吉本ばなな 夢について 幻冬舎 幻冬舎文庫 994

吉本ばなな 体は全部知っている 文藝春秋 1594

吉本ばなな 虹 幻冬舎 1767

吉本ばなな デッドエンドの思い出 文藝春秋 2025

吉行あぐり 梅桃(ゆすらうめ)が実るとき 文園社 944

吉行淳之介 生きるってすばらしい５              夢を見る技術 作品社 17

吉行淳之介 生きるってすばらしい13             葡萄酒とみそ汁 作品社 25

吉行理恵 生きるってすばらしい11           海の薔薇 作品社 23

山口慎一・依田奏・他 小倉百人一首 文英堂 1707

米倉斉加年 生きるってすばらしい18             風呂屋と質屋 作品社 30

米澤穂信 黒牢城 角川書店
第166回直木賞
受賞作

2732

米村伸子・間地秀三 〈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

米本昌平 独学の時代 NTT出版 1863

ヨースタイン・ゴルデル ソフィーの世界 日本放送出版協会 742

ヨースタイン・ゴルデル 鏡の中　神秘の国に 日本放送出版協会 1004

　　　海　外
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