
タイトル 著　　　者 出　版　社 登録番号

ラ らせん 鈴木光司 角川書店 124

ライン河紀行 吾郷慶一 岩波書店 394

ラフカディオ・ハーン 大田雄三 岩波書店 587

ラストゲーム 伊達公子 日本文化出版 760

ラブポップ 村上　龍 幻冬舎 995

ラフカディオ・ハーンの耳 西　成彦 岩波書店 1161

楽老抄　ゆめのしずく 田辺聖子 集英社 1276

楽老の季節を生きる 鈴木健二 実業之日本社 1825

楽園　上 宮部みゆき 文芸春秋 2282

楽園　下　 宮部みゆき 文芸春秋 2283

リ リング　（改訂） 鈴木光司 角川書店 125

竜平の現在（いま） 川田竜平 三省堂 141

リゾート列島 佐藤　誠 岩波書店 250

臨床の知とは何か 中村雄二郎 岩波書店 299

量子力学入門 並木美喜雄 岩波書店 302

琉球王国 高良倉吉 岩波書店 328

リハビリテーション 砂原茂一 岩波書店 538

林檎の木の道 樋口有介 中央公論社 734

リースの本 本多由紀子 日本ヴォーグ社 756

緑道を歩こう 廣済堂出版 1048

李朝に入門 尾久彰三 文化出版局 1124

龍の契り 服部真澄 祥伝社 1137

量刑 夏樹静子 光文社 1630

隣人 永井するみ 双葉社 1646

リトルターン ﾌﾞﾙｯｸ･ﾆｭｰﾏﾝ 集英社 1731

リアルワールド 桐野夏生 集英社 1906

龍のすむ家 クリス・グレーシー 竹書房 2028

龍馬暗殺の謎 木村幸比古 ＰＨＰ新書 2261

臨場 横山秀夫 光文社 2311

流星の絆 東野圭吾 講談社 2317

利休にたずねよ 山本兼一 ＰＨＰ研究所 2353

両親の家の片付け方 古堅　純子 宝島社 2515

竜宮城と七夕さま 浅田　次郎 小学館 2611

陸王 池井戸　潤 集英社 2620

林檎も木の下で アリス・アン・モンロー 新潮クレスト・ブック 2687

李王家の縁談 林真理子 文藝春秋 2738

ル ルソン戦ー死の谷 阿利莫二 岩波書店 199

ループ 鈴木光司 角川書店 1026

流転の海（１） 宮本　輝 新潮社 1812

流転の海（２）　地の星 宮本　輝 新潮社 1813

流転の海（３）　血脈の火 宮本　輝 新潮社 1814
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流転の海（４）　天の夜曲 宮本　輝 新潮社 1815

ルパンの消息 横山秀夫 光文社 2304

路（ルウ） 吉田　修一 文芸春秋 2482

流転の海七部（満月の道） 宮本輝 新潮社 2671

流転の海七部（長流の畔） 宮本輝 新潮社 2672

流浪の月 凪良ゆう 東京創元社 2699

流人道中記（上） 浅田次郎 中央公論社 2690

流人道中記（下） 浅田次郎 中央公論社 2691

レ 歴史とは何か E･H･ｶｰ 岩波書店 177

歴史としての社会主義 和田春樹 岩波書店 318

蓮如 五木寛之 岩波書店 390

歴史の道を歩く 今谷　明 岩波書店 463

連詩の愉しみ 大岡　信 岩波書店 576

レディ・ジョーカー　(上） 高村　薫 毎日新聞社Y 1009

レディ・ジョーカー　(下） 高村　薫 毎日新聞社Y 1010

レベル　７ 宮部みゆき 新潮社 1349

礼儀覚え書 草柳大蔵 グラフ社 1413

レイクサイド 東野圭吾 実業之日本社 1775

レディ・ジョーカー　上 高村　薫 毎日新聞社 1953

レディ・ジョーカー　下 高村　薫 毎日新聞社 1954

歴史小説　竹に紅虎 下川　博 講談社 2475

連写 今野　敏 朝日新聞社 2512

ロ ロングバケーション 北川悦吏子 角川書店 126

老化とは何か 今掘和友 岩波書店 355

ロシア・アヴァンギャルド 亀山郁夫 岩波書店 464

論文の書き方 清水幾太郎 岩波書店 521

老人力 赤瀬川原平 筑摩書房 1213

老化はなぜ起こるか S.N.ｵｰｽﾀｯﾄﾞ 草思社 1317

浪費なき成長　新しい経済の起点 内橋克人 光文社 1443

朗読者 ﾍﾞﾙﾝﾊﾙﾄ･ｼｭﾘﾝｸ 新潮社 1553

浪費するアメリカ人 ｼﾞｭﾘｴｯﾄBｼｮｱ 岩波書店 1577

路上の弁護士 ｼﾞｮﾝ･ｸﾞﾘｼｬﾑ 新潮社 1652

六十歳からをもっと楽しんで生きる 佐藤慶女 海竜社 1918

ロング・グッドバイ ﾚｲﾓﾝﾄﾞﾁｬｼﾄﾞﾗｰ 早川書房 2235

ロスト・シンボル　上 ダン・ブラウン 角川書店 2395

ロスト・シンボル　下 ダン・ブラウン 角川書店 2396

６０歳のラブレター　１０ 日本放送出版 編 日本放送出版 2416

６４（ロクヨン） 横山　秀夫 文芸春秋 2486

路上のX 桐野夏生 朝日新聞社 2650
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