
著　者　 タイトル 出版社 備考 登録番号

カ 海音寺潮五郎 生きるってすばらしい17                 利休と織部 作品社 29

開高　健
生きるってすばらしい12            ウグイスが答えてく
れた

作品社 24

加賀乙彦 夕映えの人 小学館 1781

垣根涼介 午前三時のルースター 文藝春秋 1542

垣谷美雨 子育てはもう卒業します 祥伝社 2507

角田光代 対岸の彼女 文藝春秋 2094

角田光代 薄闇のシルエット 角川書店 2215

角田光代 八日目の蝉 中央公論新社 2402

角田光代 坂の途中の家 朝日新聞出版 2563

梯久美子 散るぞ悲しき　～硫黄島総指揮官・栗林忠道 新潮社 2181

隂山英男 学力は家庭で伸びる　～今すぐ親ができること41 小学館 1939

風間喜代三 印欧語の故郷を探る 岩波書店 334

笠谷和比古 武士道と現代　～江戸に学ぶ日本再生のヒント 産経新聞社 1805

加治将一 夜は罠をしかける 新潮社 1260

鹿嶋　敬 男と女変わる力学 岩波書店 231

鹿嶋　敬 男の座標軸 岩波書店 330

梶村啓二 野いばら
日本経済新聞
出版社

2454

景山利郎 アマの碁ここが悪い　１ 創元社 1235

梶　よう子 一朝の夢 文藝春秋 2339

柏田道夫 水に映る　～江戸水景夜話 講談社 1858

片岡義男 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

光文社 2659

片倉もとこ イスラームの日常世界 岩波書店 270

加太こうじ
生きるってすばらしい17

古き良き日本情緒を作りだす魔術師 作品社 29

片山恭一 世界の中心で、愛をさけぶ 小学館 2057

勝目　梓 生きるってすばらしい13                 酒癖 作品社 25

桂　枝雀
生きるってすばらしい８　  落語を金券に代えた弟子の
お話 作品社 20

桂　望実 県庁の星 小学館 2174

桂　米朝 生きるってすばらしい８　 落語のサゲ 作品社 20

門井慶喜 ゆけおりょう 文藝春秋 2573

門井慶喜 銀河鉄道の父 講談社 2623

加藤郁乎 生きるってすばらしい４     エロス讃歌 作品社 16

1 / 10



著　者　 タイトル 出版社 備考 登録番号

加藤郁乎 生きるってすばらしい７　   戯詩笑覧 作品社 19

加藤登紀子 生きるってすばらしい４      恋ごっこ 作品社 16

加藤　剛 生きるってすばらしい18     あん時ゃどしゃ降り 作品社 30

加藤　剛 こんな美しい夜明け 岩波書店 1644

加藤周一 生きるってすばらしい19     死別 作品社 31

加藤楸邨 生きるってすばらしい20     鶲来てしまはねば 作品社 32

加藤久晴 新・傷だらけの百名山 リベルタ出版 1533

加藤　廣 信長の棺 日本経済新聞社 2159

加藤　廣 秀吉の枷　上 日本経済新聞社 2192

加藤　廣 秀吉の枷　下 日本経済新聞社 2193

加藤　廣 空白の桶狭間 新潮社 2361

加藤幸子 ナチュラリストの生きもの紀行 DHC 1615

加藤義彦 「時間ですよ」を作ったおとこ
～久世光彦のドラマ世界

双葉社 2266

門田隆将 風にそよぐ墓標　～父と息子の日航機墜落事故 集英社 2413

門田泰明 必殺弾道　～警視庁特命狙撃手 徳間書店 1405

門野晴子 寝たきり婆あ猛語録 講談社 658

門野晴子 寝たきり婆あ、たちあがる！ 講談社 1042

門脇厚司・佐高 信 「大人」の条件　～「社会力」を問う 岩波書店 1578

金井景子 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

金井美恵子 生きるってすばらしい 10   降誕祭の匂い 作品社 22

金井美恵子 彼女(たち)について私の知っている二、三の事柄 朝日新聞社 1387

金井美恵子 小春日和　～INDIANSUMMER 河出書房新社 河出文庫 1544

金子明雄 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

金子兜太 生きるってすばらしい13     酒は静かに 作品社 25

金子ふみ子 生きるってすばらしい２　  父 作品社 14

金子光晴　
生きるってすばらしい３  なおも、男・女などをめ
ぐって 作品社 15

金子光晴　 生きるってすばらしい18     中学落第 作品社 30

金城一紀 ＧＯ 講談社 1505

兼高かおる 私の好きな世界の街 新潮社 1043

金原ひとみ 蛇にピアス 集英社 2037

金平敬之助 ことばのご馳走 ～人を元気づけ、職場を活かす２１８
の話

東洋経済新報社 939
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著　者　 タイトル 出版社 備考 登録番号

鏑木清方 生きるってすばらしい11    あさがお/木犀 作品社 23

鎌田　實 がんばらない 集英社 1688

鎌田 實・黒柳徹子 ずっとやくそく　～トットちゃんとカマタ先生の
ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ
ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ

2279

鎌田　實 鎌田實のしあわせ介護
～苦しみを喜びに変える３３のヒント

中央法規出
版

2292

上大岡トメ しろのあお　～小学生に学ぶ３１コのこと 飛鳥新社 2107

上垣外憲一 陽炎の飛鳥　～小説　聖徳太子 アートヴィレッジ 2437

上坂冬子 腹立ち日記 小学館 700

上坂冬子 上坂冬子の上機嫌不機嫌 海竜社 1785

神谷美恵子 人間をみつめて　～神谷美恵子著作集２ みすず書房 1154

蒲生礼一 イスラーム 岩波書店 852

鴨志田　穣 酔いがさめたら、うちに帰ろう スターツ出版 2216

唐沢寿明 ふたり 幻冬舎 130

狩谷あゆみ 不埒な希望　～ホームレス/寄せ場をめぐる社会学 松籟社 2212

河合隼雄 生きるってすばらしい５      コンプレックスとの対決 作品社 17

河合隼雄・安野光雅 生きることはすごいこと 講談社 1027

河合隼雄 日本人の心のゆくえ 岩波書店 1099

河合隼雄 物語を生きる　～今は昔、昔は今 小学館 1798

河合隼雄 「出会い」の不思議 創元社 1808

河合隼雄 より道 わき道 散歩道 創元社 1809

川上健一 翼はいつまでも 集英社 1748

河上徹太郎 生きるってすばらしい13         トラ箱記 作品社 25

川上弘美 蛇を踏む 文藝春秋 798

川上未映子 ヘブン 講談社 2392

河上亮一 普通の子どもたちの崩壊
～現役公立中学教師一年間の記録

文藝春秋 1280

河上亮一 学校崩壊　～現場からの報告 草思社 1622

川口俊和 コーヒーが冷めないうちに サンマーク出版 2574

川口　晴 犬と私の１０の約束 文藝春秋 2321

川口松太郎 生きるってすばらしい８　        見物の声援 作品社 20

川越宗一 熱源 文藝春秋
第162回直木
賞受賞作

2677

川崎長太郎 生きるってすばらしい19          外村繁君の死 作品社 31

川崎　洋 生きるってすばらしい７　      悪口の衰弱 作品社 19
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著　者　 タイトル 出版社 備考 登録番号

川島幸希 英語教師　夏目漱石 新潮社 1410

ﾎｰﾝ･川嶋瑶子 女たちが変えるアメリカ 岩波書店 217

河添祐之助 バイク爺さん北米をゆく　～大陸横断８５００キロ 三心堂出版社 1081

川端康成 生きるってすばらしい12          わが犬の記 作品社 24

川端康成 生きるってすばらしい 10       海から帰つて 作品社 22

川端康成 生きるってすばらしい16     湯ヶ島温泉 作品社 28

川渕圭一 研修医純情物語 主婦の友社 1857

川田龍平 龍平の現在(いま) 三省堂 141

川村元気 百花(hyakka) 文藝春秋 2669

川本三郎 旅先でビール 潮出版社 2165

姜　尚中 母（オモニ） 集英社 2412

姜　尚中 心 集英社 2487

上林　暁 生きるってすばらしい20     物忘れがひどくなった 作品社 32

神原孝史 ペルーの子 本の泉社 1550

賈 英華 最後の宦官秘聞　～ラストエンペラー溥儀に仕えて 日本放送出版協会 林 芳 監訳 1831

カーネル・ハーランド
・サンダース

C0l.Harland.Sanders
～世界でもっとも有名なシェフ　カーネル・サンダースの自伝～

主婦と生活社 2596

キ 木内　昇 漂砂のうたう 集英社 2424

樹木希林 一切なりゆき 文藝春秋 文春新書 2656

樹木希林 この世を生き切る醍醐味 朝日新聞出版 朝日新書 2693

木澤要治 蘇州からの便り　～中国での日本語講師奮戦記 文芸社 1980

岸　朝子 老いは楽しゅうございます 亜紀書房 2125

岸　恵子 孤独という道づれ 幻冬舎 2675

岸　俊光 ペリーの白旗　～１５０年目の真実 毎日新聞社 1920

北大路魯山人 生きるってすばらしい14 海にふぐ山にわらび／鮪を食
う話

作品社 26

北大路魯山人 生きるってすばらしい17　       良寛様の書 作品社 29

北方謙三 煤煙 講談社 2010

北方謙三 杖下(じょうか)に死す 文藝春秋 2017

北方謙三 楊令伝 一 　玄旗(げんき)の章 集英社 2308

　　　海　外
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著　者　 タイトル 出版社 備考 登録番号

北方謙三 楊令伝 二 　辺烽(へんぼう)の章 集英社 2309

北方謙三 楊令伝 三 　盤紆(ばんう)の章 集英社 2310

北方謙三 楊令伝 四 　雷霆(らいてい)の章 集英社 2337

北方謙三 楊令伝 五 　猩紅(しょうこう)の章 集英社 2338

北方謙三 楊令伝 六 　徂征(そせい)の章 集英社 2350

北方謙三 楊令伝 七 　驍騰(ぎょうとう)の章 集英社 2351

北方謙三 楊令伝 八 　箭激(せんげき)の章 集英社 2352

北川悦吏子 ロングバケーション 角川書店 126

紀田順一郎 生きるってすばらしい６　       本をめぐる本の話 作品社 18

北畠八穂 生きるってすばらしい９        津軽の雪 作品社 21

北村　薫 ターン 新潮社 974

北村　薫 朝霧 東京創元社 1038

北 杜夫 生きるってすばらしい15       人はなぜ虫を集めるか 作品社 27

北 杜夫 マンボウ哀愁のヨーロッパ再訪記 青春出版社 1442

北 杜夫 マンボウ遺言状 新潮社 1586

北杜夫・阿川弘之 酔生夢死か、起死回生か。 新潮社 1744

北　康利 白洲次郎　占領を背負った男 講談社 2164

喜多六平太(十四世)
生きるってすばらしい８　       鷺を披く迄/芸風と芸
格

作品社 20

木下順二 生きるってすばらしい７　      ことばづかれ 作品社 19

金　石範 虚日 講談社 1933

金　賛汀 炎は闇の彼方に　～伝説の舞姫・崔承喜 日本放送出版協会 1823

木村治美 生きるってすばらしい３　    男ごころ 作品社 15

木村裕一 あらしのよるに　１ 講談社 1844

木村裕一 あらしのよるに　２（あるはれたひに） 講談社 1845

木村裕一 あらしのよるに　３（くものきれまに） 講談社 1846

木村裕一 あらしのよるに　４（きりのなかで） 講談社 1847

木村裕一 あらしのよるに　５（どしゃぶりのひに） 講談社 1848

木村裕一 あらしのよるに　６（ふぶきのあした） 講談社 1849

木村元彦 オシムの言葉 ～フィールドの向こうに人生が見える 集英社 2185

木山捷平 生きるってすばらしい15       将棋の相手 作品社 27

京極夏彦 覘き小平次 中央公論新社 1856
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著　者　 タイトル 出版社 備考 登録番号

清川　妙 いつの日の自分も好き あすなろ書房 1341

清野由美・隈研吾 変われ！東京 集英社 集英社新書 2695

桐野夏生 ＯＵＴ(ｱｳﾄ) 講談社 1014

桐野夏生 柔らかい頬 講談社 1253

桐野夏生 リアルワールド 集英社 1906

桐野夏生 グロテスク 文藝春秋 2042

桐野夏生 白蛇教異端審問 文藝春秋 2093

桐野夏生 魂萌え！ 毎日新聞社 2116

桐野夏生 アンボス・ムンドス 文藝春秋 2163

桐野夏生 東京島 新潮社 2335

桐野　夏生 ＩＮ 集英社 2368

桐野夏生 猿の見る夢 講談社 2575

桐野夏生 夜の谷を行く 文藝春秋 2609

桐野夏生 デンジャラス 中央公論新社 2614

桐野　夏生 路上のＸ 朝日新聞出版 2650

桐生　操 本当は恐ろしいグリム童話
ＫＫベスト
セラーズ

1269

桐生　操 愛と残酷のギリシャ神話 大和書房 1787

金城盛紀 花のイギリス文学 研究社出版 1381

金田一春彦 金田一先生が語る日本語のこころ 学習研究社 1935

キム・サンホン チャングム　①宮廷篇 早川書房 米津篤八訳 2141

キム・サンホン チャングム　②追放篇 早川書房 米津篤八訳 2142

キム・サンホン チャングム　③医女篇 早川書房 米津篤八訳 2143

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

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

キム・ワンソブ 親日派のための弁明 草思社
荒木和博
・荒木信子
訳

1819

キャロリン・ウエッ
ソン 買物しすぎる女たち 講談社 斎藤 学 訳 1219

ク 久坂部 羊 廃用身 幻冬舎 1926

久坂部 羊 破裂 幻冬舎 2086

草野心平　 生きるってすばらしい11        花随筆 作品社 23

草野心平　 生きるってすばらしい12       高蔵かえる 作品社 24

　　　海　外
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著　者　 タイトル 出版社 備考 登録番号

草野心平　 生きるってすばらしい14        何でも食べてみる 抄 作品社 26

草柳太蔵 ひとは生きてきたようにしか死なない
～生病老死に関する２５章

保健同人社 1250

串田孫一 生きるってすばらしい20        器用な終り方 作品社 32

朽木ゆり子 盗まれたフェルメール 新潮社 新潮選書 1409

國木田獨歩 生きるってすばらしい９       武蔵野 作品社 21

国松俊英 星野道夫物語　～アラスカの叫び声 ポプラ社 1972

久野　収 生きるってすばらしい12      猫のチュジ雄 作品社 24

窪　美澄 夜に星を放つ 文藝春秋 2739

窪田太郎 (ほか) オリエント急行 新潮社 1658

久保田万太郎 生きるってすばらしい18       還暦反逆 作品社 30

久保田万太郎 生きるってすばらしい19       小勝を弔ふ 作品社 31

隈 研吾・清野由美 変われ！東京 集英社 集英社新書 2695

熊井明子 生きるってすばらしい12     東京猫地図 作品社 24

熊谷達也 邂逅の森 文藝春秋 2063

久門正雄 生きるってすばらしい15     愛石志 抄 作品社 27

クライン孝子 もどかしい親と歯がゆい若者の国・日本 祥伝社 1025

倉本　聰 拝啓、父上様 理論社 2225

黒井千次 羽根と翼 講談社 1474

黒岩重吾 中大兄皇子伝　上 講談社 1628

黒岩重吾 中大兄皇子伝　下 講談社 1629

黒岩重吾 闇からの声 文藝春秋 1721

黒岩重吾 ワカタケル大王 文藝春秋 1728

黒川鍾信 東京牛乳物語　～和田牧場の明治・大正・昭和 新潮社 1224

黒川　創 いつか、この世界で起こっていたこと 新潮社 2476

黒川博行 後妻業 文藝春秋 2531

黒田勝弘 日韓新考 産経新聞社 1861

黒田 清・大谷昭宏 権力犯罪 旬報社 1568

黒田弘子
・長野ひろ子 編

ｴｽﾆｼﾃｲ･ｼﾞｪﾝﾀﾞｰから見る日本の歴史 吉川弘文館 1806

黒柳徹子 トットの欠落帖 新潮社 704

黒柳徹子 小さいときから考えてきたこと 新潮社 1722

黒柳徹子・鎌田 實 ずっとやくそく　～トットちゃんとカマタ先生の
ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ
ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ

2279
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著　者　 タイトル 出版社 備考 登録番号

桑井いね 生きるってすばらしい 10      暮れの大掃除 作品社 22

桑原愼二 山古志村のマリと三匹の子犬 文藝春秋 2119

桑原武夫 生きるってすばらしい15      山遊び 作品社 27

桑原武夫 一日一言 岩波書店 517

グラハム・ハンコック、
ロバート・ボーヴァル 神々の指紋　上 翔泳社 大地 舜 訳 695

グラハム・ハンコック、
ロバート・ボーヴァル 神々の指紋　下 翔泳社 大地 舜 訳 696

グラハム・ハンコック、
ロバート・ボーヴァル 創世の守護神　上 翔泳社 大地 舜 訳 697

グラハム・ハンコック、
ロバート・ボーヴァル 創世の守護神　下 翔泳社 大地 舜 訳 698

クリス・ダレーシー 龍のすむ家 竹書房 三辺律子 2028

クレア・キップス ある小さなスズメの記録 文藝春秋 梨木香歩 2431

クレア・シルヴィア、　ウイ
リアム・ノヴァック、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

グレアム・ファーメ
ロ

美しくなければならない　～現代科学の偉大な
方程式

紀伊國屋書店 斉藤隆央 訳 1987

ケ 劇団ひとり 陰日向に咲く 幻冬舎 2173

ケン・ハーパー
父さんのからだを返して
～父親を骨格標本にされたエスキモーの少年

早川書房
鈴木主税・
小田切勝子訳

1713

コ 小池真理子 冬の伽藍 講談社 1447

小池真理子 狂王の庭 角川書店 1791

小池真理子 夜の寝覚め 集英社 1889

小池真理子 月夜の森の梟 朝日新聞出版 2745

小出義雄 髙橋尚子　金メダルの絆 日本文芸社 1456

幸田　文 生きるってすばらしい１　相向いの座 作品社 13

幸田露伴 生きるってすばらしい11     花のいろいろ 作品社 23

幸田露伴 生きるってすばらしい17      名工出世譚 作品社 29

河野一郎 定年後の２０年は夫婦で旅を愉しみなさい 明日香出版社 511

紅野謙介 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

耕　治人 生きるってすばらしい１　   明け方のひととき 作品社 13

小島烏水 生きるってすばらしい９     冬の富士 作品社 21

小島烏水 生きるってすばらしい11    菜の花 作品社 23

　　　海　外

　　　海　外
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著　者　 タイトル 出版社 備考 登録番号

小島信夫 生きるってすばらしい３　女の「論理」というもの 作品社 15

小島信夫 うるわしき日々 読売新聞社 959

小杉健治 七人の岡っ引き 祥伝社 2232

小菅みちる・澤あづみ 三人姉妹 読売新聞社 814

呉勝浩 スワン KADOKAWA
日本推理作家協会賞
吉川英治文学新人賞 2718

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

古瀬幸弘/広瀬克哉 インターネットが変える世界 岩波書店 447

児玉隆也 生きるってすばらしい１　     夫孝行 作品社 13

ごとうしのぶ 花宴　～ルビーコレクション 角川書店 636

小西聖子 ドメスティック・バイオレンス 白水社 1617

小沼　丹 生きるってすばらしい１　    老夫婦 作品社 13

小林　勇 生きるってすばらしい18      遺言 作品社 30

小林　勇 生きるってすばらしい20       夕焼 作品社 32

小林清之介 生きるってすばらしい12       文鳥／鶏 作品社 24

小林照幸 朱鷺の遺言 中央公論社 1150

小林信彦 うらなり 文芸春秋 2187

小林秀雄 生きるってすばらしい11     さくら 作品社 23

小林秀雄 生きるってすばらしい17       ゴッホの絵 作品社 29

小檜山 博 スコール 集英社 1266

小堀杏奴 生きるってすばらしい１　     紅梅 作品社 13

小堀杏奴 生きるってすばらしい20      老年 作品社 32

小堀鷗一郎・糸井重里 いつか来る死 マガジンハウス 2715

児美川孝一郎 若者はなぜ「就職」できなくなったのか？
～生き抜くために知っておくべきこと

日本図書センター 2478

小室　明 スーツホームレス 海祐舎 1386

米谷ふみ子 けったいなアメリカ人 集英社 1393

小森陽一 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

是枝裕和 万引き家族 宝島社 2644

近藤富枝 江戸の花女御　～東福門院和子 毎日新聞社 1338

近藤麻理恵 人生がときめく片づけの魔法 サンマーク出版 2432
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著　者　 タイトル 出版社 備考 登録番号

今野真二 日々是日本語 岩波書店 2709

今野　敏 同期 講談社 2385

今野　敏 警視庁ＦＣ 毎日新聞社 2429

今野　敏 連写　ＴＯＫＡＧＥ３　特殊遊撃捜査隊 朝日新聞出版 2512

今野　敏 変幻 講談社 2601

今野　敏 棲月　～隠蔽捜査７ 新潮社 2627

今野　敏 道標　～東京湾臨海署安積班 角川春樹事務所 2628

今野　敏 カットバック　～警視庁ＦＣⅡ 毎日新聞出版 2648

今野　敏 焦眉 幻冬舎 2694

今 日出海 生きるってすばらしい20      金婚式 作品社 32

10 / 10


