
著　者　 タイトル 出版社 備考 登録番号

タ 大道珠貴 背く子（そむくこ） 講談社 1675

大道珠貴 しょっぱいドライブ 文藝春秋
第128回芥川賞
受賞作

2000

大道珠貴 ひさしぶりに さようなら 講談社 2003

平 安寿子 なんにもうまくいかないわ 徳間書店 2113

高樹のぶ子 満水子（まみこ）　上 講談社 1694

高樹のぶ子 満水子（まみこ）　下 講談社 1695

高樹のぶ子 ナポリ魔の風 文藝春秋 2023

高樹のぶ子 ｆａｎｔａｓｉａ（ファンタジア） 文藝春秋 2170

高倉　健 旅の途中で 新潮社 1930

高瀬 隼子 おいしいごはんが食べられますように 講談社 2740

高野和明 １３階段 講談社
第47回江戸川
乱歩賞受賞作

1680

高橋健司 空の名前 光琳社出版 138

髙橋こうじ 日本の大和言葉を美しく話す
～こころが通じる和の表現

東邦出版 2528

高橋　敏 江戸の訴訟 岩波書店 484

髙橋団吉 新幹線をつくった男　島秀雄物語 小学館 1427

高橋芽香子 英語となかよくなれる本 晶文社 1275

高橋千劔破 江戸の旅人 時事通信社 1762

高橋秀実 からくり民主主義 草思社 1792

高橋弘希 送り火 文藝春秋
第159回芥川賞
受賞作品

2646

高橋義孝 生きるってすばらしい10  　　 両国の川開き 作品社 22

高秀秀信 元気都市ヨコハマを創る　～市長からの発信 有隣堂 1422

高見広春 バトル・ロワイヤル 太田出版 1492

高見　順　 生きるってすばらしい17           ものを作る者の心 作品社 29

高峰秀子 にんげん住所録 文藝春秋 1839

高村　薫 照柿（てりがき） 講談社 655

高村　薫 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

新潮社 706

高村　薫 わが手に拳銃を 講談社 885

高村　薫 レディー・ジョーカー　上 毎日新聞出版 1009

高村　薫 レディー・ジョーカー　下 毎日新聞出版 1010

高村　薫 地を這う虫 文藝春秋 1064
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著　者　 タイトル 出版社 備考 登録番号

高村　薫 黄金を抱いて翔べ 新潮社 1155

高村　薫 半眼訥訥（はんがんとつとつ） 文藝春秋 1339

高村　薫 晴子情歌　上 新潮社 1782

高村　薫 晴子情歌　下 新潮社 1783

高村　薫 レディー・ジョーカー　上 毎日新聞出版 1953

高村　薫 レディー・ジョーカー　下 毎日新聞出版 1954

高村　薫 新リヤ王　上 新潮社 2166

高村　薫 新リヤ王　下 新潮社 2167

高村　薫 土の記  上 新潮社 2673

高村　薫 土の記  下 新潮社 2674

高村　薫 我らが少女Ａ 毎日新聞出版 　 2686

高村光太郎 生きるってすばらしい17 　　　能の彫刻美 作品社 29

高森顯徹 光に向かって　１００の花束 一万年堂出版 1602

高山羽根子 首里の馬 新潮社
第163回芥川賞
受賞作

2696

田河水泡 生きるってすばらしい11  　　バラの庶民性 作品社 23

瀧井孝作 生きるってすばらしい15  　　 鮎の宿 作品社 27

滝口悠生 死んでいない者 文藝春秋 2559

田口　哲 海の魚 (ﾌｲｰﾙﾄﾞ･ｶﾞｲﾄﾞｼﾘｰｽﾞ13) 小学館 827

田口八重 おこしやす　～京都の老舗旅館「柊家」で仲居六十年 栄光出版社 1835

田口ランディ コンセント 幻冬舎 1543

武内純子 近所づきあいの上手なコツ リヨン社 1468

竹内敏晴 生きるってすばらしい７　         失われたことば 作品社 19

竹内冨美子 おいしい！食べやすい！おとしよりの… 主婦の友社 1342

竹内　好 生きるってすばらしい15          わが老人スキー 作品社 27

武田泰淳 生きるってすばらしい15  焼きもの 作品社 27

武田泰淳
生きるってすばらしい16           東海道五十三次クルマ
哲学 作品社 28

武田百合子 生きるってすばらしい11         上野の桜 作品社 23

竹中平蔵・中谷巌 I Tパワー PHP出版 1400

竹中平蔵・佐藤雅彦 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

竹西寛子 哀愁の音色 青土社 1703

武満　徹 オペラをつくる 岩波書店 265

・大佛次郎賞
・野間文芸賞
・毎日芸術賞
受賞作
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著　者　 タイトル 出版社 備考 登録番号

竹村健一 開き直りのすすめ
～自分の弱気がバカらしくなる原お据え方

青春出版社 1272

竹山　洋 利家とまつ　上 日本放送出版協会 1712

竹山　洋 利家とまつ　下 日本放送出版協会 1729

竹脇無我 壮絶な生還　うつ病になってよこった
～父子二代にわたる”死の衝動”に克った僕

マキノ出版 1981

多田道太郎 生きるってすばらしい20 老の坂 作品社 32

立花　隆 宇宙からの帰還 中央公論社 917

立花　隆 ぼくはこんな本を読んできた
～立花式読書論、読書術、書斎論

文藝春秋 1049

立花　隆 二十歳のころ　～立花隆+東京大学教養学部立花隆
ゼミ

新潮社 1215

立花　隆 「田中真紀子」研究 文藝春秋 1852

立花　隆 脳を鍛える 新潮社 1365

立花　隆 脳とビッグバン～生命の謎・宇宙の謎　100億年
の旅

朝日新聞社 1478

立原正秋 生きるってすばらしい４          人妻の恋 作品社 16

立原正秋 生きるってすばらしい11         冬の花 作品社 23

辰野　隆　 生きるってすばらしい６　       書狼書豚 作品社 18

立川談志 生意気ざかり　～談志人生全集　第1巻 講談社 1432

伊達公子 晴れのちテニス　～伊達公子のプロツアー転戦記 日本文化出版 759

田中小実昌 生きるってすばらしい１　          女家族の中でのボク 作品社 13

田中澄江 生きるってすばらしい11            初秋の山と花たち 作品社 23

田中澄江 聖書 女たちの物語 ～人は、どうすれば救われる
のか

青春出版社 1214

田中千禾夫、澄江 生きるってすばらしい１　          夫婦は他人の始まり 作品社 13

田中信生 そのままのあなたが素晴らしい ダイヤモンド社 1186

田中伸尚 遺族と戦後 岩波書店 599

田中 渉・松久 淳 天国の本屋 かまくら春秋社 1903

田辺聖子 生きるってすばらしい３　        男の想像力 作品社 15

田辺聖子 生きるってすばらしい８　          舞台の色彩 作品社 20

田辺聖子 楽老抄　～ゆめのしずく 集英社 1276

田辺聖子 ゆめはるか 吉屋信子　上　～秋灯 机の上の幾山河 朝日新聞社 1319

田辺聖子 ゆめはるか 吉屋信子　下　～秋灯 机の上の幾山河 朝日新聞社 1320

田辺聖子 姥ざかり花の旅笠　～小田宅子(いえこ)の「東路日記」 集英社 1634

田辺聖子 夢の櫂(かい)こぎ どんぶらこ 集英社 1745
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著　者　 タイトル 出版社 備考 登録番号

谷川彰英 地名の魅力 白水社 1760

谷川俊太郎 生きるってすばらしい３　        女へむかう男の心 作品社 15

谷川俊太郎 風穴をあける 草思社 1732

谷川徹三 生きるってすばらしい17             円空仏 作品社 29

谷沢永一・渡部昇一 人生に活かす　孟子の論法 PHP出版 1074

谷沢永一 歴史が遺してくれた 日本人の誇り 青春出版社 1796

種村季弘 生きるってすばらしい６　         読まないことの擁護 作品社 18

種村季弘 生きるってすばらしい13             新宿の王家の谷 作品社 25

種村季弘 生きるってすばらしい14  市場のユートピアー築地のう
どん

作品社 26

田伏中子　監修 裏ワザ家事便利帳 同文書院 737

田丸美寿々
言葉のおしゃれ３６５日
～あなたの魅力を倍加させる「話し方」ノート

三笠書房 807

田村　章 あした命はもっと輝く！ 光文社 1283

田村隆一 生きるってすばらしい13           越の寒梅 作品社 25

多和田葉子 星に仄めかされて 講談社 2717

田原総一郎 巨大な落日　～大蔵官僚、敗走の八百五十日 文藝春秋 1171

俵　万智 チョコレート革命 河出書房新社 978

俵　万智 あなたと読む恋の歌 百首 朝日新聞社 998

俵　万智 乱れ髪　～チョコレート語訳 河出書房新社 1166

俵　万智 乱れ髪 Ⅱ　～チョコレート語訳 河出書房新社 1168

俵　万智 牧水の恋 文藝春秋 2697

俵　万智 ある日、カルカッタ 新潮社 1574

俵　萌子 子どもの世話にならずに死ぬ方法 中央公論社新社 2122

檀　一雄 生きるってすばらしい１　           娘達への手紙 作品社 13

檀　一雄
生きるってすばらしい13           わが身辺に低廉の佳肴
あり 作品社 25

檀　一雄 生きるってすばらしい16            ウロウロの旅 作品社 28

壇ふみ､阿川佐和子 ああ言えばこう食う 集英社 1143

檀ふみ・阿川佐和子 ああ言えばこう嫁行く 集英社 1467

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

奪われし未来 翔泳社 長尾 力 訳 1107

ダイナ・アナスタシア アポロ１３　～そして奇跡がおきた 文渓堂 皆川孝子 訳 161

　　海　外
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著　者　 タイトル 出版社 備考 登録番号

ダニエル・キイス アルジャーノンに花束を
（Flowers for Algernon）

講談社ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ ルビ訳版 1522

ダニエル・スティール 贈りもの アカデミー出版 天馬龍行訳 1346

ダニエル・スティール 輝ける日々 朝日新聞社 畑 正憲訳 1942

ダニエル・ブライヤン マツボックリが笑う日 翔泳社 池 央耿訳 1100

ダレン・シャン ダレン・シャン　～奇怪なサーカス～ 小学館 橋本 恵訳 1610

ダン・ヴァンダー・
ヴァット＆ロビン・
ガーディナー

タイタニックは沈められた 綜合社 内野 儀訳 1135

ダン・ブラウン ダ・ヴィンチ・コード　上 角川書店 越前敏弥訳 2117

ダン・ブラウン ダ・ヴィンチ・コード　下 角川書店 越前敏弥訳 2118

ダン・ブラウン ロスト・シンボル　上 角川書店 越前敏弥訳 2395

ダン・ブラウン ロスト・シンボル　下 角川書店 越前敏弥訳 2396

チ
千葉康則 ボケを防ぐ心の活性法　～いたずらにボケ不安症にな

ることなく、積極的に人生を送るためのヒント集
三省堂 930

長宗我部友親 長宗我部友親 バジリコ 2408

チェスター・
フィールド

一人の父親は百人の教師に勝る！
～親にしかできない人生教育　この絶対不可欠なこと

三笠書房 竹内 均 訳 1433

ツ 陳　舜臣 天球は翔ける　上 毎日新聞社 1358

陳　舜臣 天球は翔ける　下 毎日新聞社 1359

月村了衛 土漠(どばく)の花 幻冬舎 2540

辻　邦生 生きるってすばらしい19            森先生との出会い 作品社 31

辻　邦生 のちの思いに 日本経済新聞社 1335

辻原　登 夢からの手紙 新潮社 2234

辻原　登 円朝芝居噺 夫婦幽霊 講談社 2267

辻　仁成 愛はプライドより強く 幻冬舎 128

辻　仁成 海峡の光 新潮社 915

辻　仁成 白仏（BUDDHAS） 文藝春秋 981

辻　仁成 愛をください マガジンハウス 1501

辻　仁成 ｵｷｰﾌの恋人ｵｽﾞﾜﾙﾄﾞの追憶　上 小学館 1915

辻　仁成 ｵｷｰﾌの恋人ｵｽﾞﾜﾙﾄﾞの追憶　下 小学館 1916

辻まこと 生きるってすばらしい２　       父親辻潤について 作品社 14

辻まこと 生きるってすばらしい15         はじめてのスキーツ
アー

作品社 27

　　海　外
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著　者　 タイトル 出版社 備考 登録番号

辻まこと
生きるってすばらしい16
キノコをさがしに行ってクマにおこられた話 作品社 28

津島佑子 生きるってすばらしい３　       地球人の性 作品社 15

津島佑子 ナラ・レポート 文藝春秋 2263

筒井康隆 愛のひだりがわ 岩波書店 1738

筒井康隆 生きるってすばらしい７　嘘と法螺 作品社 19

ツ 都出比呂志 王陵の考古学 岩波新書 1497

恒川光太郎 夜市（よいち） 角川書店 2168

坪井善明 ヴェトナム 岩波書店 391

坪田愛華・揚子 愛華、光の中へ 朝日出版社 112

津村節子
生きるってすばらしい17

和傘ーほんものの職人をたずねる 作品社 29

津村信夫 生きるってすばらしい 10 月        夜のあとさき 作品社 22

津本　陽 天の伽藍 角川書店 635

津本　陽 草笛の剣　上 読売新聞社 911

津本　陽 草笛の剣　下 読売新聞社 912

津本　陽 不況もまた良し 幻冬舎 1532

津本　陽 過ぎてきた日々 角川書店 1859

津本　陽 勝海舟　～私に帰せず　上 潮出版社 1961

津本　陽 勝海舟　～私に帰せず　下 潮出版社 1962

ツルネン・マルディ、
関 寛之、吉田 貢

「寝かせきり老人」を
つくる国日本　つくらない国北欧

あすなろ書房 1336

鶴見俊輔 生きるってすばらしい２　          私の母 作品社 14

テ 出久根達郎 生きるってすばらしい６　          古本綺譚 作品社 18

手嶋龍一 ウルトラ・ダラー 新潮社 2179

テリー・伊藤 お笑い大蔵省　極秘情報 飛鳥新社 1105

テリー・伊藤 負の力 サンマーク出版 2217

天童荒太 あふれた愛 集英社 1530

天童荒太 永遠の仔　（上） 幻冬舎 1263

天童荒太 永遠の仔　（下） 幻冬舎 1264

天童荒太 悼む人 文藝春秋 2349

ディヴィッド・ケ
リー、トム・ケリー クリエイティブ・マインドセット 日経BPﾏｰｹｯﾃｨﾝｸﾞ 千葉敏生 訳 2616

ディヴィッド・Ｌ
・ロビンズ 鼠たちの戦争　上 新潮社(新潮文庫) 村上和久一訳 1562

　　海　外
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著　者　 タイトル 出版社 備考 登録番号

ディヴィッド・Ｌ
・ロビンズ 鼠たちの戦争　下 新潮社(新潮文庫) 村上和久一訳 1563

ディーン・クーンツ 生存者　上巻 アカデミー出版 天馬龍行訳 1520

ディーン・クーンツ 生存者　下巻 アカデミー出版 天馬龍行訳 1521

デニス・ルヘイン ミスティック・リバー 早川書房 加賀山卓朗 訳 1714

デボラ・キャドバリー メス化する自然　～環境ホルモン汚染の恐怖 集英社 古草秀子訳 1216

Ｄ・Ｗ・バッファ 弁護 文藝春秋 二宮 磐 訳 1120

ト 戸井田道三 生きるってすばらしい８　              舞台について 作品社 20

戸板康二 生きるってすばらしい14             そばの食べ方 作品社 26

戸板康二 生きるってすばらしい15             ハンカチの鼠 作品社 27

土井敏邦 アメリカのユダヤ人 岩波書店 岩波新書 279

東京シューレの子ど
もたち 僕らしく 君らしく 自分色　～登校拒否・私たちの選択 教育史料出版会 127

ドウス昌代 イサム・ノグチ　宿命の越境者　上 講談社 1360

ドウス昌代 イサム・ノグチ　宿命の越境者　下 講談社 1431

堂場瞬一 錯瞑 小学館 2593

童門冬二 成功する人心掌握術
～「自己改革」の最高名著「日暮硯」

三笠書房 810

遠野　遥 破局 河出書房新社
第163回芥川賞
受賞作

2698

遠山高史 素朴にいきる人が残る 主婦の友社 1698

戸川幸夫
生きるってすばらしい12     イヌはなぜワンワンと吠え
るか 作品社 24

時実新子 悪女の玉手箱 有楽出版社 1909

常盤新平 生きるってすばらしい２             父と飲む酒 作品社 14

常磐新平 生きるってすばらしい13              偉大な酒場 作品社 25

常磐新平 生きるってすばらしい20             長すぎた助走 作品社 32

徳川夢声 生きるってすばらしい８　         落語少年 作品社 20

徳冨蘆花 生きるってすばらしい12           デカの死 作品社 24

徳永　進 やさしい病棟 新潮社 1068

土橋章宏 参勤交代　～超高速！ 講談社 2516

鳥羽　亮 剣客春秋　かどわかし 幻冬舎 2111

鳥羽　亮 剣客同心 角川春樹事務所 2252

鳥羽　亮 剣客春秋 親子草　恋しのぶ 幻冬舎 2488

富成忠夫 春の花　野草ハンドブック・１ 山と渓谷社 107

富成忠夫 夏の花　野草ハンドブック・２ 山と渓谷社 108
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著　者　 タイトル 出版社 備考 登録番号

富成忠夫 秋の花　野草ハンドブック・３ 山と渓谷社 109

朝永振一郎 生きるってすばらしい12           庭にくる鳥 作品社 24

豊下楢彦 安保条約の成立 岩波書店 491

豊下楢彦 安保条約の論理ーその生成と展開 柏書房 1318

豊島与志雄 生きるってすばらしい５              真夏の幻影 作品社 17

豊島与志雄 生きるってすばらしい16             湯元の秋 作品社 28

ト 豊島与志雄 生きるってすばらしい19             太宰治との一日 作品社 31

豊田　利幸 ＳＤＩ批判 岩波書店 569

鳥越俊太郎・細野豪志
証言 ～「原発危機500日」の真実に鳥越俊太郎が迫
る

講談社 2483

鳥山敏子 賢治の学校　～宇宙のこころを感じて生きる サンマーク出版 142

Dｒ.リンダ・サパディ
ン、ジャック・マガイ
ヤー

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

トニー・オーツセ
ン

シルバーバーチの新たな啓示
～スピリチュアルな言葉が教える”生きる”ことの意味

ハート出版 近藤千雄 訳 2269

トニー・オーツセ
ン

シルバーバーチの最後の啓示
～スピリチュアルな言葉が教える”生きる”ことの喜び

ハート出版 近藤千雄 訳 2281

トム・ケリー、
デイビッド・ケリー クリエイティブ・マインドセット 日経BPﾏｰｹｯﾃｨﾝｸﾞ 千葉敏生 訳 2616

トム・リース ナポレオンに背いた黒い将軍
～忘れられた英雄アレックス・デュマ

白水社 高里ひろ訳 2549

トマス・ハリス ハンニバル　上 新潮社(新潮文庫) 高見 浩訳 1389

トマス・ハリス ハンニバル　下 新潮社(新潮文庫) 高見 浩訳 1390

トルーマン・カポーティ 誕生日の子どもたち 文藝春秋 村上春樹訳 1790

ドロシー・ロー・ノ
ルト、レイチャル・
ハリス

子どもが育つ魔法の言葉 ＰＨＰ研究所 石井千春 訳 1403

　　海　外
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