
タイトル 著　　　者 出　版　社 登録番号

ア 愛華、光の中へ 坪田愛華 朝日出版社 112

愛はプライドより強く 辻　仁成 幻冬舎 128

アノネ(相田みつを・心の詩　１) 相田みつを ダイヤモンド社 149

アポロ１３ ﾀﾞｲﾅ･ｱﾅｽﾀｼｱ 文渓堂 161

新しい文学のために 大江健三郎 岩波書店 208

アメリカの環境保護運動 岡島成行 岩波書店 263

アメリカ黒人の歴史 本田創造 岩波書店 277

アメリカのユダヤ人 土井敏邦 岩波書店 279

アメリカのジャーナリズム 藤田博司 岩波書店 287

アレルギー 矢田純一 岩波書店 377

アメリカ黄昏の帝国 進藤栄一 岩波書店 410

あいまいな日本の私 大江健三郎 岩波書店 420

アメリカの心の歌 長田　弘 岩波書店 468

安保条約の成立 豊下楢彦 岩波書店 491

青いカーフ ﾏﾄﾞﾚｰﾇ･ｼｬﾌﾟｻﾙ 青山出版社 505

青いカーフ ﾏﾄﾞﾚｰﾇ･ｼｬﾌﾟｻﾙ 青山出版社 506

アメリカ南部の旅 猿谷　要 岩波書店 533

アメリカ産業社会の盛衰 鈴木直次 岩波書店 594

芥川龍之介 関口安義 岩波書店 609

新しい社会 Ｅ・Ｈカー 岩波書店 625

憧れのトールペインティング 上滝節子 雄鶏社 632

アロマテラピーＬＥＳＳＯＮ 林　真一郎 主婦の友社 678

遊び図鑑 奥成達文 福音館書店 832

愛の渇き　改版 三島由紀夫 新潮社 893

合言葉はノー･プロブレム 阿部よしこ 岩波書店 926

油絵人物を描く レイ・スミス 美術出版 940

あなたと読む恋の歌百首 俵　万智 朝日新聞社 998

ＯＵＴ(ｱｳﾄ) 桐野夏生 講談社 1014

アタシと私 中山美穂 幻冬舎 1021

朝霧 北村　薫 東京創元社 1038

有元葉子のこのまま作れるラクラク
べんとう 有元葉子 グラフ社 1058

アメリカハーブ紀行 広田せい子 朝日新聞社 1122

ああ言えばこう食う 壇ふみ､阿川佐和子 集英社 1143

あなたが動けば人は動く 中谷彰彦 PHP研究所 1152

アーケード殺人事件 ねじめ正一 光文社 1156

アグリビジネス論 中野一新 有斐閣ﾌﾞｯｸ 1179

アメラジアン 上里和美 かもがわ出版 1183

ｱﾄﾋﾟｰ性皮膚炎 完全克服ﾏﾆｭｱﾙ 小川秀夫 スコラ 1189

あゝ女が日本をダメにする 安部讓二 中経出版 1220

暗雲（上） 生島治郎 小学館 1221

暗雲（下） 生島治郎 小学館 1222

アマの碁ここが悪い　１ 景山利郎 創元社 1235

杏子のころ 小沢利夫 青春出版社 1265
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タイトル 著　　　者 出　版　社 登録番号

あした命はもっと輝く！ 田村　章 光文社 1283

あなたの手のひら 星野富弘 偕成社 1303

安保条約の論理ーその生成と展開 豊下楢彦 柏書房 1318

逢いたい 永　六輔 大和書房 1321

I Tパワー 中谷厳・竹中平蔵 PHP出版 1400

アナザー・カントリー メアリ－・パイファー 日本放送出版協会 1415

愛才 大石　静 文芸春秋社 1441

ああ言えばこう嫁行く 阿川佐和子・檀ふみ 集英社 1467

ｱｳｼｭｳﾞｨｯﾂは終わらない ﾌﾟﾘｰﾓ･ﾚｰｳﾞｨ 朝日新聞社 1469

雨に紛う 真野ひろみ 講談社 1477

余り布で作ろう手作り小物２２２点 ブティック社 1489

アメリカの家族 岡田光世 岩波新書 1496

愛をください 辻　仁成 マガジンハウス 1501

あやし　～怪～ 宮部みゆき 角川書店 1514

アルジャーノンに花束を ﾀﾞﾆｴﾙ･ｷｰｽ 講談社 1522

あふれた愛 天童荒太 集英社 1530

明日も夕焼け 猪瀬直樹 朝日新聞社 1535

愛されてゆるされて 鈴木啓之 雷韻出版 1556

アウト・オブ・マインド J.・ベルンレフ ﾃﾞｨ･ｴｯﾁ･ｼｰ出版 1573

ある日、カルカッタ 俵　万智 新潮社 1574

アー・ユー・ハッピー？ 矢沢永吉 日経ＢＰ社 1579

あなたは一人じゃない 大平光代 光文社 1631

赤い月　上 なかにし礼 新潮社 1635

赤い月　下 なかにし礼 新潮社 1636

逢えてよかった 山口洋子 双葉社 1647

愛の領分 藤田宜永 文芸春秋社 1677

Ｒ．Ｐ．Ｇ． 宮部みゆき 集英社文庫 1684

哀愁の音色 竹西寛子 青土社 1703

あかね空 山本一力 文芸春秋 1723

愛のひだりがわ 筒井康隆 岩波書店 1738

あかんべえ 宮部みゆき ＰＨＰ研究社 1755

悪魔のパス天使のゴール 村上　龍 幻冬舎 1777

愛と残酷のギリシャ神話 桐生　操 大和書房 1787

ｱﾒﾘｶはなぜﾋﾄﾗｰを必要としたのか 菅原　出 草思社 1820

悪霊（あくりょう） 中山　紀　 毎日新聞社 1822

あらしのよるに　１ 木村裕一 講談社 1844

あらしのよるに　２（あるはれたひに） 木村裕一 講談社 1845

あらしのよるに　３（くものきれまに） 木村裕一 講談社 1846

あらしのよるに　４（きりのなかで） 木村裕一 講談社 1847

あらしのよるに　５（どしゃぶりのひに）木村裕一 講談社 1848

あらしのよるに　６（ふぶきのあした） 木村裕一 講談社 1849

あてになる国のつくり方 井上ひさし 光文社 1887

あなた 乃南アサ 新潮社 1908
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タイトル 著　　　者 出　版　社 登録番号

悪女の玉手箱 時実新子 有楽出版社 1909

赤いポピーは忘れない 遠藤雅子 グラフ社 1912

愛と怒り闘う勇気 松井やより 岩波書店 1969

朝２時起で、なんでもできる!　１ 枝廣淳子 サンマーク出版 1974

朝２時起で、なんでもできる!　２ 枝廣淳子 サンマーク出版 1975

あらすじで読む日本の名著 小川義男編 柴書館 1985

アメリカ臨床医物語 中田　力 紀伊国屋書店 1986

哀愁的東京 重松　清 光文社 2006

あらすじで読む日本の名著　２ 小川義男 中経出版 2027

青色発光ダイオード ﾃｰﾐｽ編集部 テーミス 2053

アジアンモダンで素敵に暮らす 辰巳出版社 2080

アフターダーク 村上春樹 講談社 2090

赤絵の桜 山本一力 文芸春秋 2130

アンボス・ムンドス 桐野夏生 文芸春秋 2163

あやしうらめしあなかなし 浅田次郎 双葉社 2186

赤い指 東野圭吾 講談社 2191

雨を見たか 宇江佐真理 文芸春秋 2197

愛の流刑地　上 渡辺淳一 幻冬舎 2238

愛の流刑地　下 渡辺淳一 幻冬舎 2239

雨女 澤田ふじ子 幻冬舎 2250

愛 という言葉を口にできなかった二
人のために 沢木耕太郎 幻冬舎 2256

アバノの再会 曽野綾子 朝日新聞社 2298

ある小さなスズメの記録
クレア・キップス
梨木香歩　訳 文藝春秋 2431

赤の他人の瓜二つ 磯崎　憲一郎 講談社 2444

赤猫異聞 浅田　次郎 新潮社 2491

あの人が同窓会に来ない理由 はらだ　みずき 幻冬舎 2562

あの子が結婚するなんて 五十嵐　貴久 実業之日本社 2603

青い服の女 平岩　弓枝 文藝春秋 2605

あやしか草紙 宮部みゆき 角川書店 2649

アクティベイダー 冲方　丁 集英社 2714

イ 生きるってすばらしい　１ 阿部　昭　ほか１７名 作品社 13

生きるってすばらしい　２ 藤沢修平　ほか１８名 作品社 14

生きるってすばらしい　３ 中山あいこ　ほか１６名 作品社 15

生きるってすばらしい　４ 佐藤春夫　ほか１４名 作品社 16

生きるってすばらしい　５ 尾崎　翌　ほか１４名 作品社 17

生きるってすばらしい　６ 辰野　隆　ほか１５名 作品社 18

生きるってすばらしい　７ 蒲田泣薫　ほか１８名 作品社 19

生きるってすばらしい　８ 宇井無愁　ほか１９名 作品社 20

生きるってすばらしい　９ 東山魁夷　ほか１９名 作品社 21

生きるってすばらしい　１０ 井上　靖　ほか２９名 作品社 22

生きるってすばらしい　１１ 草野心平　ほか２１名 作品社 23

生きるってすばらしい　１２ 朝永辰一郎ほか２１名 作品社 24
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タイトル 著　　　者 出　版　社 登録番号

生きるってすばらしい　１３ ｻﾄｳﾊﾁﾛｳ　ほか１７名 作品社 25

生きるってすばらしい　１４ 丸谷才一　ほか１８名 作品社 26

生きるってすばらしい　１５ 大佛次郎　ほか２１名 作品社 27

生きるってすばらしい　１６ 三浦哲郎　ほか１７名 作品社 28

生きるってすばらしい　１７ 高見　順　ほか１６名 作品社 29

生きるってすばらしい　１８ 金子光晴　ほか２０名 作品社 30

生きるってすばらしい　１９ 安西篤子　ほか１４名 作品社 31

生きるってすばらしい　２０ 多田道太郎ほか２３名 作品社 32

遺書 松本人志 朝日新聞社 113

イチローのすべて 朝日ソノラマ編 朝日ソノラマ 115

イチローの挑戦 朝日ソノラマ編 朝日ソノラマ 116

イチローを育てた鈴木家の謎 斎藤　茂太 家の光協会 119

遺産　上 ｼﾄﾞﾆｨ･ｼｪﾙﾀﾞﾝ 徳間書店 153

遺産　下 ｼﾄﾞﾆｨ･ｼｪﾙﾀﾞﾝ 徳間書店 154

生きるヒント　１（自分の人生を愛する）五木寛之 文化出版局 157

生きるヒント　２（いま自分をしんじる） 五木寛之 文化出版局 158

生きるヒント　３（傷ついた心を癒す） 五木寛之 文化出版局 159

ｲﾁﾛｰに関する素朴な72のＱ＆Ａ イチロー研究会 飯倉書房 163

イスラームの日常世界 片倉もとこ 岩波書店 270

医療の倫理 星野一正 岩波書店 298

胃がんと大腸がん 榊原　宣 岩波書店 313

命こそ宝 阿波根昌鴻 岩波書店 321

印欧語の故郷を探る 風間喜代三 岩波書店 334

インドネシア 小川　忠 岩波書店 354

インターネットが変える世界 古瀬幸弘/広瀬克哉 岩波書店 447

一日一言 桑原武夫 岩波書店 517

インドで考えたこと 堀田善衛 岩波書店 526

イギリスと日本 森嶋通夫 岩波書店 531

イギリスと日本　続 森嶋通夫 岩波書店 532

医者と患者と病院と 砂原茂一 岩波書店 547

遺跡保存を考える 椎名慎太郎 岩波書店 585

遺族と戦後 田中伸尚 岩波書店 599

インターネット 村井　純 岩波書店 610

イヌの言葉がわかる本 矢野雅彦 ごま書房 665

いのち煌いて 仁科明子 小学館 699

イスラーム 蒲生礼一 岩波書店 852

イングリッシュガーデン 成美堂出版 924

イギリス的生活とアメリカ的生活 ｼﾞｪｰﾝ･ｳｵｰﾑｽﾞﾚｰ 河出書房 955

インザ・ミソスープ 村上　龍 読売新聞社 956

陰謀の日　上 ｼﾄﾞﾆｲ･ｼｪﾙﾀﾞﾝ アカデミー出版 957

陰謀の日　下 ｼﾄﾞﾆｲ･ｼｪﾙﾀﾞﾝ アカデミー出版 958

生きることはすごいこと 河合隼雄 講談社 1027

生きていてよかった 相田みつを ダイヤモンド社 1056
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タイトル 著　　　者 出　版　社 登録番号

イギリス生活花日記 清水桂子 婦人生活社 1076

一万円以内の宿 国際地学協会 1110

いのちまんだら 灰谷健次郎 朝日新聞社 1158

今、リーダーに必要な５０の話 森　祗晶 講談社 1160

いのち 柳田邦男 講談社 1169

医者が末期ガン患者になってわかっ
たこと 岩田隆信 中経出版 1223

生きる者の哲学 中村　元 パロル舎 1232

いよよ華やぐ　（上） 瀬戸内寂聴 新潮社 1284

いよよ華やぐ　（下） 瀬戸内寂聴 新潮社 1285

イタリア田舎暮らし 有元葉子 筑摩書房 1334

いつの日の自分も好き 清川　妙 あすなろ書房 1341

イサム・ノグチ　上 ドウス昌代 講談社 1360

行きつ戻りつ 乃南アサ 文化出版局 1407

イサム・ノグチ　宿命の越境者　下 ドウス昌代 講談社 1431

命 柳　美里 小学館 1517

癒されて生きる 柳沢桂子 岩波書店 1540

石原家の人々 石原良純 新潮社 1585

「いのち」とはなにか 柳沢桂子 講談社 1592

医師の目に涙ふたたび 石川恭三 集英社 1686

インストール 綿矢りさ 河出書房 1709

生きる 乙川優三郎 文芸春秋 1743

いいわけ劇場 群　ようこ 講談社 1770

囲碁の真理を探る　１ 呉清源・王立成 成文堂新光社 1891

囲碁の真理を探る　２ 呉清源・王立成 成文堂新光社 1892

囲碁の真理を探る　３ 呉清源・王立成 成文堂新光社 1893

犬吉 諸田玲子 文芸春秋 1899

生きかた上手 日野原重明 ユーリーグ社 1902

生きいそぎ 志水辰夫 集英社 1905

イラクとアメリカ 酒井啓子 岩波書店 1945

生き方上手（対談偏） 日野原重明 ユーリーグ社 1957

生（いきる） 柳　美里 小学館 1966

イラク戦争従軍記 野嶋　剛 朝日新聞社 1968

一輪 池井昌樹 思潮社 1988

出雲神々の殺人 西村京太郎 双葉社 2047

生き方 稲盛和夫 サンマーク出版 2081

いのちの日記 柳澤圭子 小学館 2154

生きていることを楽しんで ターシャ・テューダー メディアファクトリー 2264

いのちのレッスン 新藤兼人 青草書房 2275

犬と私の１０の約束 川口　晴 文芸春秋 2321

一朝の夢 梶　よう子 文藝春秋 2339

悼む人 天童荒太 文藝春秋 2349

いすゞ鳴る 山本一力 文藝春秋 2354

１Ｑ８４　ＢＯＯＫ１ 村上　春樹 新潮社 2363
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１Ｑ８４　ＢＯＯＫ２ 村上　春樹 新潮社 2364

ＩＮ 桐野　夏生 集英社 2368

いかずち切り 山本一力 文藝春秋 2384

１Ｑ８４　ＢＯＯＫ３ 村上　春樹 新潮社 2401

「１テーマ５分でわかる｣世界の
ニュースの基礎知識 池上　彰 小学館 2411

いつかこの世界で起こっていたこと 黒川　創 新潮社 2476

一路（上） 浅田　次郎 中央公論新社 2496

一路（下） 浅田　次郎 中央公論新社 2497

祈りの幕が下りる時 東野　圭吾 講談社 2508

戌亥の追風 山本　一力 集英社 2541

異類婚姻譚 本谷　有希子 講談社 2560

遺譜浅見光彦最後の事件（上） 内田　康夫 角川書店 2561

遺譜浅見光彦最後の事件（下） 内田　康夫 角川書店 2562

いつかの夏 大崎　善生 角川書店 2612

犬追・いざ鎌倉 八軒谷健太郎 ブイツーソリューション 2652

１R１分３４秒 町屋良平 新潮社 2655

いちねんかん 畠中　恵 新潮社 2701

いつか来る死 糸井重里・小堀鷗一郎 マガジンハウス 2715

ウ ヴェトナム 坪井善明 岩波書店 391

ｳｲﾝﾄﾞｳｽﾞ(Ｗｉｎｄｏｗｓ)入門 脇　英世 岩波書店 612

美しい布あしらい LEEｲﾝﾃﾘｱ編 集英社 673

裏ワザ家事便利帳 監修　田伏中子 同文書院 737

右脳で生きるコツ 七田　真 PHP研究所 765

海の魚(ﾌｲｰﾙﾄﾞ･ｶﾞｲﾄﾞｼﾘｰｽﾞ13) 田口　哲 小学館 827

宇宙からの帰還 立花　隆 中央公論社 917

運命をたのしむ 曽野綾子 海竜社 927

漆の実の実る国　上 藤沢周平 文芸春秋 945

漆の実の実る国　下 藤沢周平 文芸春秋 946

うるわしき日々 小島信夫 読売新聞社 959

奪われし未来 シーア・コルボーン 翔泳社 1107

ウメコ 阿川佐和子 小学館 1191

歌右衛門伝説 渡部　保 新潮社 1254

産んえでくれてありがとう!アトピー克
服への八年 森永ヒナ子 かもがわ出版 1256

裏切り者の細胞　がんの正体 ﾛﾊﾞｰﾄ･ﾜｲﾝﾊﾞｰｸﾞ 草思社 1448

裏稼業　上 ｼﾞｮﾝ･ｸﾞﾘｼｬﾑ ｱｶﾃﾞﾐｰ出版 1459

裏稼業　下 ｼﾞｮﾝ･ｸﾞﾘｼｬﾑ ｱｶﾃﾞﾐｰ出版 1460

姥ざかり花の旅笠 田辺聖子 集英社 1634

海の彼方の国へ 呉　美花 ＰＨＰ 1758

運命の足音 五木寛之 幻冬舎 1817

梅原猛の授業　仏教 梅原　猛 朝日新聞社 1829

憂い顔の童子 大江健三郎 講談社 1883

海辺のカフカ　上 村上春樹 新潮社 1897
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タイトル 著　　　者 出　版　社 登録番号

海辺のカフカ　下 村上春樹 新潮社 1898

美しくなければならない ｸﾞﾚｱﾑ･ﾌｧｰﾒﾛ 紀伊国屋書店 1987

美しい魂 島田雅彦 新潮社 1994

薄暗い花園 岩井志麻子 双葉社 2001

運のつき 養老孟司 マガジンハウス 2052

梅咲きぬ 山本一力 潮出版社 2152

「うたかたの恋」の真実 仲　　晃 青灯社 2171

ウルトラ・ダラー 手嶋龍一 新潮社 2179

うらなり 小林信彦 文芸春秋 2187

美しい国へ 安部晋三 文芸春秋 2189

失なわれた町 三崎亜紀 集英社 2214

薄闇のシルエット 角田光代 角川書店 2215

浮かれ黄蝶 平岩弓枝 文芸春秋 2219

ウエザ・リポート 宇江佐真理 ＰＨＰ研究社 2305

Windows XPを快速にする本 毎日新聞社版 毎日新聞社 2328

運命の人　１ 山崎　豊子 文藝春秋 2366

運命の人　２ 山崎　豊子 文藝春秋 2367

運命の人　３ 山崎　豊子 文藝春秋 2370

運命の人　４ 山崎　豊子 文藝春秋 2371

虚ろ舟　泣きの銀次参之章 宇江佐真理 講談社 2388

虚ろな十字架 東野　圭吾 光文社 2526

うずら大名 畠中　恵 集英社 2561

海の見える理髪店 荻原　浩 集英社 2562

うめ婆行状記 宇江佐　真理 朝日新聞出版 2563

渦 妹背山婦女庭訓 大島真寿美 文藝春秋 2665

心淋し川（うらさびしかわ） 西條奈加 集英社 2706

エ ＮＨＫ歴史への招待　１ 日本放送出版協会 57

ＮＨＫ歴史への招待　２ 日本放送出版協会 58

ＮＨＫ歴史への招待　３ 日本放送出版協会 59

ＮＨＫ歴史への招待　４ 日本放送出版協会 60

ＮＨＫ歴史への招待　５ 日本放送出版協会 61

ＮＨＫ歴史への招待　６ 日本放送出版協会 62

ＮＨＫ歴史への招待　７ 日本放送出版協会 63

ＮＨＫ歴史への招待　８ 日本放送出版協会 64

ＮＨＫ歴史への招待　９ 日本放送出版協会 65

ＮＨＫ歴史への招待　１０ 日本放送出版協会 66

ＮＨＫ歴史への招待　１１ 日本放送出版協会 67

ＮＨＫ歴史への招待　１２ 日本放送出版協会 68

ＮＨＫ歴史への招待　１３ 日本放送出版協会 69

ＮＨＫ歴史への招待　１４ 日本放送出版協会 70

ＮＨＫ歴史への招待　１５ 日本放送出版協会 71

ＮＨＫ歴史への招待　１６ 日本放送出版協会 72

ＮＨＫ歴史への招待　１７ 日本放送出版協会 73
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タイトル 著　　　者 出　版　社 登録番号

ＮＨＫ歴史への招待　１８ 日本放送出版協会 74

ＮＨＫ歴史への招待　１９ 日本放送出版協会 75

ＮＨＫ歴史への招待　２０ 日本放送出版協会 76

エンド・オブ・サマー ｼﾞｮﾝ･L･ﾗﾑ 講談社 132

エビと日本人 村井吉敬 岩波書店 216

干支セトラ，ｅｔｃ． 奥本大三郎 岩波書店 323

エイズと生きる時代 池田恵理子 岩波書店 336

英語の感覚　上 大津栄一郎 岩波書店 341

英語の感覚　下 大津栄一郎 岩波書店 342

江戸の訴訟 高橋　敏 岩波書店 484

絵地図の世界像 応地利明 岩波書店 493

ＳＤＩ批判 豊田　利幸 岩波書店 569

園芸植物(ﾌｲｰﾙﾄﾞ･ｶﾞｲﾄﾞｼﾘｰｽﾞ14) 肥土邦彦 小学館 828

絵でわかる英語じてん １ 学校 監修　羽島博愛 学研 863

絵でわかる英語じてん ２ 身のまわり 監修　羽島博愛 学研 864

絵でわかる英語じてん ３  町・自然 監修　羽島博愛 学研 865

絵でわかる英語じてん ４ 遊び・行事 監修　羽島博愛 学研 866

絵でわかる英語じてん ５ ことば 監修　羽島博愛 学研 867

絵本平家物語 安野光雅 講談社 869

ｴヴｧﾝｹﾞﾘｵﾝ補完計画 緒方邦彦 シネマサプライ 886

絵本平家物語 安野光雅 講談社 913

絵てがみブック 杉浦さやか KKﾍﾞｽﾄｾﾗｰｽﾞ 1080

英国アンテｨーク 大原照子 文化出版局 1090

エイジ 重松　清 朝日新聞社 1261

永遠の仔　（上） 天童荒太 幻冬舎 1263

永遠の仔　（下） 天童荒太 幻冬舎 1264

英語となかよくなれる本 高橋芽香子 晶文社 1275

蝦夷（えみし）と倭人 阿部義平 青木書店 1287

江戸の花女御 近藤富枝 毎日新聞社 1338

英語教師　夏目漱石 川島幸希 新潮社 1410

園芸ガイド６月号・初夏 主婦の友社 1417

江戸の旅人 高橋千破 時事通信社 1762

ｴｽﾆｼﾃｲ･ｼﾞｪﾝﾀﾞｰから見る日本
の歴史

黒田弘子・他 吉川弘文館 1806

エンブリオ 箒木蓬生 集英社 1838

江戸語に遊ぶ 新井益太郎 三樹書房 1931

江戸の精霊流し 平岩弓枝 文芸春秋 1943

ＮＨＫスポーツアナだけが知ってる・・・ 松本一路 青春出版社 1959

永遠の途中 唯川　恵 光文社 1992

エトロフの恋 島田雅彦 新潮社 1995

絵を描く悦び 千住　博 光文社 2063

蝦夷地別件　上 船戸与一 新潮社 2078

蝦夷地別件　下 船戸与一 新潮社 2079

円生と志ん生 井上ひさし 集英社 2209
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タイトル 著　　　者 出　版　社 登録番号

円朝芝居噺夫婦幽霊 辻原　登 講談社 2267

英雄の書　上 宮部みゆき 毎日新聞社 2356

英雄の書　下 宮部みゆき 毎日新聞社 2357

エンジェルフライト 佐々　涼子 集英社 2493

永遠の０ 百田　尚樹 太田出版 2542

オ 女たちの昭和史　（写真集） 女たちの昭和史　編集委員会 大月書店 1

沖縄のこころ 大田昌秀 岩波書店 167

女たちのアジア 松井やより 岩波書店 198

お経の話 渡辺照宏 岩波書店 207

女たちが変えるアメリカ ﾎｰﾝ･川嶋瑶子 岩波書店 217

男と女変わる力学 鹿嶋　敬 岩波書店 231

ＯＤＡ援助の現実 鷲見一夫 岩波書店 241

老いと健康 吉川正巳 岩波書店 262

オペラをつくる 武満　徹 岩波書店 265

オーストリア6000日 杉本良夫 岩波書店 273

男の座標軸 鹿嶋　敬 岩波書店 330

女たちがつくるアジア 松井やより 岩波書店 475

沖縄現代史 新崎盛暉 岩波書店 487

沖縄平和の礎 大田昌秀 岩波書店 490

沖縄戦後史 中野好夫 岩波書店 504

音楽の基礎 芥川也寸志 岩波書店 514

沖縄ノート 大江健三郎 岩波書店 525

折々のうた 大岡　信 岩波書店 536

折々のうた総索引 大岡　信 岩波書店 581

沖縄 比嘉春潮 (ほか) 岩波書店 627

おいしい紅茶ティータイム・ブック ﾃｨｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ編 大泉書店 630

大人のための友だちのつくり方 横沢　彪 サンマーク出版 669

おいしいテーブル(LEEｸｯｷﾝｸﾞ) 堀井和子 集英社 676

お菓子とデザート 主婦の友社 690

おふくろの味ママの味 村上昭子 主婦の友社 691

お茶の事典 監修 斉藤光哉 成美堂出版 715

大きな布のシンプルパッチワーク 日本ヴォーグ社 747

思いでキルト 日本ヴォーグ社 748

思い出の首飾り 天野恵子 日本ヴォーグ社 749

おもいっきり手抜き料理 大原照子 文化出版局 769

「オウム真理教」追跡2200日 江川紹子 文芸春秋 782

おろかな日々 椎名　誠 文芸春秋 783

老いとは何かを伝えたい 新福尚武 婦人之友社 943

老いてなお我が家で暮らす 沖藤典子 新潮文庫 960

お料理ＢＡＮ!ＢＡＮ! 幻冬舎 961

女たちのジハード 篠田節子 集英社 962

親ができることは「ほんの少しばか
り」のこと 山田太一 PHP研究所 1012
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タイトル 著　　　者 出　版　社 登録番号

親と離れて暮らす長男長女のため
の本 桝添要一 中経出版 1039

おいしい野菜のつくり方 深山　登 ナツメ社 1050

押花ブック 日本ヴォーグ社 1067

おいしい色えんぴつ 視覚ﾃﾞｻﾞｲﾝ研究所 1069

男というもの 渡部淳一 中央公論社 1071

お笑い大蔵省　極秘情報 テリー・伊藤 飛鳥新社 1105

夫の宿題 遠藤順子 ＰＨＰ研究社 1109

夫・遠藤周作を語る 遠藤順子 文芸春秋 1115

押し花のインテリア 服部さち子 世界文化社 1117

押し花アレンジメント 西岡虹洋 主婦と生活社 1121

大仏次郎の横浜 福島行一 神奈川新聞社 1140

オウムと私 林　郁夫 文芸春秋 1147

黄金を抱いて翔べ 高村　薫 新潮社 1155

帯結び　飾り結び 婦人生活家庭ｼﾘｰｽﾞ 婦人生活社 1211

お茶の作法入門 茶の湯文化普及研究会 西東社 1212

女らしさはどう作られたのか 小倉考誠 法蔵館 1271

おじさんだってアジアに行きたい 荒木左地男 文香社 1282

おばあちゃんのパソコン指南 大川加世子 筑摩書房 1304

小倉遊亀天地の恵みを生きる 小倉寛子 文化出版局 1305

王妃の離婚 佐藤賢一 集英社 1315

おいしい！食べやすい！おとしより
の… 竹内冨美子 主婦の友社 1342

贈りもの ﾀﾞﾆｴﾙ･ｽﾃｨｰﾙ アカデミー出版 1346

陰陽師生成り姫 夢枕　獏 朝日新聞社 1357

老いて光る生き方 一番ｹ瀬康子 中経出版 1423

老いてなお、こころ愉しく美しく 長岡輝子 草思社 1450

大山のぶ代の毎日のおかず 大山のぶ代 グラフ社 1482

おいしい自家製 淡交社 1484

押し花　押す花と押さない花たち ﾜｰﾙﾄﾞﾌﾟﾚｽﾌﾗﾜｰ協会 雄鶏社 1488

王陵の考古学 都出比呂志 岩波新書 1497

女が会社で 辛　淑玉 マガジンハウス 1528

お気に入りおかず ベターキーム協会 1555

「大人」の条件 門脇厚司･佐高信 岩波書店 1578

親と子の日本史 枝川公一 産経新聞社 1581

乙武レポート 乙武洋筐 講談社 1589

オリエント急行 窪田太郎 (ほか) 新潮社 1658

大蛇の橋 澤田ふじ子 幻冬舎 1666

おじいさんは山へ金儲けに 村上　龍 ＮＨＫ出版 1676

親がかわれば、子どももかわる 長田百合子 講談社 1685

黄金の石橋 内田康夫 実業之日本社 1690

オトナも子供も大嫌い 群　ようこ 筑摩書房 1693

小倉百人一首 山口慎一・依田奏・他 文英堂 1707

女の一生 新藤兼人 岩波書店 1737
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大川わたり 山本一力 祥伝社 1803

おこしやす 田口八重 栄光出版社 1835

音羽「お受験」殺人 歌代幸子 新潮社 1885

終わりの蜜月（大庭みな子の介護日誌） 大庭利雄 新潮社 1888

落葉の坂道 日本文芸家協会編 日本文芸家協会 1896

ｵｷｰﾌの恋人ｵｽﾞﾜﾙﾄﾞの追憶　上 辻　仁成 小学館 1915

ｵｷｰﾌの恋人ｵｽﾞﾜﾙﾄﾞの追憶　下 辻　仁成 小学館 1916

女たちの京都史跡をたずねて 京都歴史教育協議会編 かもがわ出版 1993

おいしいご飯は、器とはじまる 飛田和緒 講談社 2016

陰陽師（おんみょうじ）　首 夢枕　獏 文芸春秋 2022

終わりなき始まり　上 梁　石日 朝日新聞社 2029

終わりなき始まり　下 梁　石日 朝日新聞社 2030

お伽衆宮本武蔵 井上智重/大倉隆三 草思社 2033

温泉教授の日本全国温泉ガイド 松田忠徳 光文社 2051

男鹿・角館殺しのスパン 西村京太郎 徳間文庫 2056

王妃の館　上 浅田次郎 集英社 2076

王妃の館　下 浅田次郎 集英社 2077

御宿かわせみ傑作選　初春（はる）
の客 平岩弓枝 文芸春秋 2110

老いは楽しゅうございます 岸　朝子 亜紀書房 2125

おまけの人生 本川達雄 阪急ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ 2126

お神酒徳利（みきどっくり） 山本一力 祥伝社 2129

御宿かわせみ　小判商人 平岩弓枝 文芸春秋 2133

オシムの言葉 木村元彦 集英社 2185

女信長 佐藤賢一 毎日新聞社 2194

大人ドロップ 樋口直哉 小学館 2236

お腹召しませ 浅田次郎 中央公論社 2244

音をたずねて 三宮麻由子 文芸春秋 2322

おれたちの街 逢坂　剛 集英社 2331

おそろし 宮部みゆき 角川書店 2341

おはぐろとんぼ 宇江佐真理 実業之日本社 2359

お父やんとオジさん 伊集院静 講談社 2406

終わらざる夏（上） 浅田次郎 集英社 2426

終わらざる夏（下） 浅田次郎 集英社 2427

老いの才覚 曽野綾子 ベストセラーズ 2430

お順　上 諸田　玲子 毎日新聞社 2439

お順　下 諸田　玲子 毎日新聞社 2440

おまえさん（上） 宮部　みゆき 講談社 2458

おまえさん（下） 宮部　みゆき 講談社 2459

大津皇子 町田　俊子 幻冬舎 2548

お伊勢まいり 平岩　弓枝 文藝春秋 2554

終わった人 内舘　牧子 講談社 2610

おらおらでひとりいぐも 若竹　千佐子 河出書房新社 2622

おもかげ 浅田　次郎 毎日新聞出版 2630
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送り火 髙橋弘希 文藝春秋 2646

推し、燃ゆ 宇佐見りん 河出書房新社 2705

お探し物は図書室まで 青山美智子 ポプラ社 2729

老いの福袋 樋口恵子 中央公論社 2736

おいしいごはんが食べられますように 高瀬 隼子 講談社 2740
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