
タイトル 著　　　者 出　版　社 登録番号

タ 第十の予言 ｼﾞｪｲﾑｽﾞ･ﾚｯﾄﾞﾌｨｰﾙﾄﾞ 角川書店 122

大事な事(相田みつを・心の詩　３) 相田みつを ダイヤモンド社 151

大恐慌のアメリカ 林　敏彦 岩波書店 222

台湾 戴　国煇 岩波書店 224

短編小説講義 筒井康隆 岩波書店 254

体験ルポ世界の高齢者福祉 山井和則 岩波書店 288

竹の民族誌 沖浦和光 岩波書店 289

タバコはなぜやめられないか 宮里勝政 岩波書店 331

タイ 末広　昭 岩波書店 356

短歌をよむ 俵　万智 岩波書店 361

大地動乱の時代 石橋克彦 岩波書店 397

体験ルポ日本の高齢者福祉 山井和則 岩波書店 398

ダルマの民俗学 吉野裕子 岩波書店 422

短歌の世界 岡井　隆 岩波書店 438

平将門の乱 福田豊彦 岩波書店 539

胎児の環境としての母体 荒井　良　 岩波書店 568

たたかう映画 亀井文夫 岩波書店 572

太平洋の非核化構想 豊田利幸(ほか) 岩波書店 575

大往生 永　六輔 岩波書店 586

大切な人 宮崎恭子 講談社 653

太陽になれない月 三田佳子 講談社 654

楽しい押し花づくり 柳川昌子 日本放送出版協会 744

卵１個のおやつ 柴川日出子 日本ヴォーグ社 753

旅とスケッチ・鎌倉 婦人画報社 767

たべあわせ薬効菜 阿部絢子 文化出版局 779

たべもの回復薬 阿部絢子 文化出版局 780

たべもの薬箱 阿部絢子 文化出版局 781

卵１個のおやつ 柴川日出子 日本ヴォーグ社 919

ターン 北村　薫 新潮社 974

台所 坂上　弘 新潮社 975

焚火の終わり（下） 宮本　輝 集英社 976

焚火の終わり（上） 宮本　輝 集英社 977

旅の半空 森本哲郎 新潮社 1001

他人をほめる人、けなす人 F･ｱﾙﾍﾞﾛｰﾝ 草思社 1016

他人をほめる人、けなす人 F･ｱﾙﾍﾞﾛｰﾝ 草思社 1028

旅とやきものの本 近畿日本ﾂｰﾘｽﾄ 1078

大河の一滴 五木寛之 幻冬舎 1097

大東亜戦争の実相 瀬島龍三 ＰＨＰ研究社 1132

タイタニックは沈められた ロビン・カーディナー 集英社 1135

誰も見なかった中国 落合信彦 小学館 1142

奪取 真保裕一 講談社 1163

ダイオキシン 宮田秀明 岩波新書 1239

竹村健一流開き直りのすすめ 竹村健一 青春出版社 1272
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タイトル 著　　　者 出　版　社 登録番号

ダイビングの世界 須賀潮美 岩波書店 1327

大探検時代の博物学者たち ﾋﾟｰﾀｰ･ﾚｲﾋﾞｰ 河出書房 1361

だから、あなたも生きぬいて 大平光代 講談社 1391

dancyu６月号 プレジデント社 1419

ダブルフェイス 久間十義 幻冬舎 1435

たかられる大国日本 浜田和幸 祥伝社 1455

高橋尚子　金ﾒﾀﾞﾙへの絆 小出義雄 日本文芸社 1456

タナトノート ﾍﾞﾙﾅｰﾙ･ｳﾞｪﾙﾍﾞｰﾙ 日本放送出版協会 1471

第四の生き方 ｱﾝ･ﾃﾞｨｸｿﾝ つげ書房新社 1512

立花宗茂 中野　等 吉川弘文館 1534

タリバン ｱﾊﾒｯﾄﾞﾗｰﾄﾞ 講談社 1576

ﾀﾞﾚﾝ･ｼｬﾝ奇怪なｻｰｶｽ ﾀﾞﾚﾝ･ｼﾞｬﾝ 小学館 1610

田沼意次の時代 大石慎三郎 岩波新書 1704

探偵ガリレオ 東野圭吾 文芸春秋 1751

ダイスをころがせ 真保裕一 毎日新聞社 1753

誕生日の子どもたち ﾄﾙｰﾏﾝ･ｶﾎﾟﾃｨ 文芸春秋 1790

田中真紀子の正体 上杉　隆 草思社 1811

種まく子供たち 佐藤律子編 ポプラ社 1836

「田中真紀子」　研究 立花　隆 文芸春秋 1852

高瀬川 平野啓一郎 講談社 1913

だからアメリカは嫌われる ﾏｰｸ･ﾊﾌｶｰﾄﾞ 草思社 1923

旅の途中で 髙倉　健 新潮社 1930

魂の自由人 曽野綾子 光文社 1941

奪還 蓮池　透 新潮社 1947

食べるな、危険! 日本子孫集金著 講談社 1955

たそがれ清兵衛 藤沢周平 新潮社 1956

ダロウェイ夫人 ヴｧｰｼﾞﾆｱ･ｳﾙﾌ 集英社 1960

魂 柳　美里 小学館 1967

立花隆秘書日記 佐々木千賀子 ポプラ社 1973

第三の時効 横山秀夫 集英社 2012

卵のふわふわ 宇江佐真理 講談社 2072

大河な日日 三谷幸喜 朝日新聞社 2082

対岸の彼女 角田光代 文芸春秋 2094

だれでも泊まれる全国のおすすめ
の公共の宿 成美堂出版 2112

魂萌え! 桐野夏生 毎日新聞社 2116

ダ・ヴィンチ・コード（上） ﾀﾞﾝ･ﾌﾞﾗｳﾝ 角川書店 2117

ダ・ヴィンチ・コード（下） ﾀﾞﾝ･ﾌﾞﾗｳﾝ 角川書店 2118

だいこん 山本一力 光文社 2131

辰巳八景 山本一力 新潮社 2151

旅先でビール 川本三郎 潮出版社 2165

たぶん最後の御挨拶 東野圭吾 文芸春秋 2286

ダイイング・アイ 東野圭吾 光文社 2303

爛れた闇の帝国 飴村　行 角川書店 2418
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団塊の秋 堺屋　太一 祥伝社 2502

北町奉行所物語　為吉 宇江佐　真理 実業之日本社 2556

団塊の後 堺屋　太一 毎日新聞社 2608

宝島 真藤順丈 講談社 2653

大名倒産（上） 浅田次郎 文藝春秋社 2682

大名倒産（下） 浅田次郎 文藝春秋社 2683

チ 中国の歴史　上 貝塚茂樹 岩波書店 171

中国の歴史　中 貝塚茂樹 岩波書店 172

中国の歴史　下 貝塚茂樹 岩波書店 173

地球環境報告 石　弘之 岩波書店 219

中国とソ連 毛里和子 岩波書店 232

超ミクロ世界への挑戦 田中敬一 岩波書店 240

中国大陸をゆく 天児　慧 岩波書店 259

地方からの発想 平松守彦 岩波書店 260

チェルノブイリ報告 広河隆一 岩波書店 280

彫刻家 飯田善国 岩波書店 282

腸は考える 藤田恒夫 岩波書店 291

中世倭任人伝 村井章介 岩波書店 338

地球環境問題とは何か 米本昌平 岩波書店 381

中国　人口超大国のゆくえ 若林敬子 岩波書店 389

中東共存への道 広河隆一 岩波書店 403

中央アジア歴史群像 加藤九祚 岩波書店 439

地方分権事始め 田島儀介 岩波書店 452

知的生涯の技術 梅棹忠夫 岩波書店 527

超能力の世界 宮城音弥 岩波書店 554

中国近現代史 小島晋治 岩波書店 557

中国の音楽世界 孫　玄歳 岩波書店 573

地球温暖化を考える 宇沢弘文 岩波書店 601

地下街の雨 宮部みゆき 集英社 675

小さな押し花　Part 2 思い出･･･ 大沢節子 日本放送出版協会 745

中国の数学 薮内　清 岩波書店 840

中高年の週間ﾍﾙｼｰﾒﾆｭｳ １ 柳沢由子･柳沢久美子 日本放送出版協会 857

父吉田茂 麻生和子 光文社 928

チョコレート革命 俵　万智 河出書房 978

珍妃の井戸 浅田次郎 講談社 1006

父、丹波文雄　介護の日々 本田桂子 中央公論社 1011

小さな花の押し花ｶｰﾄﾞのﾃﾞｻﾞｲﾝ300 大沢節子 ＮＨＫ出版 1055

地を這う虫 高村　薫 文芸春秋 1064

父　相田みつを 相田一人 文化出版局 1072

地下鉄小さな旅 読売旅行出版社 1091

小さいことに　くよくよするな リチャード・カールソン サンマーク出版 1133

中年以後 曾野綾子 光文社 1245

チョコレートの歴史 ソフィー・D・コウ 河出書房新社 1281
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中世日本の内と外 村井章介 筑摩書房 1312

宙返り　上 大江健三郎 講談社 1322

宙返り　下 大江健三郎 講談社 1323

地球と生命の起源 酒井　均 講談社 1324

父親革命 長山靖生 新潮社 1428

地震列島日本の謎を探る 日本地質学会 東京書籍 1518

中高年からの健康ｽﾎﾟｰﾂ入門読本 青木　高 ぎょうせい 1527

父への恋文 藤原咲子 山と渓谷社 1711

小さいときから考えてきたこと 黒柳徹子 新潮社 1722

地名の魅力 谷川彰英 白水社 1760

中央構造帯 内田康夫 講談社 1880

痴呆病棟 江川　晴 小学館 2020

中途採用捜査官ＳＡＴ・・・ 佐々木　敏 徳間書房 2114

チャングム１　宮廷編 キム・サンホン 早川書房 2141

チャングム２　追放編 キム・サンホン 早川書房 2142

チャングム３　医女編 キム・サンホン 早川書房 2143

散るぞ悲しき　硫黄島総指揮官･栗
林忠道 梯　久美子 新潮社 2181

知恵蔵　２００７ （２００７年版） 朝日新聞社 2202

中原の虹　１ 浅田次郎 講談社 2204

中原の虹　２ 浅田次郎 講談社 2205

中原の虹　３ 浅田次郎 講談社 2257

中原の虹　４ 浅田次郎 講談社 2297

チッチと子 石田衣良 毎日新聞社 2376

長宗我部 長宗我部友親 バジリコ 2408

地下水脈 森崇　俊 幻冬舎 2463

超高速！参勤交代 土橋　章宏 講談社 2516

地に巣くう あさの　あつこ 光文社 2565

地図と写真から見える！
鎌倉・横浜　歴史を愉しむ 高橋　伸和 西東社 2595

長兵衛天眼帳 山本一力 KADOKAWA 2640

ツ 釣りの科学 檜山義夫 岩波書店 528

釣り（海・川・湖沼） 原　まさし 梧桐書院 664

つれなかりせばなかなかに 瀬戸内寂聴 中央公論社 899

剣と寒紅　三島由紀夫 福島次郎 文芸春秋 1035

作りおきのおかず ﾍﾞﾀｰﾎｰﾑ出版局 1084

痛快！経済学 中谷　厳 集英社ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 1288

罪なくして罰せず 中坊公平 朝日文庫 1601

償い 矢野敦子 幻冬舎 1678

翼はいつまでも 川上健一 集英社 1748

椿山課長の七日間 浅田次郎 朝日新聞社 1901

繋がれた明日 真保裕一 朝日新聞社 1925

月のしずく 浅田次郎 文芸春秋 2075

土の中の子供 中村文則 新潮社 2124

4/8



タイトル 著　　　者 出　版　社 登録番号

憑神（つきがみ） 浅田次郎 新潮社 2145

月島慕情 浅田次郎 文芸春秋 2259

月と蟹 道尾秀介 文藝春秋 2425

つまをめとらば 青山　文平 文藝春秋 2558

土の記（上） 高村　薫 新潮社 2673

土の記（下） 高村　薫 新潮社 2674

月夜の森の梟 小池真理子 朝日新聞出版 2745

テ ディズニーランドという聖地 能登路雅子 岩波書店 257

テレビの明日 岡村黎明 岩波書店 345

電気の謎をさぐる 本間三郎 岩波書店 380

転換期の国際政治 武者小路公秀 岩波書店 449

定年後20年を夫婦とも元気に暮ら
す知恵 並木智彬 明日香出版社 510

定年後20年は夫婦で旅を愉しみなさい 河野一郎 明日香出版社 511

定年後は山歩きを愉しみなさい 小倉　厚 明日香出版社 512

定年後の10年はこうして(いい夫婦)
を愉しみなさい 間地秀三 明日香出版社 513

哲学の現在 中村雄二郎 岩波書店 529

ＤＮＡと遺伝情報 三浦謹一郎 岩波書店 550

デカルト 野田又夫 岩波書店 563

テレビ国際報道 渡部光一 岩波書店 579

天の伽藍 津本　陽 角川書店 635

照柿 高村　薫 講談社 655

天使がくれた時計 ﾘﾁｬｰﾄﾞ･P･ｴヴｧﾝｽ 講談社 656

徹底活用!電子ﾚﾝｼﾞｽﾋﾟｰﾄﾞおかず集 日本放送出版協会 746

ティータイムケーキ 加藤千恵 文化出版局 773

哲学入門 三木　清 岩波書店 846

手早くできるﾍﾙｼｰ野菜料理200品 日本放送出版協会 858

定年後　夫婦で楽しく生きるコツ 南　和子 大和書房 979

天涯の花 宮尾登美子 集英社 1015

手毬 瀬戸内寂聴 新潮社 1089

篆刻入門 芸術新聞社 1092

ディール・メイカー 服部真澄 祥伝社 1116

天狗風 宮部みゆき 東京新人物往来社 1192

電脳暮し 水上　勉 哲学書房 1246

天職をつかんだ９人の女性 井上一馬 中央公論新社 1273

天球は翔ける　上 陳　舜臣 毎日新聞社 1358

天球は翔ける　下 陳　舜臣 毎日新聞社 1359

電子決済システムのしくみ 井上龍行 中経出版 1406

定年破壊 清家　篤 講談社 1472

天の瞳　幼年編Ⅰ 灰谷健次郎 角川書店 1565

天の瞳　幼年編Ⅱ 灰谷健次郎 角川書店 1566

天国への階段　上 白川　道 幻冬舎 1569

天国への階段　下 白川　道 幻冬舎 1570
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天の瞳　少年編Ⅰ 灰谷健次郎 角川書店 1587

天の瞳　成長編Ⅱ 灰谷健次郎 角川書店 1588

天の瞳　成長編Ⅰ 灰谷健次郎 角川書店 1598

天の瞳　少年編Ⅱ 灰谷健次郎 角川書店 1599

天気待ち 野上照代 文芸春秋 1618

てのひらの闇 藤原伊織 文芸春秋社 1663

出会いの不思議 河合隼雄 創元社 1808

てるてる坊主の照子さん　上 なかにし礼 新潮社 1827

てるてる坊主の照子さん　下 なかにし礼 新潮社 1828

天国の本屋 松久淳、田中渉 かまくら春秋社 1903

手紙 東野圭吾 毎日新聞社 1914

テクニックインフラワーズ ﾚﾝ･ｵｰｸﾒｲﾄﾞ 成文堂新光社 1944

天切り松闇がたり 浅田次郎 徳間書房 1990

デットエンドの思い出 よしもとばなな 文芸春秋 2025

電車男 中野独人 新潮社 2135

出口のない海 横山秀雄 講談社 2240

天才 石原　慎太郎 幻冬舎 2241

デンジャラス 桐野 夏生 中央公論新社 2614

テスカトリポカ 佐藤究 KADOKAWA 2722

ト 豊臣秀吉 鈴木良一 岩波書店 174

ドルと円 宮崎義一 岩波書店 221

都庁 佐々木信夫 岩波書店 274

ドナウ河紀行 加藤雅彦 岩波書店 290

東京の都市計画 越沢　明 岩波書店 297

都市開発を考える 大野輝之 岩波書店 305

ドイツ人のこころ 高橋義人 岩波書店 329

東京再発見 伊藤　孝 岩波書店 346

都市計画 五十嵐敬喜 岩波書店 353

統合と分裂のヨーロッパ 梶田孝道 岩波書店 365

東京の美学 芦原義信 岩波書店 371

鄧小平の遺産 田畑光永 岩波書店 421

東欧再生への模索 小川和男 岩波書店 427

東京大空襲 早乙女勝元 岩波書店 519

東西書肆街考 脇村義太郎 岩波書店 534

読書と社会科学 内田義彦 岩波書店 553

都市と水 高橋　裕 岩波書店 570

どうしてものが見えるのか 村上　元彦 岩波書店 608

東南アジアを知る 鶴見良行 岩波書店 611

東洋医学 大塚恭男 岩波書店 616

土地に刻まれた歴史 古島敏雄 岩波書店 620

戸隠伝説殺人事件 内田康夫 角川書店 637

とらわれる生き方、あるがままのいき方 大原健士郎 講談社 657

ﾄﾞﾗｲﾌﾗﾜｰ･ﾎﾟﾌﾟﾘ･押し花 主婦と生活社編 主婦と生活社 677
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タイトル 著　　　者 出　版　社 登録番号

東京異聞 小野不由美 新潮社 703

トットの欠落帖 黒柳徹子 新潮社 704

ドイツ・ロマンティック街道 新潮社 710

東京いい店うまい店’97～’98年度 文芸春秋出版局編 文芸春秋 793

時にはうどんのように 椎名　誠 文芸春秋 794

徳川慶喜家の子ども部屋 榊原喜佐子 草思社 875

とらわれる生き方、あるがままのいき方 大原健士郎 講談社 882

東京周辺の美術館 神奈川 千葉 埼玉 講談社 1077

東京の美術館 都内で見られる世界
の名作 講談社 1086

ドラック世代 水谷　修 太陽企画出版 1103

十津川警部　北陸を走る 西村京太郎 徳間書店 1164

土壇場の経済学 青木雄二､宮崎学 南風社 1185

朱鷺（トキ）の遺言 小林照幸 中央公論社 1190

東京牛乳物語 黒川鍾信 新潮社 1224

同時代の読み方 内橋克人 岩波書店 1362

ドットコムショック 大前研一 小学館 1371

東大で上野千鶴子にｹﾝｶを学ぶ 遙　洋子 筑摩書房 1383

頭取たちの決断 ふじい・よしひろ 日本経済新聞社 1397

遠い宮殿　－幻のﾎﾃﾙへー 稲葉なおと 新潮社 1453

棟梁のよもやま話 前場幸治 冬青社 1523

トレイル・オブ・ティアズ A.J.クｲネル 集英社 1539

ドメスティック・バイオレンス 小西聖子 白水社 1617

利家とまつ　上 竹山　洋 ＮＨＫ出版 1712

父さんのからだを返して ｹﾝ･ﾊｰﾊﾟｰ 早川書房 1713

遠ざかる祖国 逢坂　剛 講談社 1726

利家とまつ　下 竹山　洋 ＮＨＫ出版 1729

砦なき者 (とりでなきもの) 野沢　尚 講談社 1734

東京周辺の山 発行人　川崎吉光 山と渓谷社 1761

歳三　往きてまた 秋川香乃 文芸社 1764

独学の時代 米本昌平 ＮＴＴ出版 1863

怒濤（どとう）の厄年 三谷幸喜 朝日新聞社 1940

東京ﾀﾜｰ ｵｶﾝとﾎﾞｸと、時々、ｵﾄﾝ ﾘﾘｰ･ﾌﾗﾝｷｰ 扶桑社 2172

どれくらいの愛情 白石一文 文芸春秋 2218

道三堀のさくら 山本一力 角川書店 2223

十日えびす 宇江佐真理 祥伝社 2231

鈍感力 渡辺淳一 集英社 2233

峠越え 山本一力 ＰＨＰ研究社 2243

ﾄｯﾄちゃんとｶﾏﾀ先生のずっとやくそく 黒柳徹子､鎌田　実 ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ 2279

東京島 桐野夏生 新潮社 2335

ドーン 平野啓一郎 講談社 2377

同期 今野　敏 講談社 2385

十津川警部　謎と裏切りの東海道 西村京太郎 文藝春秋 2387

東京電力研究　排除の系譜 斎藤　貴男 講談社 2473
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タイトル 著　　　者 出　版　社 登録番号

等伯（上） 阿部　龍太郎 日経新聞 2480

等伯（下） 阿部　龍太郎 日経新聞 2481

土漠の花 月村　了衛 幻冬舎 2540

とるとだす 畠中　恵 新潮社 2626

道標 今野　敏 角川春樹事務所 2628

灯台からの響き 宮本　輝 集英社 2710

同志少女よ、敵を撃て 逢坂冬馬 早川書房 2747
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