
タイトル 著　　　者 出　版　社 登録番号

ヤ 野外探検大図鑑 松岡達英 小学館 39

野草ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ　１　春の花 富成忠夫 山と渓谷社 107

野草ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ　２　夏の花 富成忠夫 山と渓谷社 108

野草ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ　３　秋の花 富成忠夫 山と渓谷社 109

やさしさの精神病理 大平　健 岩波書店 606

焼きっぱなしのケーキ作り 中道順子・小川聖子 グラフ社 642

野鳥の図鑑 薮内正幸 福音館書店 834

焼きたてパンの誘惑 河出書房 876

屋根裏の明かり ｼｪﾙ･ｼﾙヴｱｽﾀｲﾝ 講談社 884

やさしく描ける絵てがみ 成美堂出版 898

山霧　上 永井路子 文芸春秋 909

山霧　下 永井路子 文芸春秋 910

やさしい病棟 徳永　進 新潮社 1068

約束された場所で 村上春樹 文芸春秋 1210

やっと名医をつかまえた -脳外科手
術までの七十七日- 下田治美 新潮社 1252

柔らかな頬 桐野夏生 講談社 1253

山の郵便配達 ﾎﾟﾝ･ｼﾞｪﾝ･ﾐﾝ 集英社 1584

屋久島水讃歌 早川　淳 南日本新聞社 1620

大和路散歩ベスト８ 小川光三 新潮社 1657

槍持ち佐五平の首 佐藤雅美 実業之日本社 1668

闇からの声 黒岩重吾 文芸春秋 1721

約束の冬　上 宮本　輝 文芸春秋 1927

約束の冬　下 宮本　輝 文芸春秋 1928

約束の冬　上 宮本　輝 文芸春秋 2038

約束の冬　下 宮本　輝 文芸春秋 2039

山古志村のマリと三匹の子犬 桑原真二 文芸春秋 2119

やがての螢（京都市井図絵） 澤田ふじ子 徳間書房 2253

やんごとなき読者 アラン・ベネット 白水社 2362

八つ花ごよみ 山本一力 新潮社 2383

豊かさとは何か 暉峻淑子 岩波書店 236

豊かさの精神病理 大平　健 岩波書店 253

ユ ユーゴスラヴィア現代史 柴　宣弘 岩波書店 460

指と耳で読む 本間一夫 岩波書店 537

幽霊画談 水木しげる 岩波書店 588

ユダヤ人 ｼﾞｬﾝ･ﾎﾟｰﾙ･ｻﾙﾄﾙ 岩波書店 626

ゆるやかな絆 大江健三郎 講談社 661

夢にも思わない 宮部みゆき 中央公論社 733

夕顔 白州正子 新潮社 892

梅桃(ユスラウメ）が実るとき 吉行あぐり 文園社 944

夢について 吉本ばなな 幻冬舎文庫 994

ゆめはるか　吉屋信子　上 田辺聖子 朝日新聞社 1319
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ゆめはるか　吉屋信子　下 田辺聖子 朝日新聞社 1320

雪月夜 馳　星周 双葉社 1500

夢の櫂こぎどんぶらこ 田辺聖子 集英社 1745

夕映えの人 加賀乙彦 文芸春秋 1781

緩やかな反転 新津きよみ 角川書店 1922

ユニット 佐々木　譲 文芸春秋（別冊） 2024

指輪をはめたい 伊藤たかみ 文芸春秋 2026

有料老人ﾎｰﾑ簡単ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ (2005年秋冬号) 風林館 2150

夢の痂 井上ひさし 集英社 2208

夢からの手紙 辻原　登 新潮社 2234

夕映え 宇江佐真理 角川春樹事務所 2291

夢をかたちに　ﾚﾓﾝｶﾞｽを作った男の
挑戦 赤津一二 ロングセラーズ 2400

柚子の花咲く 葉室  麟 朝日新聞出版 2404

揺れる大地に立って 曽野綾子 扶桑社 2477

ゆけ、おりょう 門井慶喜 文藝春秋 2478

ヨ 吉村作治の世界おもしろ遺蹟探検　１ 吉村作治 学研 3

吉村作治の世界おもしろ遺蹟探検　２ 吉村作治 学研 4

吉村作治の世界おもしろ遺蹟探検　３ 吉村作治 学研 5

吉村作治の世界おもしろ遺蹟探検　４ 吉村作治 学研 6

吉村作治の世界おもしろ遺蹟探検　５ 吉村作治 学研 7

吉村作治の世界おもしろ遺蹟探検　６ 吉村作治 学研 8

ヨーロッパの心 犬養道子 岩波書店 269

よみがえる古代文書 平川　南 岩波書店 396

妖精画談 水木しげる 岩波書店 617

ヨーロッパとは何か 増田四郎 岩波書店 618

世にも美しいダイエット 宮本美智子 講談社 662

世にも美しいﾀﾞｲｴｯﾄﾒﾆｭｰﾌﾞｯｸ 宮本美智子 講談社 663

洋食器の事典 成美堂出版編 成美堂出版 718

洋食器の事典 成美堂出版 719

よあけの神父 西本　至 同文書院ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 738

ヨーロッパ鉄道紀行 宮脇俊三 日本交通公社出版 757

ヨーロッパ鉄道紀行 宮脇俊三 日本交通公社出版 758

ヨコハマ「江戸名所図絵」に見る横浜 横浜市民局広報課 横浜市 997

夜離れ 乃南アサ 実業之日本社 1079

夜は罠をしかける 加治将一 新潮社 1260

横浜慕情 平岩弓枝 文芸春秋 1354

余寒の雪 宇江佐真理 実業之日本社 1449

４０歳からきれいな身体をつくる 山岡有美 草思社 1451

ヨーロッパの家　１ 講談社 1491

四千万歩の男　忠敬の生き方 井上ひさし 講談社 1550

読んで身につけた40才からの英語
独学法 笹野洋子 講談社 1552
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夜啼きの森 岩井志麻子 角川書店 1637

夜明けの晩に　上 山田真美 幻冬社 1756

夜明けの晩に　下 山田真美 幻冬社 1757

より道・わき道・散歩道 河合隼雄 創元社 1809

夜の寝覚め 小池真理子 集英社 1889

四日間の奇蹟 浅倉卓弥 宝島社 1934

世論調査のゆくえ 松本正生 中央公論新社 1984

夜回り先生と夜眠れない子どもたち 水谷　修 ｻﾝｸﾁｭｱﾘ出版 2089

夜のピクニック 恩田　陵 新潮社 2106

夜市 恒川光太郎 角川書店 2168

容疑者Ｘの献身 東野圭吾 文芸春秋 2175

夜は短し歩けよ乙女 森見登美彦 角川書店 2211

酔いがさめたら、うちに帰ろう 鴨志田穰 ｽﾀｰﾂ出版 2216

夜明けの街で 東野圭吾 角川書店 2285

楊令伝　第１巻 北方謙三 集英社 2308

楊令伝　第２巻 北方謙三 集英社 2309

楊令伝　第３巻 北方謙三 集英社 2310

楊令伝　四 北方謙三 集英社 2337

楊令伝　五 北方謙三 集英社 2338

楊令伝　六 北方謙三 集英社 2350

楊令伝　七 北方謙三 集英社 2351

楊令伝　八 北方謙三 集英社 2352

八日目の蝉 角田光代 中央公論新社 2402

横浜市の昭和 いき出版 2460

夜の谷を行く 桐野　夏生 文藝春秋 2609

夜に星を放つ 窪　美澄 文藝春秋 2739
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