
タイトル 著　　　者 出　版　社 登録番号

ハ パラサイト・イヴ 瀬名秀明 角川書店 123

母を失うということ ﾎｰﾌﾟ･ｴｰﾃﾞﾙﾏﾝ 日本放送出版協会 155

バナナと日本人 鶴見良行 岩波書店 193

パソコン入門 石田晴久 岩波書店 223

ハイテク社会と労働 森　　清 岩波書店 233

芭蕉、旅へ 上野洋三 岩波書店 239

俳句という遊び 小林恭二 岩波書店 281

ハイデガーの思想 木田　元 岩波書店 333

パソコン・ソフト入門 高橋三男 岩波書店 335

ハワイ 山中速人 岩波書店 350

幕末維新の民衆世界 佐藤誠朗 岩波書店 383

発掘を科学する 田中琢･佐原真編 岩波書店 402

俳句という愉しみ 小林恭二 岩波書店 423

パソコン自由自在 石田晴久 岩波書店 499

パリッ子の食卓 佐藤　真 河出書房新社 639

鳩山家の勉強法
通信勉強指導塾
ｱﾃﾈ

ごま書房 667

はじめての家づくりBOOK 2･･･ 主婦の友社 681

初めての頼まれ仲人 諸泉祐陽 主婦の友社 682

花物語 5 花のﾚｯｽﾝ実例300 主婦の友社 688

花物語 7 素敵なｱﾚﾝｼﾞ実例200 主婦の友社 689

パパッと作れるおかず 主婦の友社 693

腹たち日記 上坂冬子 小学館 700

ハワイ紀行 池沢夏樹 新潮社 705

ハーブ 高橋　章 西東社 714

ハーブの庭 ハーブ編集部編 誠文堂真光社 723

ハーブビネガー 佐々木　薫 誠文堂真光社 724

ハンギングバスケット 坂梨一郎 日本放送出版協会 743

はじめてのカントリー木工 日本ヴォーグ社 755

晴れのちテニス 伊達公子 日本文化出版 759

はじめての囲碁入門 石倉　昇 日本文芸社 762

バラの園を夢見て 梶みゆき（ほか） 婦人生活社 768

ﾊﾟﾀｰﾝがいっぱいｷﾙﾄのある暮らし 藤田久美子 文化出版局 775

パリから行く小さな田舎旅 山口れい 文化出版局 776

ハーブを楽しむ(NHK趣味百科) 広田靚子 日本放送出版協会 902

パッチワーク小もの　２ 日本ヴォーグ社 903

はじめてのフラワーガーデニング 日本文芸社 925

鉢で咲きましょ マルコム・ヒリア 大海社 937

白仏 辻　仁成 文芸春秋 981

林先生に伝えたいこと 灰谷健次郎 新潮文庫 982

母に襁褓をあてるとき 桝添要一 中央公論社 1005

母　住江すゑ 増田れい子 海竜社 1013

はじめてのガーデニング　Ｎｏ．４ 主婦と生活社 1023

バイク爺さん北米をゆく 河添佐之助 三心堂出版社 1081

花の墨絵 岡村南紅 日貿出版社 1083

パッチワークdeバック 川上成子　他 ONDORI 1085

母と神童 奥田昭則 小学館 1177

橋をかける 美智子皇后 すえもりﾌﾞｯｸｽ 1203

二十才のころ 立花　隆 新潮社 1215

パッチワークバック１００ 立花　隆（ほか） ﾊﾟｯﾁﾜｰｸ通信社 1227

バースデイ 鈴木光司 角川書店 1249
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タイトル 著　　　者 出　版　社 登録番号

継母（はは）ボケて鉄人となる 遠藤瓔子 クレスト新社 1259

裸足と貝殻 三木　卓 集英社 1278

パーフェクト・ストーム ｾﾊﾞｽﾁｬﾝ･ﾕﾝｶﾞｰ 集英社 1316

半眼訥々 高村　薫 文芸春秋 1339

裸の大将一代記 小沢信男 筑摩書房 1355

パソコンの「パ」の字から サトウサンペイ 朝日新聞社 1367

はじめるウインドウズ’９８ SE編集部編 翔泳社 1368

はじめるワード２０００ 高橋慈子 翔泳社 1369

はじめるエクセル２０００ SE編集部編 翔泳社 1370

はじめての寄せ植え 新星出版社 1379

花のイギリス文学 金城盛紀 研究社出版 1381

ハンニバル　上 トマス・ハリス 新潮社 1389

ハンニバル　下 トマス・ハリス 新潮社 1390

花探し 林真理子 新潮社 1392

禿鷹の夜 逢坂　剛 文芸春秋 1404

ハリー・ポッターと賢者の石 J.K.ローリング 静山社 1412

母を語る　Ⅱ 遠藤ふき子 日本放送出版協会 1416

花腐し 松浦寿輝 講談社 1466

羽根と翼 黒井千次 講談社 1474

ﾊﾘｰﾎﾟｯﾀｰと秘密の部屋 J.k.ローリング 静山社 1481

はじめての着付けと帯結び 成美堂出版 1490

バトル・ロワイヤル 高見広春 大田出版 1492

話を聞かない男、地図が読めない女 ｱﾗﾝ&ﾊﾞｰﾊﾞﾗ･ﾋﾟｰｽ 主婦の友社 1554

薔薇窓 帚木蓬生 新潮社 1639

ﾊﾘｰ･ﾎﾟｯﾀｰとｱｽﾞｶﾊﾞﾝの囚人　３ Ｊ・Ｋローリング 静山社 1640

はぐれの刺客 澤田ふじ子 徳間書房 1667

ハッピーデイズ ﾚｰﾅ･ﾏﾘｱ 小学館 1716

ハリセンボンの逆襲 椎名　誠 文芸春秋 1727

ハプスブルク家の食卓 関田淳子 集英社 1739

罰 新野剛志 幻冬舎 1768

晴子情歌　上 高村　薫 新潮社 1782

晴子情歌　下 高村　薫 新潮社 1783

白人のｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞという新たなる侵略 清水馨人郎 祥伝社 1830

パソコン入門 エクスメディア （株）ｴｸｽﾒﾃﾞｨｱ 1851

ﾊﾘｰﾎﾟｯﾀｰと災のｺﾞﾌﾞﾚｯﾄ　上 JK･ﾛｰﾘﾝｸﾞ 静山社 1853

ﾊﾘｰﾎﾟｯﾀｰと災のｺﾞﾌﾞﾚｯﾄ　下 JK･ﾛｰﾘﾝｸﾞ 静山社 1854

半落ち 横山秀夫 講談社 1890

激しく倒れよ 沢木耕太郎 文芸春秋 1894

ハイブリット・ウーマン 遥　洋子 講談社 1907

廃用身 久坂部　洋 幻冬舎 1926

俳句実践講義 復本一郎 岩波ﾃｷｽﾄﾌﾞｯｸ 1958

博士の愛した数式 小川洋子 新潮社 1982

ハリガネムシ 吉村萬壱 文芸春秋 2004

煤煙 北方健三 講談社 2010

バカの壁 養老孟司 新潮新書 2048

ﾊﾘｰﾎﾟｯﾀｰと不死鳥の騎士団　上 JK･ﾛｰﾘﾝｸﾞ 静山社 2061

ﾊﾘｰﾎﾟｯﾀｰと不死鳥の騎士団　下 JK･ﾛｰﾘﾝｸﾞ 静山社 2062

破裂 久坂部　洋 幻冬舎 2086

白蛇教異端審問 桐野夏生 文芸春秋 2093

2/8



タイトル 著　　　者 出　版　社 登録番号

はやぶさ新八御用帳　８ 平岩弓枝 講談社 2109

花まんま 末川湊人 文芸春秋 2128

８２歳の日記 メイ・サートン みすず書房 2146

犯人に告ぐ 雫井修介 双葉社 2149

はぐれ牡丹 山本一力 角川書店 2221

拝啓、父上様 倉本　聡 理論社 2225

ﾊﾘｰﾎﾟｯﾀｰと謎のﾌﾟﾘﾝｽ　上 Ｊ．Ｋﾛｰﾘﾝｸﾞ 静山社 2229

ﾊﾘｰﾎﾟｯﾀｰと謎のﾌﾟﾘﾝｽ　下 Ｊ．Ｋﾛｰﾘﾝｸﾞ 静山社 2230

橋ものがたり 藤沢周平 実業之日本社 2249

花の回廊　流転の海　第５部 宮本　輝 新潮社 2280

ハッピーバースデー 青木和雄･吉富多美 金の星社 2284

晩鐘泣きの銀次 続 宇江佐真理 講談社 2306

波乱の時代　上 ｱﾗﾝ･ｸﾞﾘｰﾝｽﾊﾟﾝ 日本経済新聞出版社 2312

波乱の時代　下 ｱﾗﾝ･ｸﾞﾘｰﾝｽﾊﾟﾝ 日本経済新聞出版社 2313

はじめての観葉植物の手入れと育て方 橋詰二三夫 ナツメ社 2326

早刷り岩次郎 山本一力 朝日新聞出版 2333

配達あかずきん 大崎　梢 東京創元社 2334

ﾊﾘｰﾎﾟｯﾀｰと死の秘宝　上 J.K.ﾛｰﾘﾝｸﾞ 静山社 2344

ﾊﾘｰﾎﾟｯﾀｰと死の秘宝　下 J.K.ﾛｰﾘﾝｸﾞ 静山社 2345

パラドックス１３ 東野　圭吾 毎日新聞社 2369

ハッピー・リタイアメント 浅田次郎 幻冬舎 2378

花世の立春　新・御宿かわせみ 平岩弓枝 文藝春秋 2382

母　オモニ 姜　尚中 集英社 2412

華の人 伊藤緋紗子 小学館 2414

花明かり 山本　一力 祥伝社 2457

はやぶさ新八紅花染め秘帳 平岩　弓枝 講談社 2520

晩鐘 佐藤　愛子 文芸春秋 2529

破局 遠野　遥 河出書房新社 3698

はじめての八十歳 山藤章二 岩波書店 2720

白鳥とコウモリ 東野圭吾 幻冬舎 2741

ハヤブサ消防団 池井戸潤 集英社 2744

ヒ 火花 又吉　直樹 文藝春秋 2550

晩秋の陰画 山本　一力 祥伝社 2551

盤上の向日葵 柚月裕子 中央公論新社 2631

ヒーローの輝く瞬間（とき） ﾊﾘｿﾝ･E･ｿｰﾙｽﾞﾍﾞﾘｰ 日本放送出版協会 156

ヒロシマ・ノート 大江健三郎 岩波書店 166

光ファイバ通信 大越孝敬 岩波書店 332

人びとのアジア 中村尚司 岩波書店 407

ヒトの遺伝 中込弥男 岩波書店 446

ビルマ 田辺寿夫 岩波書店 459

疲労とつきあう 飯島裕一 岩波書店 472

火 熊谷清一郎 岩波書店 535

ビーズがおしゃれ! ごとうしのぶ　(ほか) 雄鶏社 633

左手に告げるなかれ 渡部容子 講談社 659

百匹目の猿 船井幸雄 サンマーク出版 672

ひるめしのもんだい 椎名　誠 文芸春秋 797

広田靚子のハーブ･アイテム３３ 広田靚子 日本放送出版協会 901

ビストロスマップ完全レシピ フジテレビ出版 904

人並みでたまるか 監修　小池邦夫 清流出版 936

１人分100円のバリューおかず 大庭英子 講談社 983

ひ弱な男とﾌﾜﾌﾜした女の国 日本 マークス･寿子 草思社 984

髭のそり残し 戸田　淳 徳間文庫 1236

ヒマラヤ酔夢譚 森田千里　 リベルタ出版 1247

ひとは生きてきたようにしか死なない 草柳大蔵 保健同人社 1250

3/8



タイトル 著　　　者 出　版　社 登録番号

百年目の帰郷 鈴木洋史 小学館 1274

１００年前の横浜・神奈川 発行者　松信　裕 有隣堂 1373

引きこもる若者たち 塩倉　裕 ﾋﾞﾚｯｼﾞｾﾝﾀｰ出版 1384

必殺弾道ー警視庁特命狙撃手 門田泰明 徳間書店 1405

一人の父親は百人の教師に勝る ﾁｪｽﾀｰ･ﾌｨｰﾙﾄﾞ 三笠書房 1433

人に着せる着付け 笹島寿美 世界文化社 1483

ひとでなし 澤田ふじ子 幻冬舎 1516

艶紅　ひかりべに 藤田宜永 文芸春秋 1529

ひとりの女 群ようこ 朝日新聞社 1541

ビタミンＦ 重松　清 新潮社 1560

姫椿 浅田次郎 文芸春秋 1597

光に向かって１００の花束 高森顕徹 １万年堂出版 1602

美女入門 林真理子 マガジンハウス 1641

美女入門　２ 林真理子 マガジンハウス 1642

秘密 東野圭吾 文芸春秋社 1665

氷雪の殺人 内田康夫 実業之日本社 1671

美女入門　３ 林真理子 マガジンハウス 1674

緋色の時代　上 船戸与一 小学館 1699

緋色の時代　下 船戸与一 小学館 1700

ひろさちやの古寺巡礼 ひろさちや 小学館 1807

美妙消えた 嵐山光三郎 朝日新聞社 1842

百年の遺産 岡崎久彦 産経新聞 1866

ひさしぶりにさようなら 大道珠貴 講談社 2003

ひとりが、いちばん! 橋田壽賀子 大和書房 2007

火の粉 雫井修介 幻冬舎 2009

１００万回の言い訳 唯川　恵 新潮社 2035

火のみち　上 乃南アサ 講談社 2070

火のみち　下 乃南アサ 講談社 2071

人は、はるか銀河を越えて 坂本政道 講談社ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 2162

秀吉の柳　上 加藤　廣 日本経済新聞社 2192

秀吉の柳　下 加藤　廣 日本経済新聞社 2193

人はなぜ生まれいかに生きるのか 江原啓之 ハート出版 2213

日暮らし　上 宮部みゆき 講談社 2245

日暮らし　下 宮部みゆき 講談社 2246

比丘尼茶碗 澤田ふじ子 幻冬舎 2251

ひとり日和 青山七恵 河出書房新社 2258

病気にならない生き方 新谷弘実 サンマーク出版 2270

ビロード うさぎ ﾏｰｼｪﾘｨ･ｳｲﾘｱﾑｽﾞ 童話館 2276

秘花 瀬戸内寂聴 新潮社 2319

一坪家庭菜園 藤田　智 家の光協会 2327

ひゃくはち 早見和真 集英社 2340

彼岸花 宇江佐真理 光文社 2347

漂砂のうたう 木内　昇 集英社 2424

100歳までボケない101の方法 白澤卓ニ 文藝春秋 2433

蜩ノ記 葉室　麟 祥伝社 2453

日御子 帚木　蓬生 講談社 2462

悲嘆の門　上 宮部　みゆき 毎日新聞社 2535

悲嘆の門　下 宮部　みゆき 毎日新聞社 2536

標的 真山　仁 文藝春秋 2602

ひとめぼれ 畑中　恵　 文藝春秋 2606
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タイトル 著　　　者 出　版　社 登録番号

百年泥 石井 遊佳 新潮社 2621

日野原重明の世界 日野原　重明 中央法規 2635

百花 川村元気 文藝春秋社 2669

平場の月 朝倉かずみ 光文社 2681

日々是日本語 今野　真二 岩波書店 2709

日傘を差す女 伊集院  静 文春文庫 2727

彼岸花が咲く島 李  琴峰 文藝春秋社 2721

フ ふたり 唐沢寿明 幻冬舎 130

フォレスト・ガンブ ｳｨﾝｽﾄﾝ･ｸﾞﾙｰﾑ 講談社 135

フォレスト・ガンブ　２ ｳｨﾝｽﾄﾝ･ｸﾞﾙｰﾑ 講談社 136

古畑任三郎の研究 古畑任三郎友の会編 同文書院 152

物理学はいかに創られたか　上 アインシュタイン 岩波書店 180

物理学はいかに創られたか　下 アインシュタイン 岩波書店 181

物理学とは何だろうか　上 朝永振一郎 岩波書店 185

物理学とは何だろうか　下 朝永振一郎 岩波書店 186

「文明論之概略」を読む　上 丸山真男 岩波書店 194

「文明論之概略」を読む　中 丸山真男 岩波書店 195

「文明論之概略」を読む　下 丸山真男 岩波書店 196

仏教　第２版 渡辺照宏 岩波書店 205

ﾌﾟﾗｲﾊﾞｼｰと高度情報化社会 堀部政男 岩波書店 212

仏教入門 三枝充悳 岩波書店 244

フィルハーモニーの風景 岩城宏之 岩波書店 258

フォト・ジャーナリストの眼 長倉洋海 岩波書店 309

武家と天皇 今谷　明 岩波書店 348

ファッション 森　英恵 岩波書店 364

文章の書き方 辰濃和男 岩波書店 379

プルトニウムの未来 高木仁三郎 岩波書店 411

ブナの森を楽しむ 西口親雄 岩波書店 458

文化人類学への招待 山口昌夫 岩波書店 544

フランス家族事情 浅野素女 岩波書店 602

文学入門 桑原武夫 岩波書店 839

福田英子 村田静子 岩波書店 854

フルハウス 柳　美里 文芸春秋 908

父性の復権 林　道義 中央公論社 938

２人分 15分の電子レンジおかず 村上洋子 講談社 985

ＢＲＡＩＮ　ＶＡＬＬＥＹ　（上） 瀬名秀明 角川書店 1019

ＢＲＡＩＮ　ＶＡＬＬＥＹ　（下） 瀬名秀明 角川書店 1020

ブレイン・スタイル ﾏｰﾚｰﾝ･ﾐﾗｰ 講談社 1022

不肖の孫 夏目房之介 筑摩書房 1075

文学がもっと面白くなる 金井景子 ダイヤモンド社 1102

フィレンツェ貴族からの招待状 山下史路 文芸春秋 1139

ﾌﾞｴﾉｽｱｲﾚｽ午前零時 藤沢　周 河出書房新社 1157

普通の子どもたちの崩壊 河上亮一 文芸春秋 1280

震える岩 宮部みゆき 新人物往来社 1353

ブランドの世紀 山田登世子 マガジンハウス 1356

ふにゃふにゃになった日本人 マークス寿子 草思社 1366

ﾌﾟﾛが教える暮らしの知恵　きほんのき 朝日新聞社 1377

プーア・リチャードの暦 B・フランクリン 三笠書房 1385

ﾌｼﾞ子・ﾍﾐﾝｸﾞ　魂のピアニスト フジ子・ヘミング 求龍堂 1396

舞踏会に向かう三人の農夫 リチャード・パワーズ みすず書房 1401

故郷へ帰る道 安野光雅 岩波書店 1444

冬の伽藍 小池真理子 講談社 1447

フルーツフル 中平まみ 実業之日本社 1463

不発弾 乃南アサ 講談社 1476
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タイトル 著　　　者 出　版　社 登録番号

不況もまた良し 津本　陽 幻冬舎 1532

プラナリア 山本文緒 文芸春秋 1551

深川恋物語 宇江佐真理 集英社 1669

プリズンホテル　夏 浅田次郎 集英社 1681

プリズンホテル　秋 浅田次郎 集英社 1682

プリズンホテル　冬 浅田次郎 集英社 1683

不適雑記 佐藤愛子 集英社 1701

ﾌｧｽﾄﾌｰﾄﾞが世界を食いつくす ｴﾘｯｸ ｼｭﾛｰｻ 草思社 1715

プリンズホテル　４　春 浅田次郎 集英社 1736

武士道と現代 笠谷和比古 扶桑社 1805

風水火那子の冒険 山田正紀 光文社 1921

不安の力 五木寛之 集英社 1963

ﾌｧﾝﾀｼﾞｯｸ ﾋﾞｰｽﾞｺﾚｸｼｮﾝ 日本ヴォーグ社 1998

武家用心集 乙川優三郎 集英社 2005

深追い 横山秀夫 実業之日本社 2011

ぶどうの木 坂本洋子 幻冬舎 2036

冬のソナタ　上 キムウニ 日本放送出版協会 2059

冬のソナタ　下 キムウニ 日本放送出版協会 2060

無事、これ名馬 上江佐　真理 新潮社 2144

深尾くれない 宇江佐　真理 新潮社 2153

文明崩壊　上 ｼﾞｬﾚｯﾄﾞﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ､楡井浩一 草思社 2160

文明崩壊　下 ｼﾞｬﾚｯﾄﾞﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ､楡井浩一 草思社 2161

Ｆａｎｔａｓｉａ 髙樹のぶ子 文芸春秋 2170

深川駕篭 山本一力 祥伝社 2180

藤沢周平父の周辺 遠藤展子 文芸春秋 2199

不埒な希望 狩谷あゆみ 松籟社 2212

負の力 テリー伊藤 サンマーク出版 2217

藤沢周平未刊行初期短編 藤沢周平 文芸春秋 2227

深川にゃんにゃん横丁 宇江佐真理 新潮社 2346

プラチナデータ 東野圭吾 幻冬舎 2405

ブラック　オア　ホワイト 浅田　次郎 新潮社 2564

ファーストラヴ 島本理生 文藝春秋 2645

ブラック・ショウマンと名もなき町
の殺人

東野圭吾 光文社 2707

冬の狩人 大沢在昌 幻冬舎 2708

武漢日記 方方 河出書房新社 2712

二人の嘘 一雫 ライオン 幻冬舎 2726

ブラックボックス 砂川文治 講談社 2730

へ 平安王朝 保立道久 岩波書店 483

米軍と農民 阿波根昌鴻 岩波書店 628

ベートーヴェンへの旅 木之下　晃 新潮社 711

ヘルマンヘッセへの旅 高橋健二（ほか） 新潮社 712

蛇を踏む 川上弘美 文芸春秋 798

平気でうそをつく人たち M･ｽｺｯﾄ･ﾍﾞｯｸ 草思社 1052

弁護 Ｄ・Ｗバッファ 文芸春秋 1120

ペルーの子 神原孝史 本の泉 1590

ペットの万能薬 小宮山典寬 新潮社 1638

平家物語（１） 宮尾登美子 朝日新聞社 1648

ヘンな事ばかり考える男・・・ 東海林さだお 文芸春秋 1741

平家物語（２） 宮尾登美子 朝日新聞社 1750

ペリーの白旗 岸　俊光 毎日新聞社 1920

蛇にピアス 金原ひとみ 集英社 2037

平家物語（３）　朱雀の巻 宮本登美子 朝日新聞社 2044

平家物語（４）　玄武之巻 宮本登美子 朝日新聞社 2045

ヘヴン 川上未映子 講談社 2392
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タイトル 著　　　者 出　版　社 登録番号

紅けむり 山本　一力 双葉社 2519
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タイトル 著　　　者 出　版　社 登録番号

べんけい飛脚 山本　一力 新潮社 2543

ベトナムの桜 平岩　弓枝 毎日新聞社 2551

髪結い伊三次捕物余話
「竈（へっつい）河岸」

宇江佐　真理 文藝春秋 2557

変幻 今野　敏 講談社 2601

ホ 星の輝き　上 ｼﾄﾞﾆｲ･ｼｪﾙﾀﾞﾝ アカデミー出版 110

星の輝き　下 ｼﾄﾞﾆｲ･ｼｪﾙﾀﾞﾝ アカデミー出版 111

ホット・ゾーン　上巻 ﾘTｬｰﾄﾞ･ﾌﾟﾚｽﾄﾝ 飛鳥新社 117

ホット・ゾーン　下巻 ﾘTｬｰﾄﾞ･ﾌﾟﾚｽﾄﾝ 飛鳥新社 118

僕らしく君らしく自分色 教育史料出版会 127

法とは何か 渡辺洋三 岩波書店 187

報道写真家 桑原史成 岩波書店 237

ボランティア 金子郁容 岩波書店 315

ボケの原因を探る 黒田洋一郎 岩波書店 324

ぼくのドイツ文学講義 池内　紀 岩波書店 444

法を学ぶ 渡部洋三 岩波書店 558

冒険図鑑 さとうち藍 福音館書店 830

歩道の終るところ ｼｪﾙ･ｼﾙヴｱｽﾀｲﾝ 講談社 883

ホンの幸せ 氷室冴子 集英社 887

ボケる人ボケない人こう違う 平塚秀男 TBSブリタニカ 918

ボケを防ぐ心の活性法 千葉康則 三省堂 930

ボランティア・ガイドブック M･ﾏｸﾞﾚｶﾞｰ（ほか） 誠信書房 935

鉄道員（ぽっぽや） 浅田次郎 集英社 986

ホワイトアウト 真保裕一 新潮社 1033

本気で家を建てるには 村瀬春樹 新潮社 1044

ぼくはこんな本を読んできた 立花　隆 文芸春秋 1049

北海道殺人紀行 斉藤　栄 徳間書店 1131

本番いきま～す 清水義範 実業の日本社 1141

穂高吊り尾根殺人事件 梓　林太郎 徳間書店 1175

法華経を生きる 石原慎太郎 幻冬舎 1198

本当は恐ろしいグリム童話 桐生　操 K.Kﾍﾞｽﾄｾﾗｰｽﾞ 1269

本所深川ふしぎ草紙 宮部みゆき 新人物往来社 1351

本能寺　上 池宮彰一郎 毎日新聞社 1425

本能寺　下 池宮彰一郎 毎日新聞社 1426

ぼんくら 宮部みゆき 講談社 1506

滅びのモノクローム 三浦明博 講談社 1818

炎は闇の彼方に 金　賛汀 日本放送出版協会 1823

ホームページ．ビルダー エクスメディア （株）ｴｸｽﾒﾃﾞｨｱ 1850

僕のなかの壊れていない部分 白石一文 光文社 1904

ポール・ジャクレー ﾎﾟｰﾙ･ｼﾞｬｸﾚｰ 淡交社 1949

星野道夫物語 国松俊英 ポプラ社 1972

星々の舟 村山由佳 文芸春秋 2041

牡丹酒 山本一力 講談社 2222

ぼけになりやすい人、なりにくい人 大友英一 ナツメ社 2325

北天蒼星 伊東　潤 角川書店 2445

放蕩記 村山　由佳 集英社 2452

本能寺の変４３１年目の真実 明智　憲三郎 文芸社文庫 2527

ぼくはイエローカードで　ホワイトで
ちょっとブルー

ブレディみかこ 新潮社 2680

牧水の恋 俵　万智 文藝春秋社 2697

星に仄めかされて 多和田葉子 講談社 2717

星落ちて、なお 澤田　瞳子 文藝春秋社 2723
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