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タイトル 著者・編者 出版社 出版年 請求記号
そして誰もいなくなった アガサ・クリスティー ,青木久惠[訳] 早川書房 2010 ///S（ハヤカワ文庫）
かわいいものの本 銀色夏生 角川書店 1999 ///S（角川文庫き-9-34）
バリ＆モルジブ旅行記 銀色夏生 角川書店 2000 ///S（角川文庫き-9-39）
ご冗談でしょう、ファインマンさん　（上 ・下） R. P. ファインマン,大貫昌子[訳] 岩波書店 2000 ///S　（岩波現代文庫 社会5,6）
鏡のなかの鏡 : 迷宮 ミヒャエル・エンデ ,丘沢静也[訳] 岩波書店 2001 ///S（岩波現代文庫 文芸31）
学問のすすめ 福澤諭吉 岩波書店 1978 ///S　（岩波文庫 青102-3）
ヴィルヘルム・マイスターの修業時代　（上・中・下） ゲーテ,山崎章甫[訳] 岩波書店 2000 ///S（岩波文庫 赤405-2,3,4）
生物と無生物のあいだ 福岡伸一 講談社 2007 ///S（講談社現代新書1891）
日本辺境論 内田樹 新潮社 2009 ///S（新潮新書336）
砂の女 安部公房 新潮社 1981 ///S（新潮文庫あ-4-15）
月の影影の海　（上・下） 小野不由美 新潮社 2012 ///S（新潮文庫お-37-52,53)
ABC殺人事件 アガサ・クリスティー,中村能三[訳] 新潮社 1989 ///S（新潮文庫クー3-5）
きよしこ 重松清 新潮社 2005 ///S（新潮文庫し-43-7）
お家さん　（上・下） 玉岡かおる 新潮社 2010 ///S（新潮文庫た-51-7,8）
しゃばけ 畠中恵 新潮社 2004 ///S（新潮文庫は-37-1）
デミアン ヘルマン・ヘッセ,高橋健二[訳] 新潮社 1988 ///S（新潮文庫へ‐1‐2）
ボッコちゃん 星新一 新潮社 1987 ///S（新潮文庫ほ-4-1）
日日是好日 : 「お茶」が教えてくれた15のしあわせ 森下典子 新潮社 2008 ///S（新潮文庫も-34-1）
御馳走帖 内田百間 中央公論社 1996 ///S（中公文庫う-9-4）
明日は舞踏会 鹿島茂 中央公論新社 2000 ///S（中公文庫か‐56-2）
中国てなもんや商社 谷崎光 文藝春秋 1999 ///S（文春文庫た-44-1）

鼻行類 : 新しく発見された哺乳類の構造と生活
ハラルト・シュテュンプケ
日高敏隆 , 羽田節子[訳]

平凡社 1999
///S（平凡社ライブラリー 289;

し-12-1）
物語日本の女帝 小石房子 平凡社 2006 ///S（平凡社新書328）
お好みの本、入荷しました : 桜庭一樹読書日記 桜庭一樹 東京創元社 2009 019/SA
みんな、絵本から : I love reading books with you, mammy 柳田邦男,石井麻木[写真] 講談社 2009 019/YA
美しい書物の話 : 中世の彩飾写本からウィリアム・モリス・まで アラン・G・トマス,小野悦子[訳] 晶文社 1997 020/TH
ナンシー関の「小耳にはさもう」ファイナル・カット ナンシー関 朝日新聞社 2005 049/NA
プロ論。 B-ing編集部[編] 徳間書店 2004 159/BI/1
通勤電車で寝てはいけない！ 久恒啓一 三笠書房 2006 159/HI
道をひらく 松下幸之助 PHP研究所 1968 159/MA
日本人は、なぜ富士山が好きか 竹谷靭負 祥伝社 2012 163/TA
感じる・調べる・もっと近づく仏像の本 仏像ガール 山と渓谷社 2008 180/ＢＵ
貧乏入門 : あるいは幸福になるお金の使い方 小池竜之介 ディスカヴァー・トゥエンティワン 2009 180/KO

世界のベストシーズン&プラン
クレイグ・ドイル[編]
町田敦夫 [ほか][ 訳]

日経ナショナルジオグラフィック社 2010 290/DO//L

タモリのTokyo坂道美学入門 タモリ[文][写真] 講談社 2011 291.3/TA
夜景手帳 夜景観光コンベンション・ビューロー 光村推古書院 2013 291/YA
ノーザンライツ 星野道夫 新潮社 1997 295/HO
どんどん沈む日本をそれでも愛せますか? 内田樹,高橋源一郎 ロッキング・オン 2012 312.1/UC
歳時記のある暮らし 坂東眞理子[監修] JTBパブリッシング 2008 386/SA
面白くて眠れなくなる地学 左巻健男[編] ＰＨＰエディターズ・グループ 2012 450/SA
動的平衡 : 生命はなぜそこに宿るのか 福岡伸一 木楽舎 2009 460/FU
私的所有論 立岩真也 勁草書房 1997 490/TA



職人学 小関智弘 講談社 2003 502/KO
建築家、走る 隈研吾 新潮社 2013 520/KU
花火の図鑑 泉谷玄作[写真][文] ポプラ社 2007 575/IZ
東京五つ星の手みやげ 岸朝子[監修] 東京書籍 2004 580/TO/1
ひとり暮らしのラックラク!ごはん :
はじめてさんでも大丈夫!

セブン&アイ出版 2011 590/HI

ひとり暮らしのインテリア実例207 :
全国のひとり暮らし達人の部屋テクが満載!

主婦と生活社 2011 590/HI//L

病気にならない55円どんぶり 幕内秀夫,永井友茄[料理] 大和書房 2012 590/MA
アートバイブル　１，２ 町田俊之[監修] 日本聖書協会 2003 702/AT/1、2
サライの仏像の見方 小学館 2010 710/SA//L
壁を破る言葉 岡本太郎 イースト・プレス 2005 723/OK
じいちゃんさま 梅佳代 リトルモア 2008 740/UM
永遠の「白鳥の湖」 : チャイコフスキーとバレエ音楽 森田稔 新書館 1999 762/MO
チャイコフスキー : 19世紀ロシアの代表的作曲家 マイケル・ポラード 偕成社 1998 762/TC
美しい日本語の辞典 小学館辞典編集部[編] 小学館 2006 813.1/SH
おとなの小論文教室。 山田ズーニー 河出書房新社 2006 816/YA
理解という名の愛がほしい 山田ズーニー 河出書房新社 2006 816/YA/2
感動する漢字：贈りたい一文字座右の一文字 山口謡司 廣済堂出版 2012 820/YA
世界の作家が愛した風景 パイインターナショナル 2012 902/SE
成績簿なんてこわくない
（世界は笑う[新・ちくま文学の森　13]所収）

ゴシニ
曽根元吉, 一羽昌子[訳]

筑摩書房 1995 908/SH/13

昔話（松谷みよ子の本　8） 松谷みよ子 講談社 1995 909.3/MA/8
児童文学の教科書 川端有子 玉川大学出版部 2013 909/KA

落ちこぼれ : 茨木のり子詩集
茨木のり子
水内喜久雄[選・著]

理論社 2004 911.5/IB

下町ロケット 池井戸潤 小学館 2010 913.6/IK
　　　　　　　　　　　 　Ⅰ　事件
ソロモンの偽証　Ⅱ　決意
　　　　　　　　　　　　 Ⅲ　法廷

宮部みゆき 新潮社 2012 913.6/M1/1,2,3

賢治草紙(けんじさうし) 宮沢賢治,小林敏也[画] パロル舎 1995 913.6/MI
ラン 森絵都 理論社 2008 913.6/MO

ことり 小川洋子 朝日新聞出版 2012 913.6/OG

本物の「大人」になるヒント 曽野綾子 海竜社 914.6/SO
アガサ・クリスティー読本 H・R・F・キーティング|[ほか] 早川書房 1990 930.7/CH
企業の究極の目的とは何か エリヤフ・ゴールドラット,三本木亮[訳] ダイヤモンド社 2001 933/GO
夜と霧  ヴィクトール・E.フランクル,池田香代子[訳] みすず書房 2002 946/FR
悪童日記 アゴタ・クリストフ,堀茂樹[訳] 早川書房 1991 953/KR
ニルスの旅 : スウェーデン初等地理読本 セルマ・ラーゲレーヴ,山崎陽子[訳] プレスポート・北欧文化通信社 2011 990/SE/6
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