
氏　名 肩書 死亡日 年齢 死因 タイトル 著者 請求記号
２０１０年宇宙の旅 アーサー・Ｃ・クラーク／著，伊藤　典夫／訳 F9/ｸﾗ

幼年期の終り アーサー・Ｃ・クラーク／著，福島　正実／訳 F9/ｸﾗ

赤塚だァ！菊千代だァ！ 赤塚　不二夫／著 726/M1

これでいいのだ 赤塚　不二夫／著 726/M3

その微笑の中に 阿部　光子／著 F1/ｱﾍ

忘れえぬ人 阿部　光子／著 9146/ｱﾍ

快楽の漸進的横滑り アラン・ロブグリエ／著，平岡　篤頼／訳 952/ﾛﾌ

世界の文学　２５　　嫉妬 ロブ・グリエ著 908/ｾｶ

収容所群島 1 アレクサンドル・ソルジェニーツィン／著，木村　浩／訳 F9/ｿﾙ

仔牛が樫の木に角突いたソルジェニーツィン自伝 アレクサンドル・ソルジェニーツィン／著，原卓也／ほか訳 980/ｿﾙ

シェイクスピアの名せりふ１００　　英和対訳 安西　徹雄／著 932/ｼｴ

ぞうのエルマー デイビッド・マッキー／ぶん・え，安西　徹雄／やく F9/ﾏﾂ

Ｃ型肝炎の最新治療 飯野　四郎／著 493/N2

肝炎と肝硬変　　実態の変化とウイルスの役割 飯野　四郎／著 493/L4

石井  みどり 舞踏家･現代舞踏協会名誉会長 3月6日 94歳 肝臓がん よく生きるとは、よく動くこと 石井　みどり／著，石井　みどり（１９１３～）／著 769/N4

ノンちゃん雲に乗る 石井　桃子／著 F1/ｲｼ

クマのプーさん Ａ・Ａ・ミルン／ぶん，石井　桃子／やく F9/ﾐﾙ

市川　崑 映画監督 2月13日 92歳 肺炎 日本の名随筆　４０　　顔 市川　崑／編 918/ﾆﾂ

旬菜歳時記 井上　ふみ／著 9146/ｲﾉ

風のとおる道 井上　ふみ／著 9146/ｲﾉ

イブ・サンローラン
フランスの
　　ファッションデザイナー

6月1日 71歳 不明 イブ・サンローラン ピエール・ベルジェ／著，花田　志織／訳 593/M7

上田　泰 東京慈恵会医科大名誉教授･内科学 4月8日 94歳 老衰 腎臓病の食事 上田　泰／ほか著，日本放送出版協会／編 493/M2

顔氏家訓 顔　之推／著，宇野　精一／訳 082/M4

新釈漢文大系　５３　　孔子家語 宇野　精一／著 928/ｼﾝ

江口　一久
国立民俗学博物館名誉教授
言語民俗学

6月13日 66歳 脳挫傷　くも膜下出血 語りつぐ人びと　〔１〕　　アフリカの民話 江口　一久／〔ほか〕著・訳 38/L0

江藤　俊哉 バイオリニスト 80歳 不明 江藤俊哉バイオリンと共に 江藤　俊哉／著 762/M9

エドモンド・ヒラリー
登山家
エベレスト初登頂

1月11日 88歳 不明 ヒラリー自伝 エドマンド・ヒラリー／著，吉沢　一郎／訳 289/ﾋﾗ

死に神 大野　桂／編著 F1/ｼﾖ

化けもの使い 大野　桂／著 F1/ｼﾖ

日本語練習帳 大野　晋／著 810/M9

大野晋の日本語相談 大野　晋／著 810/N2

ＳＦ作家（英国） 3月19日 90歳 循環・故宮関連の発作

肺炎72歳8月2日マンガ家

アーサー・Ｃ・クラーク

阿部　光子

赤塚　不二夫

作家 2月26日 95歳 心不全

心不全85歳2月18日
フランスの
　　ヌーボーロマンの作家

アラン・ロブグリエ

安西　徹雄

アレクサンドル・ソルジェニーツィン 89歳 急性心不全

不明75歳

ノーベル賞作家(ロシア) 8月3日

9月2日元聖マリアンナ医大教授

5月29日
上智大名誉教授
イギリス文学

飯野　四郎

不明101歳4月2日児童文学者･翻訳家石井　桃子

膵臓がん72歳

心不全98歳10月12日

大野　桂

老衰97歳\39,454
東京大名誉教授
尚絅大名誉学長　　中国哲学

井上　ふみ
作家・故井上靖さんの妻
エッセイスト

宇野　精一

大野　晋

肺炎77歳

心不全88歳7月14日国語学者

7月19日演芸作家

２００８２００８２００８２００８年年年年　　　　今年亡今年亡今年亡今年亡くなったくなったくなったくなった人人人人



朱い文箱から 岡部　伊都子／著 9146/ｵｶ

遺言のつもりで    伊都子一生語り下ろし 岡部　伊都子／著 9102/ｵｶ

ハシッシ・ギャング 小川　国夫／著 F1/ﾊｼ

イエスの風景 小川　国夫 　，善養寺　康之／写真 190/L2

忍足　欣四郎
東京都立大学名誉教授･中世英
語英文学

3月26日 76歳 脳梗塞 英和辞典うらおもて 忍足　欣四郎／著 833/L2

片岡球子　 日本画家 1月16日 103歳 急性心不全 現代の日本画　６ 弦田　平八郎／責任編集，片岡　球子／著 721/M0

大漢和辞典と我が九十年 鎌田　正／著 289/ｶﾏ

漢詩名句辞典 鎌田　正／著，米山　寅太郎／著 921/ｶﾏ

川田　侃
上智大名誉教授　東大名誉教授
日本学士院会員　国際経済学

2月14日 82歳 肺炎 南北問題　経済的民族主義の潮流 川田　侃／著 319/K7

いまなぜ白洲正子なのか 川村　二郎／著 289/ｼﾗ

内田百間論　無意味の涙 川村　二郎／著 9102/ｳﾁ

芭蕉、蕪村、一茶の世界　近世俳諧、俳画の美，カラー版 雲英　末雄／監修 9113/ﾊｼ

芭蕉の孤高蕪村の自在　ひとすじの思念と多彩な表象 雲英　末雄／著 9113/ﾏﾂ

物語世界史　３　長安の春 草森　紳一／著 20/L3

物語世界史　５　さばくの預言者マホメット 草森　紳一／著 20/L3

ゴルバチョフ回想録　上・下巻 ミハイル・ゴルバチョフ／著，鈴木康雄，工藤精一郎／訳 289/ｺﾙ

復活　上・下 トルストイ／著，工藤　精一郎／訳 F9/ﾄﾙ

ワルシャワ物語 工藤　幸雄／著 234/L0

まぬけなワルシャワ旅行　新版 Ｉ．Ｂ．シンガー／作，工藤　幸雄／訳 F9/ｼﾝ

グレゴリー・マクドナルド 米推理小説家 9月7日 71歳 不明 誘拐犯はセミプロ グレゴリー・マクドナルド／著，鎌田　三平／訳 F9/ﾏｸ

宇宙論がわかる 黒星　瑩一／著 443/M1

量子の世界 Ｈ．Ｒ．パージェル／著，黒星　瑩一／訳 421/L4

エントロピーとは何だろうか 小出　昭一郎／著，安孫子　誠也／著 726/L5

解析力学 小出　昭一郎／著 420/L5

文明としての農業　生命産業コンプレックスの提唱 小島　慶三／著 610/M0

戊辰戦争から西南戦争へ　明治維新を考える 小島　慶三／著 216/M6

小島　朋之
慶応大教授・現代中国論・東ア
ジア論

3月4日 64歳 神経膠芽腫 毛沢東と鄧小平 渡辺　利夫／著，小島　朋之／著 312/M4

鮎川義介伝　赤い夕陽の昭和史 小島　直記／著 Y/289/ｱﾕ

無冠の男　上・下 小島　直記／著 F1/ｺｼ

暗号機エニグマへの挑戦 ロバート・ハリス／著，後藤　安彦／訳 F9/ﾊﾘ

星条旗への謀叛 デイビッド・キャラハン／著，後藤　安彦／訳 F9/ｷﾔ

斎藤茂吉 西郷　信綱／著 9111/ｻｲ

源氏物語を読むために 西郷　信綱／著 9133/ｻｲ

清水　正夫 松山バレエ団創立 6月25日 87歳 多臓器不全 プリマ誕生‐森下洋子 清水　正夫／著，飯島　篤／写真 769/L2

白井　永ニ
元神社本庁総長
鶴岡八幡宮名誉宮司

1月1日 92歳 急性心不全 鎌倉事典 白井　永二／編 2193/K6

肝臓がんによる呼吸不全85歳4月29日随筆家

鎌田　正

肺炎80歳4月8日作家

岡部　伊都子

小川　国夫

川村　二郎

虚血性心不全97歳

心筋梗塞80歳2月7日
文芸評論家
ドイツ文学者

6月13日東京教育大名誉教授

急性骨髄性白血病68歳10月6日
早稲田大教授
日本近世文学

工藤　精一郎

70歳 心不全3月20日評論家･作家

雲英　末雄

草森　紳一

工藤　幸雄

不明86歳

肺がん83歳7月5日
ポーランド文学者
翻訳家　　詩人

7月9日ロシア文学研究者

急性心不全78歳8月16日東京女子大名誉教授･素粒子論

小島　慶三

誤嚥性肺炎81歳8月30日
東京大名誉教授
元山梨大学長　理論物理学

黒星　瑩一

小出　昭一郎

小島　直記

心筋梗塞91歳

多臓器不全89歳9月14日作家

8月30日元参院議員

急性肺炎78歳2月16日翻訳家

急性心不全92歳9月25日
横浜市立大名誉教授
国文学者

後藤　安彦

西郷　信綱



杉原千畝物語　命のビザをありがとう 杉原　幸子／著，杉原　弘樹／著 289/ｽｷ

六千人の命のビザ　新版 杉原　幸子／著 916/ｽｷ

日本画とともに　十大巨匠の人と作品 鈴木　進／著，竹田　道太郎／著 721/I7

浦上玉堂　９ 鈴木　進 721/K3

いやいやバスの３ばんくん 砂田　弘／ぶん，富永　秀夫／え F1/ｽﾅ

少年探偵事件ノート 砂田　弘／作，高橋　透／画 F1/ｽﾅ

スハルト「帝国」の崩壊 吉村 　成／著 312/M9

スハルト・ファミリーの蓄財 村井　吉敬／ほか著 312/N0

心中天網島（近松門左衛門　語り集） 近松門左衛門／著，関弘子，千賀ゆう子／語り，徳山　隆／尺八 CT/E/1247

曽根崎心中（近松門左衛門　語り集） 近松門左衛門／著，関弘子，千賀ゆう子／語り，徳山　隆／尺八 CT/E/1246

田井  洋子 劇作家･脚本家 3月13日 96歳 老衰 ぬくもりの贈り物 田井　洋子／著 9146/ﾀｲ

征きて還りし兵の記憶 高杉　一郎／著 916/ﾀｶ

夜あけ前の歌　盲目詩人エロシェンコの生涯 高杉　一郎／著 981/ｴﾛ

あの日の桜吹雪よりも 高野　裕美子／著 F1/ﾀｶ

神の箱舟 高野　裕美子／著 F1/ﾀｶ

竹山　恭二 映像作家 8月6日 77歳 肺炎 報道電報検閲秘史    丸亀郵便局の日露戦争 竹山　恭二／著 070/N5

田中　俊明
九州大大学院教授
音声教育学

9月15日 60歳 病気 韓国の古代遺跡　１ 東　潮／編著，田中　俊明／編著 221/L8

このくにの行方 筑紫　哲也／ほか著 9146/ﾃｲ

自由の森で大学ごっこ 筑紫　哲也／ほか著 041/M8

ぐいのみ 辻　清明／著 751/K6

辻清明折々の古器　　我が奔放コレクション人生 辻　清明／著 756/M9

辻　協 陶芸家 7月8日 77歳 肝臓がん 存分に恵みの食卓 辻　協／著 596/M5

源氏物語の地理 角田 　衛／編，加納　重文／編 9133/ﾑﾗ

佐伯今毛人 角田 　衛／著 289/ｻｴ

デイビッド・フォスター・ウォーレス 米作家 9月12日 46歳 不明 奇妙な髪の少女
デイビッド・フォスター・ウォーレス／著，白石　朗／
訳

F9/ｳｵ

はぐれ念仏 寺内　大吉／著 F1/ﾃﾗ

念仏ひじり三国志　１～５　　法然をめぐる人々 寺内　大吉／著 F1/ﾃﾗ

遠山　正道
前全国公私病院連盟会長･日産
厚生会佐倉厚生園名誉園長

2月28日 79歳 前立腺がん スープで、いきます 遠山　正道／著 673/N6

中川　牧三 声楽家･指揮者 3月18日 105歳 心不全 １０１歳の人生をきく 中川　牧三／著，河合　隼雄／著 762/N4

少年少女新伝記人物全集　８　自由の旗をかかげる人たち 中島　竜美／著 28/K6

少年少女新伝記人物全集　１２　子どもの幸福をねがう人たち 中島　竜美／ほか著，金田　茂郎／ほか著 28/K7

中森　晶三 観世流シテ方能楽師 2月8日 79歳 敗血症 能の見どころ 中森　晶三／著 773/K6

現代世界の美術　１　　アート・ギャラリー 中山　公男／〔ほか〕編集委員 723/L5

ユトリロの壁　絵画随想２６篇 中山　公男／著 723/L4

ニュースキャスター　元新聞記者 11月7日 73歳 肺がん

杉原　幸子

鈴木　進

心筋梗塞94歳

老衰96歳7月16日美術評論家

10月8日
第２次世界大戦中に多くのユダヤ人を
救った外交官の、故杉原千畝さんの妻

胃がん74歳3月20日
児童文学作家･元日本児童文学
社協会会長

関　弘子

多臓器不全86歳1月27日インドネシア元大統領

砂田　弘

スハルト

高杉　一郎

肺炎78歳

急性心不全99歳1月9日作家・翻訳家

5月11日俳優

くも膜下出血50歳2月10日作家

角田 　衛

肝臓がん81歳4月15日陶芸家

高野　裕美子

辻　清明

筑紫　哲也

寺内　大吉

急性呼吸器不全95歳

心不全86歳9月6日作家

5月14日考古学者

虚血性心不全80歳1月10日在韓被爆者問題市民会議代表

肺気腫81歳2月21日
美術評論家
前群馬県立近代美術館長

中島　竜美

中山　公男



南里　征典 作家 1月18日 68歳 膵臓がん 青春山河 南里　征典／著 F1/ﾅﾝ

角川世界史辞典 西川　正雄／〔ほか〕編 203/N2

世界の歴史　１８　ビジュアル版　帝国主義の時代 南塚　信吾／著，西川　正雄／著 209/L4

現代日本の金融 山田　弘史／編，野田　正穂／編 338/M7

日本鉄道史の研究 野田　正穂／編，老川　慶喜／編 Y 289/ｲﾉ

暗黒星通過！ ジョン・Ｗ・キャンベル／著，野田　昌宏／訳 F9/ｷﾔ

宇宙軍団 ジャック・ウィリアムスン／著，野田　昌宏／訳 F9/ｳｲ

梅　舒適
篆刻家　書家
日本書芸院最高顧問

8月27日 91歳 肝臓がん 篆書のすすめ 梅　舒適／編・書 728/L3

漆の器を知る 灰野　昭郎／執筆 752/M7

櫛・かんざし　　田村コレクション 灰野　昭郎／著 383/M7

旧かなを楽しむ　　和歌・俳句がもっと面白くなる 萩野　貞樹／著 811/N3

旧かなづかひで書く日本語 萩野　貞樹／著 811/N7

橋本　道夫
元環境庁(現環境省)大気保全局
長

4月14日 83歳 胃がん 講座〈地球環境〉　１ 橋本　道夫／〔ほか〕編集 519/M0

鉄道の語る日本の近代 原田　勝正／著 686/K7

満鉄 原田　勝正／著 686/L2

半谷　高久
東京都立大名誉教授
地球科学

1月17日 87歳 狭心症 水とつきあう 半谷　高久／編，加藤　辿／編 468/L3

海がきこえる 氷室　冴子／著 F1/ﾋﾑ

なんて素敵にジャパネスク 氷室　冴子／著 F1/ﾋﾑ

自立・参加・連帯 平井　龍／著 H318/L5

新　自立・参加・連帯 平井　龍／著 H318/M5

一切は空　　般若心経・金剛般若経 平田　精耕／著 183/L3

禅語事典　よりよき人生への二百五十のことば 平田　精耕／著 188/L8

広沢　弘七郎 東京女子医科大名誉教授 6月21日 85歳 不明 心臓病の食事
広沢　弘七郎／〔ほか著〕，日本放送出版協会／
編

493/M2

わら一本の革命     自然農法 福岡　正信／著 610/M4

自然農法　　　緑の哲学の理論と実践 福岡　正信／著 610/K７

柏　楊 作家(台湾) 4月29日 88歳 肺炎 醜い中国人     なぜ、アメリカ人・日本人に学ばないのか 柏　楊／著，宗像　隆幸／共訳，張　良沢／共訳 361/L8

鳥総立     前登志夫歌集 前　登志夫／著 9111/ﾏｴ

歌のコスモロジー    数奇と伝統 前　登志夫／著 9111/ﾏｴ

縁ありて人生たのし 松永　伍一／著 281/N2

懐かしい日本語 松永　伍一／著 810/N2

たたかわないダイエット 丸元　淑生／著 498/N0

丸元淑生のシンプル料理 丸元　淑生／著 596/M3

丸安　隆和
東大名誉教授　　　土木工学
元東京理科大理工学部長

2月22日 93歳 老衰 測量学　上・下　新版増補 丸安　隆和／著 512/M4

水島　裕 元自民党参院議員 5月7日 74歳 急性心不全 親父の言い分娘の言い分 水島　裕／著，水島　広子／著 310/N1

西川　正雄

野田  正穂

食道がん74歳

食道がん79歳3月7日法政大名誉教授･証券経済論

1月28日
東京大名誉教授
元専修大教授　　欧州近現代史

肺炎74歳6月6日SF作家

萩野　貞樹

心筋梗塞66歳10月1日
元昭和女子大教授　漆工芸史
元京都国立博物館工芸室長

野田　昌宏

灰野　昭郎

原田　勝正

前立腺がん68歳

呼吸不全77歳4月7日和光大名誉教授･日本鉄道史

2月24日
元産能大教授
国語学

氷室　冴子 作家 6月6日 51歳 肺がん

呼吸不全82歳2月17日山口県前知事平井　龍

多臓器不全83歳1月9日臨済宗天龍寺派管長

老衰95歳8月16日自然農法を確立  宗教哲学家

前 登志夫

平田　精耕

福岡　正信

肝硬変82歳4月5日歌人

74歳 食道がん

松永　伍一

丸元 淑生

心不全77歳3月3日詩人・評論家

作家･料理･栄養学研究家 3月6日



水野　晴郎 映画評論家 6月10日 76歳 肝不全 インタビュー日本のスター 水野　晴郎／著 778/L6

宮崎　奕保
曹洞宗大本山永平寺　第７８世
貫首

1月5日 106歳 老衰 また逢いましょう 瀬戸内　寂聴／著，宮崎　奕保／著 180/N5

都城　秋穂
米ニューヨーク州立大学名誉教
授

7月24日 87歳 不明 地球の歴史　〔正〕 竹内　均／著，都城　秋穂／著 456/K4

村松　暎
慶応大名誉教授
中国文学

2月7日 84歳 肺気腫 中国文学十二話 奥野　信太郎／著，村松　暎／編 920/ｵｸ

百瀬　博教 格闘技プロデューサー・作家 1月27日 67歳 不明 プライドの怪人 百瀬　博教／著 F1/ﾓﾓ

森　哲郎 漫画家 7月9日 79歳 胃がん 旅にでた七福神さま 福井　美智子 　，森　哲郎／絵 F1/ﾌｸ

魚河岸ものがたり 森田　誠吾／著 F1/ﾓﾘ

彩雲 森田　誠吾／著 F1/ﾓﾘ

八木　健三 北海道大名誉教授 7月18日 93歳 慢性心不全 生きている火山　　昭和新山のおいたち 八木　健三／著，富樫　正雄／画 45/K3

柳原　和子 ノンフィクション作家 3月2日 57歳 卵管がん がん患者学 柳原　和子／著 494/NO

山下　肇
ドイツ文学者
東大名誉教授

10月6日 88歳 虚血性心不全 変身　　他一篇 カフカ／作，山下　肇／訳 F9/ｶﾌ

失われたへそ大陸　　ひげじいさんが語る 森下　研／作，山下　勇三／絵 F1/ﾓﾘ

数えかたけんきゅうしつ 馬場　良和 　，山下　勇三／絵 41/K9

世界の名著　１４ 山田　晶／責任編集，訳 108/K7

世界の名著　続５ 山田　晶／責任編集，訳 108/K7

日本近代思想大系　３ 加藤　周一／〔ほか〕編集 121/L8

後は昔の記　他      林董回顧録 林　董／著，由井　正臣／校注 081/L0/173

敗戦野菊をわたる風 吉田　直哉／著 9146/ﾖｼ

まなこつむれば… 吉田　直哉／著 9146/ﾖｼ

リチャード・ライト
英国のロックミュージシャン
「ピンクフロイド」創設メンバー

9月15日 65歳 がん 狂気 ピンク・フロイド／演奏 CD/24/1839

渡辺　武雄
宝塚歌劇団名誉理事
振り付け演出家

3月17日 93歳 肺炎 薬用昆虫の文化誌 渡辺　武雄／著 486/L2

世界の思想家　１７　　ニーチェ 渡辺　二郎／編 108/K6

ニヒリズム　　内面性の現象学 渡辺　二郎／著 113/K7

10月16日作家森田　誠吾

上部消化管出血71歳1月31日グラフィックデザイナー山下　勇三

肝不全82歳

山田　晶

肺がん75歳4月4日
早稲田大学名誉教授･日本近代
史

由井　正臣

悪性リンパ腫85歳2月29日

77歳9月30日
元ＮＨＫディレクター
文筆家

京都大学名誉教授
西洋中世哲学史

吉田　直哉

膵臓がん76歳2月12日
東京大名誉教授
哲学

渡辺　二郎

肺炎


