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タイトル 人名 出版者 資料番号
新聞という病 門田　隆将／著 東京：産経新聞出版 111995965
自分で「始めた」女たち グレース・ボニー／著 武蔵野：海と月社 111991600
５０歳からのゼロ・リセット 本田　直之／著 東京：青春出版社 111995478
敗北者たち ローベルト・ゲルヴァルト／〔著〕 東京：みすず書房 111984019
宮中季節のお料理 宮内庁／監修 東京：扶桑社 111990479
幕末下級武士の絵日記 大岡　敏昭／著 東京：相模書房 110933538
壱人両名 尾脇　秀和／著 東京：ＮＨＫ出版 111989901
皇位継承 春名　宏昭／著 東京：山川出版社 111989117
小早川隆景・秀秋 光成　準治／著 京都：ミネルヴァ書房 111986774
アインシュタインの旅行日記 アルバート・アインシュタイン／著 東京：草思社 111993374
世界の秘密都市 ジュリアン・ビークロフト／著 東京：日経ナショナルジオグラフィック社 111991758
ジェインズヴィルの悲劇 エイミー・ゴールドスタイン／著 大阪：創元社 111992186
天皇制ってなんだろう？ 宇都宮　健児／著 東京：平凡社 120398631
子どもが増えた！ 湯浅　誠／編著 東京：光文社 111984357
９条入門 加藤　典洋／著 大阪：創元社 111989265
幻想の経済成長 デイヴィッド・ピリング／著 東京：早川書房 111994869
外国人労働者・移民・難民ってだれのこと？内藤　正典／著 東京：集英社 111985834
アラフォー・クライシス ＮＨＫ「クローズアップ現代＋」取材班／著 東京：新潮社 111982955
ホモ・サピエンスの１５万年 古澤　拓郎／著 京都：ミネルヴァ書房 111993762
東京貧困女子。 中村　淳彦／著 東京：東洋経済新報社 111990750
私がオバさんになったよ ジェーン・スー／著 東京：幻冬舎 111986600
平成家族 朝日新聞取材班／著 東京：朝日新聞出版 111987988
日本婚活思想史序説 佐藤　信／著 東京：東洋経済新報社 111990909
体罰と戦争 森田　ゆり／著 京都：かもがわ出版 111995437
超孤独死社会 菅野　久美子／著 東京：毎日新聞出版 111985511
不登校でも大丈夫 末富　晶／著 東京：岩波書店 120395728
テクストと映像がひらく教育学 倉石　一郎／著 京都：昭和堂 111995957
日韓戦争を自衛隊はどう戦うか 兵頭　二十八／著 東京：徳間書店 111994885
科学者は、なぜ軍事研究に手を染めてはいけないか 池内　了／〔著〕 東京：みすず書房 111992798
ビッグ・クエスチョン スティーヴン・ホーキング／著 東京：ＮＨＫ出版 111985180
第６の大絶滅は起こるのか ピーター・ブラネン／著 東京：築地書館 111984233
安楽死を遂げた日本人 宮下　洋一／著 東京：小学館 111992541
認知症もっと知りたいこと９９ 阿部　和穂／著 西東京：武蔵野大学出版会 111985883
エイズは終わっていない ピーター・ピオット／著 東京：慶應義塾大学出版会 111983854
水運史から世界の水へ 徳仁親王／著 東京：ＮＨＫ出版 111991402
ビールの教科書 青井　博幸／著 東京：講談社 110594942
厨房から台所へ タサン志麻／著 東京：ダイヤモンド社 111983409
父親の科学 ポール・レイバーン／著 東京：白揚社 111993531
ネコ・かわいい殺し屋 ピーター・Ｐ．マラ／著 東京：築地書館 111993770
セミ ショーン・タン／著 東京：河出書房新社 111992988
ものがたり西洋音楽史 近藤　譲／著 東京：岩波書店 120404033
ウチら棺桶まで永遠のランウェイ ｋｅｍｉｏ／著 東京：ＫＡＤＯＫＡＷＡ 111992004
日本の野球場１００選巡礼 久保田　登志雄／著 東京：彩流社 111984985
笑う回文教室 せとちとせ／著 大阪：創元社 111988580
明治生まれの日本語 飛田　良文／著 京都：淡交社 110540838
栗本薫と中島梓 里中　高志／著 東京：早川書房 111991881
全国作家記念館ガイド 作家記念館研究会／編 東京：山川出版社 111987400
象徴のうた 永田　和宏／著 東京：文藝春秋 111994257
ぬけ穴の首 〔井原　西鶴／著〕 東京：岩波書店 120404025
人生の目的 五木　寛之／著 東京：幻冬舎 111986782
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老いのゆくえ 黒井　千次／著 東京：中央公論新社 111995916
はっとりさんちの狩猟な毎日 服部　小雪／著 東京：河出書房新社 111994893
失われた美風 藤原　正彦／著 東京：新潮社 111989836
ストーカーとの七〇〇日戦争 内澤　旬子／著 東京：文藝春秋 111990453
ヒキタさん！ご懐妊ですよ ヒキタ　クニオ／著 東京：光文社 111991360
わたし、定時で帰ります。　〔２〕 朱野　帰子／〔著〕 東京：新潮社 111985743
コイコワレ 乾　ルカ／著 東京：中央公論新社 111991501
むらさきのスカートの女 今村　夏子／著 東京：朝日新聞出版 111991543
帝国ホテル建築物語 植松　三十里／著 東京：ＰＨＰ研究所 111986881
空に牡丹 大島　真寿美／著 東京：小学館 111724456
あとは切手を、一枚貼るだけ 小川　洋子／著 東京：中央公論新社 111992293
五つ星をつけてよ 奥田　亜希子／著 東京：新潮社 111756649
蜜蜂と遠雷 恩田　陸／著 東京：幻冬舎 111755617
農ガール、農ライフ 垣谷　美雨／著 東京：祥伝社 111753943
化物蝋燭 木内　昇／著 東京：朝日新聞出版 111993911
とめどなく囁く 桐野　夏生／著 東京：幻冬舎 111985784
いるいないみらい 窪　美澄／著 東京：ＫＡＤＯＫＡＷＡ 111993069
緋の河 桜木　紫乃／著 東京：新潮社 111993184
待ち遠しい 柴崎　友香／著 東京：毎日新聞出版 111991568
人類最年長 島田　雅彦／著 東京：文藝春秋 111986832
おまえの罪を自白しろ 真保　裕一／著 東京：文藝春秋 111986824
明治乙女物語 滝沢　志郎／著 東京：文藝春秋 111779971
夜が暗いとはかぎらない 寺地　はるな／著 東京：ポプラ社 111986899
いも殿さま 土橋　章宏／著 東京：ＫＡＤＯＫＡＷＡ 111985628
119 長岡　弘樹／著 東京：文藝春秋 111991527
育休刑事（デカ） 似鳥　鶏／著 東京：幻冬舎 111990297
限界病院 久間　十義／著 東京：新潮社 111990263
百の夜は跳ねて 古市　憲寿／著 東京：新潮社 111993192
同潤会代官山アパートメント 三上　延／著 東京：新潮社 111987855
夜のアポロン 皆川　博子／著 東京：早川書房 111985792
夜のリフレーン 皆川　博子／著 東京：ＫＡＤＯＫＡＷＡ 111972337
偶然の聖地 宮内　悠介／著 東京：講談社 111988259
さよならの儀式 宮部　みゆき／著 東京：河出書房新社 111994562
三鬼 宮部　みゆき／著 東京：日本経済新聞出版社 111762415
友達未遂 宮西　真冬／著 東京：講談社 111988283
夫の骨 矢樹　純／著 東京：祥伝社 111993036
つみびと 山田　詠美／著 東京：中央公論新社 111990289
検事の信義 柚月　裕子／著 東京：ＫＡＤＯＫＡＷＡ 111987822
生のみ生のままで　上 綿矢　りさ／著 東京：集英社 111993135
生のみ生のままで　下 綿矢　りさ／著 東京：集英社 111993143
路地裏の子供たち スチュアート・ダイベック／著 東京：白水社 111988374
ディオゲネス変奏曲 陳　浩基／著 東京：早川書房 111986451
モスクワの伯爵 エイモア・トールズ／著 東京：早川書房 111990412
モナリザの微笑（ほほえみ） オルダス・ハクスレー／〔著〕 東京：講談社 111994455
ぼくを忘れないで ネイサン・ファイラー／著 東京：東京創元社 111990883
ある作家の夕刻 スコット・フィッツジェラルド／著 東京：中央公論新社 111991576
ピュリティ ジョナサン・フランゼン／著 東京：早川書房 111987962
湖 ビアンカ・ベロヴァー／著 東京：河出書房新社 111988358
イタリアン・シューズ ヘニング・マンケル／著 東京：東京創元社 111988366
三人の逞しい女 マリー・ンディアイ／著 東京：早川書房 111990404

2


