
タ イ ト ル 著 者 表 示 請求記号
愛を笑いとばす女たち－Letters from
Tahiti－

坂東真砂子著 914 ﾊﾞﾝ

赤ちゃんとお母さん まどみちお詩 911.5 ﾏ
あきらめるのはまだ早い－対談|ここまで
きた最新医学－1

渡辺淳一著 490.4 ﾜ 1

朝は健康お粥から 周富徳著 LB 596.2 ｼ
アルジャーノン、チャーリイ、そして私 ダニエル・キイス著 小尾芙佐 930.2 ｷ
アルジャーノンに花束を－Flowers for
Algernon－(講談社ワールドブックス 3)

ダニエル・キイス著 G 933 K

アルジャーノンに花束を 改訂版 ダニエル・キイス著 小尾芙佐 933 ｷｲ
生きて、語り伝える(Obra de García Má
rquez 2002)

G.ガルシア=マルケス著 旦敬
介訳

960.2 ｶﾞ

いくつになっても－陽だまりの家－ 渡辺淳一著 910.2 ﾜ
イタリア・奇蹟と神秘の旅 坂東真砂子[著] 915 ﾊﾞﾝ
1ねんせいになったら(うたのほん) まどみちお詩 長新太絵 767.7 ﾏ
いつまでも男と女－老いかたレッスン－ 渡辺淳一著 914 ﾜﾀ
愛しのチー公へ－生きものたちとの一期
一会－

小林カツ代著 480.4 ｺ

魚心なくとも水心 安西水丸著 914 ｱﾝ

うちゅうの目－まど・みちお詩集－
まどみちお詩 奈良美智写真
川内倫子写真 長野陽一写真
梶井照陰写真

911.5 ﾏ

瓜子姫の艶文 坂東眞砂子著 ﾊﾞﾝ
エ・アロール－それがどうしたの－ 渡辺淳一著 ﾜﾀ
老いを生き抜く－長い人生についての省
察－

森本哲郎著 914 ﾓﾘ

老いかたレッスン 渡辺淳一著 914 ﾜﾀ
美味しいか恋しいか 安西水丸著 914 ｱﾝ
贈るうた 吉野弘著 911.5 ﾖ
男と女、なぜ別れるのか 渡辺淳一著 914 ﾜﾀ
男は男らしく生きろ!－自分の「スタイル」を
極める。－

徳大寺有恒著 914 ﾄｸ

鬼に喰われた女－今昔千年物語－ 坂東眞砂子著 ﾊﾞﾝ
小野田寛郎－わがルバン島の30年戦争
－(人間の記録 109)

小野田寛郎著 916 ｵﾉ

おんなの仕種 安西水丸著 914 ｱﾝ
隠された刻(とき) 坂東眞砂子著 ﾊﾞﾝ
花鳥の夢 山本兼一著 ﾔﾏ
カツ代ちゃーん!(ヒューマンBOOKS) 小林カツ代著 289.1 ｺﾊﾞ
カツ代の台所 小林カツ代著 LB 596 ｺ
火天の城 山本兼一著 ﾔﾏ
かんがえる(まどさんの詩の本 人間いき
てる 2)

まどみちお著 長新太絵 TE 911.5 ﾏ

環流 稲葉真弓著 ｲﾅ
キッチン・ルール－台所の法則－ 小林カツ代著 TE 596 ｺ
君たち、どうする? 小野田寛郎著 379.3 ｵ
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展示テーマ：『追惜』　※2014年に亡くなった方々の作品を集めました。



タ イ ト ル 著 者 表 示 請求記号
グアバの香り－ガルシア=マルケスとの対
話－

G.ガルシア=マルケス[著] P.A.
メンドーサ聞き手 木村榮一訳

960.2 ｶﾞ

偶然性と運命(岩波新書 新赤版 724) 木田元著 S 112 ｷ
クルマの掟－僕の自動車文化論－(Navi
books Ensu bunko)

徳大寺有恒著 537.0 ﾄ

現代詩入門 吉野弘著 901.1 ﾖ
克己心 宇津井健著 778.2 ｳ
子どもと文化(日本児童文化史叢書 16) 古田足日著 371.4 ﾌ
子どもは風の子、自然の子－『ジャングル
おじさん』の自然流子育て－

小野田寛郎著 786 ｵ

子どもは野性だ－ルバング島30年－ 小野田寛郎著 370.4 ｵ
ことわざバトル(パートナーズ) 安西水丸著 和田誠著 726.5 ｱ
五番目のサリー ダニエル・キイス著 小尾芙佐 933 ｷｲ
コレラの時代の愛(Obra de García Má
rquez 1985)

G.ガルシア=マルケス著 木村
榮一訳

963 ｶﾞﾙ

さて、コーヒーにしませんか?－キッチンを
とおして見えること－

小林カツ代著 914 ｺﾊﾞ

実践料理のへそ!(文春新書 349) 小林カツ代著 596 ｺ
失楽園 上 渡辺淳一著 ﾜﾀ 1
失楽園 下 渡辺淳一著 ﾜﾀ 2
児童文学の旗(児童文学セミナー) 古田足日著 909 ﾌ
司馬さんは夢の中 福田みどり著 910.2 ｼ
司馬さんは夢の中 2 福田みどり著 910.2 ｼ 2
司馬さんは夢の中 3 福田みどり著 910.2 ｼ 3
周富徳の中華人生相談 周富徳著 596.2 ｼ
周富徳ベスト100中華－決定版－ 周富徳著 LB 596.2 ｼ
知らなかったあなたへ－ハンセン病訴訟
までの長い旅－

谺雄二著 498.6 ｺ

すべての時間(とき)を花束にして－まどさ
んが語るまどさん－

まどみちお著 柏原怜子聞き書
き

911.5 ﾏ

千年の恋人たち 稲葉真弓著 ｲﾅ
そのへんを まどみちお詩 みやこうせい写 911.5 ﾏ
空飛ぶつけ毛－抱腹絶倒事件簿－ 小林カツ代著 914 ｺﾊﾞ
タッチ ダニエル・キイス著 秋津知子 933 ｷｲ
旅の途中で 高倉健著 778.2 ﾀ
ちいさな城下町 安西水丸著 915 ｱﾝ
地球の用事－まど・みちお童謡集－ まどみちお著 阪田寛夫選 911.5 ﾏ
中高年のためのらくらく安心運転術 徳大寺有恒著 537.8 ﾄ
月は東に－蕪村の夢 漱石の幻－ 森本哲郎著 911.3 ﾖ
哲学と反哲学(同時代ライブラリー 279) 木田元著 104 ｷ
土井たか子の挑戦－希望の革命－ 板垣英憲著 289.1 ﾄﾞｲ
とおいところ－まど・みちお画集－ まどみちお絵と詩 723.1 ﾏ
徳大寺有恒のクルマ運転術 決定版 徳大寺有恒著 537.8 ﾄ
鈍感力 渡辺淳一著 914 ﾜﾀ
なにもかも小林秀雄に教わった(文春新
書 658)

木田元著 019.9 ｷ

南極のペンギン 高倉健著 778.2 ﾀ
南洋の島語り－タヒチからの手紙－ 坂東眞砂子著 915 ﾊﾞﾝ
逃げの一手－100歳詩集－ まどみちお著・挿画 911.5 ﾏ
ニッポン・あっちこっち 安西水丸著 915 ｱﾝ
日本の女優(日本の50年日本の200年) 四方田犬彦著 778.2 ﾊ
眠り姫 ダニエル・キイス著 秋津知子 TE 933 ｷｲ



タ イ ト ル 著 者 表 示 請求記号
眠る魚 坂東眞砂子著 ﾊﾞﾝ
No idea 安西水丸著 和田誠著 726.5 ｱ
信長死すべし 山本兼一著 ﾔﾏ
ハイデガーの思想(岩波新書 新赤版 268) 木田元著 S 134.9 ﾊ
花響(はなゆら) 稲葉真弓著 ｲﾅ
遙かなる道 森本哲郎著 290.9 ﾓ
反哲学史(講談社学術文庫 1424) 木田元[著] 130.2 ｷ
反哲学入門 木田元著 130 ｷ
半島へ 稲葉真弓著 ｲﾅ
100円おかず－1人分の食材たった100円
で完成!－(マイライフシリーズ特集版)

周富徳料理 LB 596.2 ｼ

百歳日記(生活人新書 332) まどみちお著 914 ﾏﾄﾞ

百年の孤独
G・ガルシア=マルケス[著] 鼓
直訳

963 ｶﾞﾙ

風変りな魚たちへの挽歌 稲葉真弓著 ｲﾅ
ぶ男に生まれて 徳大寺有恒著 914 ﾄｸ
文明の主役－エネルギーと人間の物語 森本哲郎著 501.6 ﾓ
ぼくのおみやげ図鑑－森本哲郎・旅の
エッセイ－

森本哲郎著 915 ﾓﾘ

ぼくの哲学日記 森本哲郎著 914 ﾓﾘ
ぼくの日本自動車史－Old Japanese
automobiles－

徳大寺有恒著 537.9 ﾄ

ぼくはスピーチをするために来たのではあ
りません(Obras de García Márquez 1944-
2007)

G.ガルシア=マルケス著 木村
榮一訳

964 ｶﾞﾙ

間違いじゃなかったクルマ選び－古車巡
礼－

徳大寺有恒著 537.9 ﾄ

間違いだらけのクルマ選び 2012年版 徳大寺有恒著 島下泰久著 537 ﾄ
まど・みちお－総特集 「ぞうさん」の詩人
－(KAWADE夢ムック)

911.5 ﾏ

まど・みちお人生処方詩集(コロナ・ブック
ス 176)

まどみちお詩と絵 市河紀子選
詩

911.5 ﾏ

まりしてん【ギン】千代姫 山本兼一著 ﾔﾏ
見知らぬ町(Coffee Books) 坂東眞砂子著 磯良一画 ﾊﾞﾝ
海松 稲葉真弓著 ｲﾅ
物語の作り方－ガルシア=マルケスのシ
ナリオ教室－

G.ガルシア=マルケス[著] 木村
栄一訳

901.2 ｶﾞ

闇屋になりそこねた哲学者 木田元著 289.1 ｷﾀﾞ
指さして言うTOYOTAへ－誰のためのク
ルマづくりか－

徳大寺有恒著 537.0 ﾄ

預言 ダニエル・キイス著 駒月雅子 933 ｷｲ
吉野弘詩集(ハルキ文庫) 吉野弘著 B 911.5 ﾖ
4番目の美学 安西水丸著 914 ｱﾝ
ラ・ヴィタ・イタリアーナ 坂東真砂子著 915 ﾊﾞﾝ
利休にたずねよ 山本兼一著 ﾔﾏ
利休の茶杓(とびきり屋見立て帖 [4]) 山本兼一著 ﾔﾏ
利休の風景 山本兼一著 791.2 ｾ
李香蘭の恋人－キネマと戦争－ 田村志津枝著 778.2 ﾀ
李香蘭私の半生 山口淑子著 藤原作弥著 778.2 ﾔ
凛として、ひとり－弱かった自分が強くな
れた瞬間－

淡路恵子著 778.2 ｱ



タ イ ト ル 著 者 表 示 請求記号
わが悲しき娼婦たちの思い出(Obra de
García Márquez 2004)

G.ガルシア=マルケス著 木村
榮一訳

963 ｶﾞﾙ

吾輩も猫である 森本哲郎著 ﾓﾘ
私がそこに還るまで 稲葉真弓著 ｲﾅ
渡辺淳一の世界 2 1999-2008－『失楽
園』から『鈍感力』まで－

910.2 ﾜ 2

詩の楽しみ－作詩教室－(岩波ジュニア
新書 52)

吉野弘著 TE 901 ﾖ

わすれられた命の詩－ハンセン病を生き
て－(どんぐりブックス 10)

谺雄二著 494 ｺ

該当件数：124冊


