
タ イ ト ル 著 者 表 示 請求記号
精姫様一条(お狂言師歌吉うきよ暦) 杉本章子／著 ｽｷﾞ
秋日和 赤瀬川隼／著 ｱｶ
あぐり95年の奇跡(集英社be文庫) 吉行あぐり著 289.1 ﾖｼ
あぐり白寿の旅 吉行あぐり／著　吉行和子／ 289.1 ﾖｼ
アジア気持ちの楽な旅 高田宏／著 915 ﾀｶ
篤姫の生涯 宮尾登美子／著 289.1 ﾃﾝ
阿呆者 車谷長吉／著 914 ｸﾙ
言い残しておくこと 鶴見俊輔／著 289.1 ﾂﾙ
家づくり七軒とことん奮戦記 愛川欽也／著 527 ｱ
夜来香(イエライシャン)海峡 船戸与一／著 ﾌﾅ
生きてゆく力 宮尾登美子／著 914 ﾐﾔ
いきもののすべて フジモトマサル／著 M ﾌ
生きること老いること 吉行あぐり／著　新藤兼人／ 914 ﾖｼ
生命のよろこび－ドリトル先生にまなぶ－
(新潮選書)

高田宏／著 930.2 ﾛ

浮かぶ瀬もあれ(新・病葉流れて　[2]) 白川道／著 ｼﾗ
ウルフの神話 平井和正／著 910.2 ﾋ
8マン(扶桑社文庫) 平井和正／著　桑田二郎／著 M ｸ
おいしい街と本と人 今江祥智／著 914 ｲﾏ
美味しんぼ食談 雁屋哲／著　岸朝子／著 596.0 ｶ
大空と大地へ還りゆく日は 高田宏／著 914 ﾀｶ
起き姫－口入れ屋のおんな－ 杉本章子／著 ｽｷﾞ
長田弘全詩集 長田弘／[著] 911.5 ｵ

おしゃれに。男
内館牧子／著　舟木一夫／
[ほか述]

914 ｳﾁ

男のガーデニング入門(角川oneテーマ21
B-83)

柳生真吾／[著] 620.4 ﾔ

大人の見識(新潮新書　237) 阿川弘之／著 914 ｱｶﾞ
思い出袋(岩波新書 新赤版　1234) 鶴見俊輔／著 S 914 ﾂﾙ
泳ぎたくない川(文春文庫　あ70-1) 愛川欽也／著 B ｱｲ
俺ひとり－ひと足早い遺書－ 白川道／著 914 ｼﾗ
おんな心いろいろ帖 高橋治／著 911.3 ﾀ
女ひと四季 高橋治／著 911.3 ﾀ
風の払暁(満州国演義　1) 船戸与一／著 ﾌﾅ
風の盆恋歌 高橋治／著 ﾀｶ
桂米朝(私の履歴書) 桂米朝／著 779.1 ｶ
河畔に標なく 船戸与一／著 ﾌﾅ
神様が降りてくる 白川道／著 ｼﾗ
考えられないこと 河野多惠子／著 ｺｳ
気骨稜々なり 火坂雅志／著 ﾋｻ
岸朝子日本の食遺産－至極のお取り寄
せガイド－

岸朝子／著 596 ｷ

岸朝子の元気ごはん 岸朝子／著 LB 596 ｷ
岸朝子の太鼓判－ホントにおいしい店ガ
イド－(コロナ・ブックス　76)

岸朝子／文 LB 596 ｷ

汽車に乗って船に乗って－阿川弘之自選
紀行集－

阿川弘之／著 915 ｱｶﾞ
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タ イ ト ル 著 者 表 示 請求記号
奇跡-ミラクル-－詩集－ 長田弘／[著] 911.5 ｵ
鬼太郎と行く妖怪道五十三次 水木しげる／著 388.1 ﾐ
キネマへまねき－フジモトマサルの回文
映画館　みぎからよんでもひだりからよん
でも－

フジモトマサル／著 807.9 ﾌ

きょうも猫日和 今江祥智／著 ｲﾏ
今日はなぞなぞの日 フジモトマサル／著 031.7 ﾌ
巨頭会談 ビートたけし／[ほか]著 914 ﾋﾞﾄ

藝、これ一生(米朝よもやま噺)
桂米朝／語り　市川寿憲／聞
き手

779.1 ｶ

景徳鎮からの贈り物－中国工匠伝－ 陳舜臣／著 ﾁﾝ
現代民話考　第2期 1　銃後 －思想弾
圧・空襲・原爆・沖縄戦・引揚げ－

松谷みよ子／[著] 388.1 ﾏ 2-1

原発への非服従－私たちが決意したこと
－(岩波ブックレット　No.822)

鶴見俊輔／著　澤地久枝／著
奥平康弘／著　大江健三郎／

539.0 ｹﾞ

憲法九条は私たちの安全保障です。(岩
波ブックレット　No.918)

梅原猛／著　大江健三郎／著
奥平康弘／著　澤地久枝／著
鶴見俊輔／著　池田香代子

323.1 ｹ

神戸わがふるさと 陳舜臣／著 ﾁﾝ
ことばの果実 長田弘／著 914 ｵｻ
子どもの本の海で泳いで 今江祥智／著 910.2 ｲ

こんなに楽しい!妖怪の町
五十嵐佳子／著　水木しげる
／監修

291.7 ｲ

最後の詩集 長田弘／[著] 911.5 ｵ
逆事 河野多惠子／著 ｺｳ
真田三代　上 火坂雅志／著 ﾋｻ 1
真田三代　下 火坂雅志／著 ﾋｻ 2
四国八十八ケ所感情巡礼 車谷長吉／著 915 ｸﾙ
実伝石田三成(角川文庫　ひ20-24) 火坂雅志／編 289.1 ｲｼ
自伝じょうちゃん 松谷みよ子／著 910.2 ﾏ
宿老・田中熊吉伝－鉄に挑んだ男の生涯 佐木隆三／著 289.1 ﾀﾅ
殉愛－原節子と小津安二郎－ 西村雄一郎／著 778.2 ﾊ
純情無頼－小説阪東妻三郎－ 高橋治／著 ﾀｶ
証言台の母－小説医療過誤裁判－ 佐木隆三／著 ｻｷ
常在戦場－家康家臣列伝－ 火坂雅志／著 ﾋｻ
少女監禁－「支配と服従」の密室で、いっ
たい何が起きたのか－

佐木隆三／著 368.6 ｻ

小説・捨てていく話 松谷みよ子／著 ﾏﾂ
小説の秘密をめぐる十二章 河野多惠子／著 901.3 ｺ
新・雨月－戊辰戦役朧夜話－上 船戸与一／著 ﾌﾅ 1
新・雨月－戊辰戦役朧夜話－下 船戸与一／著 ﾌﾅ 2
真幻魔大戦　1(徳間文庫)　ビッグ・プロ
ローグ

平井和正／著 B ﾋﾗ 1

甚五郎異聞 赤瀬川隼／著 ｱｶ
人生おいしゅうございます－料理記者歴
半世紀 人生は長生きするほど面白い。

岸朝子／著 596.0 ｷ

鮨そのほか 阿川弘之／著 918.6 ｱ
ストレンジ・ランデヴー(集英社文庫) 平井和正／著 B ﾋﾗ
世界一周恐怖航海記 車谷長吉／著 915 ｸﾙ
世界で最初の音 白川道／著 ｼﾗ
大義なきテロリスト－オウム法廷の16被
告－

佐木隆三／著 169.1 ｻ



タ イ ト ル 著 者 表 示 請求記号
高橋治のおくのほそ道ほか(シリーズ・古
典　6)

高橋治／著 911.3 ﾀ

ちいさな理想 鶴見俊輔／著 914 ﾂﾙ
ちゃんと食えば、幸せになる－水木三兄
弟の日々是元気－

水木しげる／著 596.0 ﾐ

月は誰のもの(文春文庫　う11-18　髪結
い伊三次捕物余話)

宇江佐真理／著 B ｳｴ

天下－家康伝－上 火坂雅志／著 ﾋｻ 1
天下－家康伝－下 火坂雅志／著 ﾋｻ 2
天璋院篤姫　上(講談社文庫　み9-7) 宮尾登美子／[著] B ﾐﾔ 1
天璋院篤姫　下(講談社文庫　み9-8) 宮尾登美子／[著] B ﾐﾔ 2
東京五つ星の手みやげ 岸朝子／選 LB 596 ﾄ
東京五つ星の手みやげ　続 岸朝子／選 LB 596 ﾄ 2
東京影同心 杉本章子／著 ｽｷﾞ
慟哭－小説・林郁夫裁判－ 佐木隆三／著 ｻｷ
長めのいい部屋 フジモトマサル／著 M ﾌ
流れに抗して 鶴見俊輔／著 914 ﾂﾙ
亡き母や(講談社文芸文庫　あA7) 阿川弘之／[著] B ｱｶﾞ
灘の男 車谷長吉／著 ｸﾙ
なつかしい時間(岩波新書 新赤版　1414) 長田弘／著 S 914 ｵｻ
錦 宮尾登美子／著 ﾐﾔ
日本の女優(日本の50年日本の200年) 四方田犬彦／著 778.2 ﾊ
仁淀川 宮尾登美子／著 ﾐﾔ
猫のしっぽ 高田宏著 645.7 ﾀ
母・あぐりの淳への手紙 吉行あぐり／著 914 ﾖｼ
原節子あるがままに生きて(朝日文庫　き
16-3)

貴田庄／著 778.2 ﾊ

春告鳥－女占い十二か月－ 杉本章子／著 ｽｷﾞ
半所有者 河野多惠子／著 ｺｳ
ひげがあろうがなかろうが 今江祥智／作　田島征三／絵 ｲﾏ
人は道草を食って生きる 赤瀬川隼／著 914 ｱｶ
冬の童話 白川道／著 ｼﾗ
冬晴れの街 赤瀬川隼／著 ｱｶ
文学問答 河野多惠子／著　山田詠美／ 914 ｺｳ
文士の好物－座談集－ 阿川弘之／著 914 ｱｶﾞ
米朝・上岡が語る昭和上方漫才 桂米朝／著　上岡竜太郎／著 779.1 ｶ
臍の緒は妙薬 河野多惠子／著 ｺｳ
ぼくのスミレちゃん 今江祥智／文　宇野亜喜良／ 726.6 ｳ
ぼくはこう生きている君はどうか 鶴見俊輔／著　重松清／著 914 ﾂﾙ
本に語らせよ 長田弘／著 914 ｵｻ
松谷みよ子全エッセイ　1　わたしの暦 松谷みよ子／著 914 ﾏﾂ 1
身を捨ててこそ－新・病葉流れて－ 白川道／著 ｼﾗ
水木しげるゲゲゲの大放談 水木しげる／著 726.1 ﾐ
水木しげるのんのん人生－ぼくはこんな
ふうに生きてきた－

水木しげる／絵と文 726.1 ﾐ

道半ば 陳舜臣／著 910.2 ﾁ
三つの墓標－小説・坂本弁護士一家殺
害事件－

佐木隆三／著 ｻｷ

みんなで一人旅 赤瀬川隼／著 ｱｶ
民話の世界(講談社学術文庫　2251) 松谷みよ子／[著] 388.1 ﾏ
物狂ほしけれ 車谷長吉／著 914 ｸﾙ
森の宿(講談社文芸文庫　あA6) 阿川弘之／[著] B 914 ｱｶﾞ



タ イ ト ル 著 者 表 示 請求記号
柳生真吾の、家族の里山園芸－73のアプ
ローチ－(講談社MOOK)

柳生真吾／著 GB 620.4 ﾔ

柳生真吾のガーデニングはじめの一歩－
これなら続けられる!楽しい園芸入門－

柳生真吾／著 GB 627 ﾔ

柳生真吾のがんばらないガーデニング－
70点ガーデナーになろう!－

柳生真吾／著 GB 620 ﾔ

柳生真吾の楽しい園芸のススメ－2006年
10月〜12月－秋・冬編(NHKまる得マガジ
ン　日本放送協会)

柳生真吾／[著] GB 620 ﾔ

柳生真吾の八ケ岳だより－だから園芸は
やめられない－

柳生真吾／著 620.4 ﾔ

野球の匂いと音がする 赤瀬川隼／著 914 ｱｶ
柳原良平の装丁 柳原良平／著 022.5 ﾔ
柳原良平船の世界 柳原良平／著 550 ﾔ
藪枯らし純次 船戸与一／著 ﾌﾅ
雪 高橋治／著 ﾀｶ
雪を読む－『北越雪譜』に沿いながら－
(日本を知る)

高田宏／著 914.5 ｽ

梅桃(ユスラウメ)が実るとき 吉行あぐり／著 289.1 ﾖｼ
妖談 車谷長吉／著 ｸﾙ
寄植えデザインBOOK 柳生真吾／著　田辺正則／著 GB 627.8 ﾔ
読むことは旅をすること－私の20世紀読
書紀行－

長田弘／著 915 ｵｻ

夜にかかる虹　上 平井和正／著 914 ﾋﾗ 1
夜にかかる虹　下 平井和正／著 914 ﾋﾗ 2
ラクダのまつげはながいんだよ－日本の
子どもたちが詩でえがいた地球－

長田弘／編著 911.5 ﾗ

りえ覚書 松谷みよ子／著 ﾏﾂ
龍鳳のくに－中国王朝興亡の源流をたど
る－

陳舜臣／著 222 ﾁ

良平の東京湾みなとスケッチ(気球の本) 柳原良平／画・文 291.3 ﾔ
良平の横浜みなとスケッチ(気球の本) 柳原良平／著 291.37 ﾔ

歴史に未来を観る－陳舜臣対談集－
陳舜臣／著　黒岩重吾／[ほ
か述]

222 ﾁ

六甲随筆 陳舜臣／著 914 ﾁﾝ
論語知らずの論語読み(講談社文芸文庫
あA5)

阿川弘之／[著] B 914 ｱｶﾞ

若き日の詩(ことばのおくりもの) 松谷みよ子／詩 911.5 ﾏ
笑いの世界－対談－(朝日選書　735) 桂米朝／著　筒井康隆／著 770.4 ｶ
該当件数：１５４冊


