
タ イ ト ル 著 者 表 示 請求記号

蜷川幸雄の稽古場から

蒼井優／著　小栗旬／著　尾
上菊之助／著　勝地涼／著
鈴木杏／著　寺島しのぶ／著
成宮寛貴／著　長谷川博己／
著　藤原竜也／著　松たか子
／著　蜷川幸雄／著

772.1ﾆ

いぶし銀のように―秋山ちえ子の歳時記 秋山ちえ子／著 914ｱｷ
大晦日のローストビーフー23の物語ー上
（大活字本シリーズ）

秋山ちえ子／著 D914ｱｷ1

大晦日のローストビーフー23の物語ー下
（大活字本シリーズ）

秋山ちえ子／著 D914ｱｷ2

風の流れに添ってーラジオ生活五十七 秋山ちえ子／著 914ｱｷ
九十九歳の恋うたー小さな町の物語ー 秋山ちえ子／著 914ｱｷ
さよならを言うまえに 秋山ちえ子／著 914ｱｷ
八十二歳のひとりごと 秋山ちえ子／著 914ｱｷ
冬の薔薇 秋山ちえ子／著 914ｱｷ
ラジオを語ろう 秋山ちえ子／著　永六輔／著 699.6ｱ
秋草の渡し 伊藤桂一／著 ｲﾄ
犬神乙女 伊藤桂一／著 ｲﾄ
軍人たちの伝統ーかかる軍人ありきー 伊藤桂一／著 ｲﾄ
月下の剣法者 伊藤桂一／著 ｲﾄ
静かなノモンハン 伊藤桂一／著 Bｲﾄ
遠花火 伊藤桂一／著 ｲﾄ
南京城外にて 伊藤桂一／著 ｲﾄ
遙かなインパール 伊藤桂一／著 ｲﾄ
秘剣やませみ 伊藤桂一／著 ｲﾄ
蛍の河 伊藤桂一／著 ｲﾄ
蛍の河・源流へー伊藤桂一作品集ー（講
談社文芸文庫）

伊藤桂一／著 Bｲﾄ

水の天女 伊藤桂一／著 ｲﾄ
私の戦旅歌（講談社文芸文庫） 伊藤桂一／著 Bｲﾄ
一般人名語録 永六輔／著 159.8ｴ
永六輔・職人と語る（Serai books） 永六輔／著 750.2ｴ
終ー大往生その後ー 永六輔／著 914ｴｲ
昭和ー僕の芸能私史ー　　1926-1989 永六輔／著 772.1ｴ
大往生（岩波新書 新赤版　329） 永六輔／著 S914ｴｲ
大晩年ー老いも病いも笑い飛ばす!ー 永六輔／著 914ｴｲ
「無償(ただ)」の仕事（講談社+α 新書） 永六輔／著 369.7ｴ
妻の大往生 永六輔／著 916ｴｲ
もっとしっかり、日本人（NHKライブラリー
54）

永六輔／著 914ｴｲ

もっとしっかり、日本人 永六輔／著 914ｴｲ
嫁と姑（岩波新書 新赤版　711） 永六輔／著 S367.3ｴｲ
死に方、六輔の。 永六輔／著　矢崎泰久／構成 289.1ｴｲ

薔薇の名前　上
ウンベルト・エーコ／著　河島
英昭／訳

973ｴｺ1

薔薇の名前　下
ウンベルト・エーコ／著　河島
英昭／訳

973ｴｺ2
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物語における読者
ウンベルト・エーコ／著　篠原
資明／訳

801ｴ

「バラの名前」覚書
ウンベルト・エコ／著　谷口勇
／訳

973ｴｺ

バウドリーノ　上
ウンベルト・エーコ／[著]　堤康
徳／訳

973ｴｺ1

バウドリーノ　下
ウンベルト・エーコ／[著]　堤康
徳／訳

973ｴｺ2

ヌメロ・ゼロ
ウンベルト・エーコ／著　中山
エツコ／訳

973ｴｺ

プラハの墓地（海外文学セレクション）
ウンベルト・エーコ／著　橋本
勝雄／訳

973ｴｺ

フーコーの振り子　上
ウンベルト・エーコ／著　藤村
昌昭／訳

973ｴｺ1

フーコーの振り子　下
ウンベルト・エーコ／著　藤村
昌昭／訳

973ｴｺ2

永遠のファシズム
ウンベルト・エーコ／[著]　和田
忠彦／訳

309ｴ

エーコの文学講義ー小説の森散策ー
ウンベルト・エーコ／著　和田
忠彦／訳

901.3ｴ

猫の鳥談義 四代目江戸家猫八／著 488.1ｴ
小説横綱千代の富士 大下英治 ｵｵ
異見のすすめ 大橋巨泉／著 914ｵｵ
巨泉ー人生の選択ー（黄金の濡れ落葉講
座）

大橋巨泉／著 779.9ｵ

巨泉流メジャー・リーグを楽しむ法（The
new fifties）

大橋巨泉／著 783.7ｵ

ゲバゲバ70年!ー大橋巨泉自伝ー 大橋巨泉／著 779.9ｵ
「国会議員」失格ーAre you a politician or
a statesman?ー

大橋巨泉／著 310.4ｵ

生意気ー東京下町青春記ー 大橋巨泉／著 779.9ｵ
パリ・マドリード二都物語ー名画とグルメと
ワインの旅ー

大橋巨泉／著 293.5ｵ

古代メソポタミアの神々ー世界最古の「王
と神の饗宴」ー

岡田明子／共著　小林登志子
／共著　三笠宮崇仁／監修

227.3ｵ

あの頃 小川宏／著 699.6ｵ
小川宏の面白交友録ー石原裕次郎、湯
川秀樹、美空ひばり、松本清張、長嶋茂
雄、山口百恵…　ー

小川宏／著 289.1ｵｶﾞ

遅すぎた男の反省 小川宏／著 289.1ｵｶﾞ
家の履歴書　男優・女優篇 斎藤明美／著 281.0ｻ

芝居ひとすじ
島田正吾／著　秋山ちえ子／
聞き手

775.1ｼ

ルナー輪廻転生の物語ー
島田雅彦／著　蜷川幸雄／演
出ノート

912.6ｼ

蜷川幸雄伝説（人間ドキュメント） 高橋豊／著 772.1ｼ
エプロンはずして夢の山 田部井淳子／著 786.1ﾀ
エヴェレストの女たち 田部井淳子／著 292.5ｴ
さわやかに山へ 田部井淳子／著 786.1ﾀ
それでもわたしは山に登る 田部井淳子／著 786.1ﾀ
七大陸最高峰に立って 田部井淳子／著 786.1ﾀ
山の頂の向こうに 田部井淳子／著 914ﾀﾍﾞ
エリザベート－ハプスブルク家最後の皇 塚本哲也／著 289.3ﾍﾟﾂ
マリー・ルイーゼ－ナポレオンの皇妃から
パルマ公国女王へ－

塚本哲也／著 289.3ﾏﾘ



タ イ ト ル 著 者 表 示 請求記号
メッテルニヒ－危機と混迷を乗り切った保
守政治家－

塚本哲也／著 289.3ﾒﾂ

わが青春のハプスブルク－皇妃エリザ
ベートとその時代－

塚本哲也／著 234.6ﾂ

葦舟、飛んだ 津島佑子／著 ﾂｼ
あまりに野蛮な　上（講談社文芸文庫　つ
A7）

津島佑子／著 Bﾂｼ1

あまりに野蛮な　下（講談社文芸文庫　つ
A8）

津島佑子／著 Bﾂｼ2

黄金の夢の歌 津島佑子／著 ﾂｼ
快楽の本棚－言葉から自由になるための
読書案内－（中公新書　1678）

津島佑子／著 019.9 ﾂ

狩りの時代 津島佑子／著 ﾂｼ
ジャッカ・ドフニ－海の記憶の物語－ 津島佑子／著 ﾂｼ
寵児（講談社文芸文庫） 津島佑子／著 B ﾂｼ
半減期を祝って 津島佑子／著 ﾂｼ
アルゼンチンまでもぐりたい 中村紘子／著 914 ﾅｶ
どこか古典派(クラシック) 中村紘子／著 914 ﾅｶ
ピアニストという蛮族がいる 中村紘子／著 762.8 ﾅ
往ったり来たり 夏樹静子／著 914 ﾅﾂ
裁判百年史ものがたり 夏樹静子／著 327ﾅ
心療内科を訪ねて 夏樹静子／著 493.0ﾅ
夏樹静子のゴールデン12(ダズン) 夏樹静子／著 ﾅﾂ
花を捨てる女 夏樹静子／著 ﾅﾂ
モラルの罠 夏樹静子／著 ﾅﾂ
四文字の殺意 夏樹静子／著 ﾅﾂ

課外授業ようこそ先輩１
NHK「課外授業ようこそ先輩」
制作グループ／編

281ｶ１

演劇の力 蜷川幸雄／著 772.1ﾆ
蜷川幸雄・闘う劇場　(NHKライブラリー 蜷川幸雄／著 772.1ﾆ
BGMはあなたまかせ 蜷川幸雄／著 772.1ﾆ

演出術
蜷川幸雄／[著]　長谷部浩／
[著]

772.1ﾆ

簡単に、単純に考える
羽生善治／著　平尾誠二／
[述]　二宮清純／[述]　金出武
雄／[述]

796ﾆ

勝ち続ける力 羽生善治／著　柳瀬尚紀／著 796ﾊ
勝者のシステムー勝ち負けの前に何をな
すべきかー

平尾誠二／著 783.4ﾋ

「日本型」思考法ではもう勝てない
平尾誠二／著　河合隼雄／
[述]　古田敦也／[述]　金井寿
宏／[述]

780.7ﾋ

狂気な作家のつくり方 平山夢明／著　吉野朔実／著 910.2ﾋ
奇跡の名犬物語ー世界一賢いロイヤル・
ドッグトーンデーンー

プーミポン・アドゥンヤデート／
著　赤木攻／訳　木村修／絵

645ﾌﾟ

あなた、強く生きなさい。 藤原てい／著 914ﾌｼﾞ
生きるー藤原ていエッセー集ー 藤原てい／著 914ﾌｼﾞ
運命 藤原てい／著 914ﾌｼﾞ
折々の栞 藤原てい／著 914ﾌｼﾞ
家族 藤原てい／著 914ﾌｼﾞ
絆 藤原てい／著 ﾌｼﾞ
旅路ー自伝小説ー 藤原てい／著 ﾌｼﾞ
流れる星は生きている（ちくま少年文庫９) 藤原てい／著 916ﾌｼﾞ
流れる星は生きている　改版（中公文庫
ふ18-5)

藤原てい／著 Ｂ916ﾌｼﾞ
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果てしなき流れのなかに 藤原てい／著 914ﾌｼﾞ
わが夫 新田次郎 藤原てい／著 910.2ﾆ
昭和天皇の時代 文芸春秋／編 210.7ｼ
古代エジプトの神々ーその誕生と発展ー 三笠宮崇仁／著 242.0ﾐ
母宮貞明皇后とその時代ー三笠宮両殿
下が語る思い出ー

[三笠宮崇仁]／[述]　[三笠宮
百合子]／[述]　工藤美代子／

288.4ﾃ

広辞苑を読む　(文春新書081) 柳瀬尚紀／著 813.1ﾔ
辞書を読む愉楽(角川選書　350) 柳瀬尚紀／著 801.3ﾔ
日本語ほど面白いものはないー邑智小学
校六年一組特別授業ー

柳瀬尚紀／著 810.4ﾔ

日本語は天才である 柳瀬尚紀／著 810.4ﾔ
翻訳はいかにすべきか 柳瀬尚紀／著 S801.7ﾔ
お母さんは「赤毛のアン」が大好き（吉野
朔実劇場）

吉野朔実／著 019.9ﾖ

神様は本を読まない（吉野朔実劇場） 吉野朔実／著 019.9ﾖ
グールドを聴きながら（小学館文庫よE- 吉野朔実／著 Mﾖ
瞳子 吉野朔実／著 Mﾖ
プレゼントをあげる 吉野朔実／著 TE726.6ﾖ
ましまるーおかえりなさいをきくまではー 吉野朔実／著 726.6ﾖ
吉野朔実は本が大好きー吉野朔実劇場
ALL IN ONEー

吉野朔実／著 019.9ﾖ

該当件数１３０冊


