
タ イ ト ル 著 者 表 示 請求記号
青豆とうふ 安西水丸／著　和田誠／著 914 ｱﾝ
赤かぶ検事の痛快告発 和久峻三／著 304 ﾜ
アフガニスタンで考える－カラー版　国際
貢献と憲法九条－(岩波ブックレット

中村哲／[著] 333.8 ﾅ

アフガン・緑の大地計画－伝統に学ぶ灌
漑工法と甦る農業－

中村哲／著 614.3 ﾅ

アメリカ人がよく使っている英語表現1日1
つずつ覚えなさい－ワンランク上をめざす
人のひと言辞典－(Sun business

竹村健一／著 834.4 ﾀ

ある文芸編集者の一生 大村彦次郎／著 910.2 ｵ
いいかげんワールド 眉村卓／著 ﾏﾕ
生きかた名人－たのしい読書術－ 池内紀／著 910.2 ｲ
医者井戸を掘る－アフガン旱魃との闘い 中村哲著 498.0 ﾅ
一億分の一秒の侵入者(ハツカー)(講談
社文庫)

和久峻三／[著] B ﾜｸ

医は国境を越えて 中村哲／著 498.0 ﾅ
永遠なれ、日本－元総理と都知事の語り
合い－

中曽根康弘著　石原慎太郎著 310.4 ﾅ

黄金夜界 橋本治／著 ﾊｼ
王朝懶夢譚 田辺聖子／著 ﾀﾅ
夫のかわりはおりまへん－前高槻市長の
介護奮戦記－

江村利雄／著 493.7 ｴ

覚悟の人－小栗上野介忠順伝－ 佐藤雅美／著 ｻﾄ
カヨ子ばあちゃんのうちの子さえ賢ければ
いいんです。

久保田カヨ子／著 599 ｸ

変わる世界で日本はこうなる!(竹村健一
の3分間早わかり講座)

竹村健一／著 304 ﾀ

九十八歳になった私 橋本治／著 ﾊｼ
饗宴 高橋昌男／著 ﾀｶ
極北のインディアン(中公文庫) 原ひろ子／著 382.5 ﾊ
黄犬ダイアリー ドナルド・キーン／著　キーン

誠己／著
914 ｷﾝ

近代化の理論－近代化における西洋と
東洋－(講談社学術文庫　1212)

富永健一／[著] 361.5 ﾄ

空爆と「復興」－アフガン最前線報告－ 中村哲／編著　ペシャワール
会／編著

302.2 ｸ

グリンプス(創元SF文庫) ルイス・シャイナー／著　小川
隆／訳

B 933 ｼﾔ

経験と自覚－西田哲学の「場所」を求め 上田閑照／著 121.6 ﾆ
結婚 橋本治／著 ﾊｼ
現代の社会科学者－現代社会科学にお
ける実証主義と理念主義－(講談社学術
文庫　1096)

富永健一／[著] 301.2 ﾄ

こいつだけは許せねえ－世間に代わって
ワルを撃つ－

安部譲二／著 914 ｱﾍﾞ

幸福のすすめ－“勇気”と“信念”で生きる 安部譲二／著 914 ｱﾍﾞ
古写真で見る失われた城 平井聖／監修　小沢健志／監 521.8 ｺ
言葉の降る日 加藤典洋／著 914 ｶﾄ
子どもの文化人類学 原ひろ子／著 389 ﾊ
懲りない男と言われても… 安部譲二／著 914 ｱﾍﾞ
作家のへその緒 池内紀／著 910.2 ｲ
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タ イ ト ル 著 者 表 示 請求記号
殺人者の緋文字(角川文庫) 和久峻三／[著] B ﾜｸ
さらば日本 阿部牧郎／著 ｱﾍﾞ
散歩本を散歩する(散歩の達人POCKET) 池内紀／著 915 ｲｹ
静かなる凱旋 阿部牧郎／著 ｱﾍﾞ
失踪日記 吾妻ひでお／著 916 ｱｽﾞ
自分の意見が言える人になれ! 竹村健一／著 809.6 ﾀ
十五万両の代償－十一代将軍家斉の生
涯－

佐藤雅美／著 ｻﾄ

「荀子」人生で学ぶべきこと－我が心の師
－(リュウ・ブックスアステ新書　001)

竹村健一／著 124.1 ﾀ

賞ナシ罰アリ猫もいる 安部譲二／著 914 ｱﾍﾞ
女性と復興支援－アフガニスタンの現場
から－(岩波ブックレット　No.614)

緒方貞子／[著]　ユニフェム日
本／[著]

367.2 ｼﾞ

人類が永遠に続くのではないとしたら 加藤典洋／著 914 ｶﾄ
スーラ(トニ・モリスン・コレクション) トニ・モリスン／[著]　大社淑子

／訳
933 ﾓﾘ

世阿弥の能(新潮選書) 堂本正樹／著 773.2 ｾﾞ
世界を知る101冊－科学から何が見える
か－

海部宣男／著 404 ｶ

世界大激変－次なる経済基調が定まっ 長谷川慶太郎／著 304 ﾊ
戦国女人抄おんなのみち 佐藤雅美／著 ｻﾄ
戦時生活(新潮文庫) ルーシャス・シェパード／[著]

小川隆／訳
B 933 ｼｴ

禅仏教－根源的人間－(同時代ライブラ
リー　142)

上田閑照／著 188.8 ｳ

ソロモンの歌(トニ・モリスン・コレクション) トニ・モリスン／[著]　金田真澄
／訳

933 ﾓﾘ

第三の敗戦－緊急警告!－ 堺屋太一／著 210.6 ｻ
対論改憲・護憲 中曽根康弘／著　宮沢喜一／ 323.1 ﾅ
焚合せ－京の味－ 西健一郎／著 596.2 ﾆ
だめなら逃げてみる－自分を休める225
の言葉－

小池一夫／著 914 ｺｲ

団塊の後－三度目の日本－ 堺屋太一／著 ｻｶ
中国大分裂－改革開放路線の終焉と反
動－

長谷川慶太郎／著 302.2 ﾊ

中国大乱を乗り切る日本の針路 長谷川慶太郎／著 302.2 ﾊ
中国の深層 長谷川慶太郎／著 302.2 ﾊ
中国崩壊前夜－北朝鮮は韓国に統合さ
れる－

長谷川慶太郎／著 302.2 ﾊ

中世芸能人の思想－世阿弥あとさき－ 堂本正樹／著 772.1 ﾄﾞ
中世しぐれ草紙 高橋昌男／著 ﾀｶ
千世と与一郎の関ケ原 佐藤雅美／著 ｻﾄ
ちょん髷とネクタイ－時代小説を楽しむ－ 池内紀／著 910.2 ｲ
塵クジラの海(ハヤカワ文庫 FT　353) ブルース・スターリング／著

小川隆／訳
B 933 ｽﾀ

程一彦の読めば10年長生きできる本－
台湾料理とかんたん薬膳－

程一彦／著 498.5 ﾃ

デス博士の島その他の物語(未来の文学) ジーン・ウルフ／著　浅倉久志
／訳　伊藤典夫／訳　柳下毅
一郎／訳

933 ｳﾙ

デスレス－奴等は死なない－ 加納一朗／著 ｶﾉ
転機の海外援助 緒方貞子／編 333.8 ﾃ
天地有情－五十年の戦後政治を語る－ 中曽根康弘／著 312.1 ﾅ
天、共に在り－アフガニスタン三十年の闘
い－

中村哲／著 333.8 ﾅ

ドイツ職人紀行 池内紀／著 914 ｲｹ



タ イ ト ル 著 者 表 示 請求記号
東京ひとり散歩(中公新書　2023) 池内紀／著 915 ｲｹ
曇天に窓があく 阿部牧郎／著 ｱﾍﾞ
似顔絵物語(白水Uブックス　1090) 和田誠／著 726.5 ﾜ
21世紀版日本の常識は世界の非常識－
新ミレニアムの大潮流を読む－

竹村健一／著 304 ﾀ

20時18分の死神－新・京都殺人案内－
(角川文庫)

和久峻三／[著] B ﾜｸ

ニッポン周遊記－町の見つけ方・歩き方・
つくり方－

池内紀／著 915 ｲｹ

日本永眠協会 阿部牧郎／著 ｱﾍﾞ
日本語の化学 岩松研吉郎著 810.4 ｲ
日本の近代化と社会変動－テュービンゲ
ン講義－(講談社学術文庫　952)

富永健一／[著] 361.5 ﾄ

日本の常識世界の非常識 竹村健一／著 304 ﾀ
猫の贈り物 阿部牧郎／著 ｱﾍﾞ
猫のシッポ 安部譲二／著 914 ｱﾍﾞ
陪審15号法廷(角川文庫) 和久峻三／[著] B ﾜｸ
白髪のうた 市原悦子／著　沢部ひとみ／

構成
775.1 ｲ

長谷川慶太郎の戦争と平和 長谷川慶太郎／著 319.8 ﾊ
肌絵の女(広済堂文庫) 和久峻三／著 B ﾜｸ
パラダイス(トニ・モリスン・コレクション) トニ・モリスン／[著]　大社淑子

／訳
933 ﾓﾘ

半次捕物控 命みょうが 佐藤雅美／著 ｻﾄ
日がわり一話 眉村卓／著 ﾏﾕ
日がわり一話　第2集 眉村卓／著 ﾏﾕ 2
ひとつとなりの山(光文社新書　373) 池内紀／著 915 ｲｹ
ひとりごと 市原悦子／著 775.1 ｲ
人は愛するに足り、真心は信ずるに足る
－アフガンとの約束－

中村哲／著　澤地久枝／聞き
手

333.8 ﾅ

ひねくれ一茶 田辺聖子／著 ﾀﾅ
ひまわりは枯れてこそ実を結ぶ 堀文子／著 721.9 ﾎ
100歳。今日も楽しい－達人吉沢久子－ 吉沢久子／著 914 ﾖｼ
不時着 安部譲二／著 ｱﾍﾞ
ブス愚痴録 田辺聖子／著 ﾀﾅ
紛争と難民 緒方貞子の回想 緒方貞子／著 369.3 ｵ
文壇うたかた物語 大村彦次郎／著 910.2 ｵ
塀の外の同窓会 安部譲二／著 914 ｱﾍﾞ
塀の中のプレイ・ボール 安部譲二／著 ｱﾍﾞ
法廷ウォッチング 和久峻三／著 327.0 ﾜ
保守の遺言(角川oneテーマ21　A-116) 中曽根康弘／[著] 312.1 ﾅ
ほんとうのアフガニスタン 中村哲／著 498.0 ﾅ
ほんの数行 和田誠／著 019.9 ﾜ
誠の話 椎名誠／著　和田誠／著 914 ｼｲ
町医北村宗哲 佐藤雅美／著 ｻﾄ
マドンナの引っ越し 池内紀／著 915 ｲｹ
密室法廷 和久峻三／著 ﾜｸ
緑と風の丘－北フランスからの手紙　谷
内こうた画文集－

谷内こうた／著 723.1 ﾀ

みんな昔はこどもだった 池内紀／著 914 ｲｹ
森の生活－ウォールデン－(講談社学術
文庫　961)

ヘンリー・D・ソロー／[著]　佐
渡谷重信／訳

B 934 ｿﾛ

やまんば－女優市原悦子43人と語る－ 市原悦子／著 770.4 ｲ
槍持ち佐五平の首 佐藤雅美／著 ｻﾄ
吉沢久子の旬を味わう献立帖 吉沢久子／著　早川茉莉／編 596.0 ﾖ



タ イ ト ル 著 者 表 示 請求記号
ラヴ(トニ・モリスンコレクション) トニ・モリスン／著　大社淑子

／訳
933 ﾓﾘ

ルパン三世　1(中公文庫　コミック版) モンキー・パンチ／著 M ﾓ 1
ルパン三世　2(中公文庫　コミック版) モンキー・パンチ／著 M ﾓ 2
ルパン三世　3(中公文庫　コミック版) モンキー・パンチ／著 M ﾓ 3
ルパン三世　4(中公文庫　コミック版) モンキー・パンチ／著 M ﾓ 4
ルパン三世　5(中公文庫　コミック版) モンキー・パンチ／著 M ﾓ 5
老耄と哲学(思うままに) 梅原猛／著 914 ｳﾒ
わたくしが旅から学んだこと－80過ぎても
「世界の旅」は継続中ですのよ!－

兼高かおる／著 289.1 ｶﾈ

わたくしたちの旅のかたち－好奇心が「知
恵」と「元気」を与えてくれる－

兼高かおる／著　曽野綾子／
著

290.9 ｶ

私の愛する憩いの地 兼高かおる／著 290.9 ｶ
私の仕事－国連難民高等弁務官の十年
と平和の構築－

緒方貞子著 369.3 ｵ

私流に現在(いま)を生きる 堀文子／著 721.9 ﾎ
私はいつまで生きていてよいのか－老い
は“おまけ”ではない－

上田薫／著 367.7 ｳ

私の好きな世界の街 兼高かおる／著 290.9 ｶ
私の大事な場所 ドナルド・キーン／著 914 ｷﾝ
和田誠切抜帖 和田誠／著 726.5 ﾜ

合計137冊


