
一般書等（書名による五十音リスト）

五十音 NO 蔵書番号 書名 著者名 出版者
あ 1 0000087551 あ・うん 向田邦子:著 文藝春秋
あ 2 0000084152 アー・ユー・ハッピー? 矢沢永吉:著 日経BP社
あ 3 0000098152 あゝ零戦一代 零戦隊空戦始末記 横山保:著 光人社
あ 4 0000082834 愛、深き淵より。 星野富弘:著 学研
あ 5 0000169847 愛、深き淵より。 筆をくわえて綴った生命の記録 星野富弘:著 立風書房
あ 6 0000116368 相生集 下
あ 7 0000116350 相生集 上
あ 8 0000134171 アイガモの絵本 そだててあそぼう 65 ふるのたかお:へん 農山漁村文化協会
あ 9 0000058511 愛犬のしつけのコツがわかる本 趣味の教科書 ＲＥＴＲＩＥＶＥＲ編集部:編 媛出版社
あ 10 0000058222 愛犬のための手作り健康食 かんたんで経済的! 須崎恭彦:著 洋泉社
あ 11 0000061457 相性 三浦友和:著 小学館
あ 12 0000108456 アイスクリーム 食品加工シリーズ １ 宮地寛仁:著 農山漁村文化協会
あ 13 0000108449 アイスクリーム 食品加工シリーズ １ 宮地寛仁:著 農山漁村文化協会
あ 14 0000089540 アイスクリン強し 畠中恵:著 講談社
あ 15 0000059618 アイススケートの極意 ブレイクスケーティングテクニックマニュアル 柳沢直行:著 新風舎
あ 16 0000093534 愛する家族がガンになったら 心をささえてくれる21の言葉 ガブリエラ・フェッター:著 講談社
あ 17 0000070888 愛する人を失うとどうして死にたくなるのか 「《うつ》から自殺へ」を「生きよう」に変える力 下園壮太:著 文芸社
あ 18 0000070318 相田みつを作品集
あ 19 0000098251 相田みつを作品集 1 相田みつを:著 文化出版局
あ 20 0000098269 相田みつを作品集 2 相田みつを:著 文化出版局
あ 21 0000098277 相田みつを作品集 3 相田みつを:著 文化出版局
あ 22 0000129569 愛知県の山 分県登山ガイド 与呉日出夫:著 山と渓谷社
あ 23 0000115022 会津学 Vol.1 〔奥会津書房〕
あ 24 0000186445 会津士魂 10 早乙女貢:著 新人物往来社
あ 25 0000090928 会津士魂 11 早乙女貢:著 新人物往来社
あ 26 0000186213 会津士魂 11 早乙女貢:著 新人物往来社
あ 27 0000186239 会津士魂 12 早乙女貢:著 新人物往来社
あ 28 0000186221 会津士魂 2 早乙女貢:著 新人物往来社
あ 29 0000186254 会津士魂 3 早乙女貢:著 新人物往来社
あ 30 0000186189 会津士魂 4 早乙女貢:著 新人物往来社
あ 31 0000186163 会津士魂 5 早乙女貢:著 新人物往来社
あ 32 0000186296 会津士魂 6 早乙女貢:著 新人物往来社
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あ 33 0000186171 会津士魂 7 早乙女貢:著 新人物往来社
あ 34 0000186288 会津士魂 8 早乙女貢:著 新人物往来社
あ 35 0000186155 会津士魂 9 早乙女貢:著 新人物往来社
あ 36 0000090944 会津士魂 続1 早乙女貢:著 新人物往来社
あ 37 0000091181 会津士魂 続3 早乙女貢:著 新人物往来社
あ 38 0000150953 会津史談 創刊号～第24号 会津史談会
あ 39 0000167437 会津執権の栄誉 佐藤巖太郎:著 文藝春秋
あ 40 0000090670 会津人の書く戊辰戦争 宮崎十三八:著 恒文社
あ 41 0000110973 会津高田町の文化財 会津高田町教育委員会
あ 42 0000090076 会津鶴ケ城の女たち 阿達義雄:著 歴史春秋出版
あ 43 0000105882 会津鶴ケ城の女たち 阿達義雄:著 歴史春秋出版
あ 44 0000116087 会津の宿場
あ 45 0000105858 会津の峠 下 笹川寿夫:編著 歴史春秋出版
あ 46 0000105213 会津の峠 下 笹川寿夫:編著 歴史春秋出版
あ 47 0000105866 会津の峠 上 笹川寿夫:編著 歴史春秋出版
あ 48 0000111609 会津の花 小林隆:著 歴史春秋出版
あ 49 0000152918 会津の美 仏像篇 歴史春秋出版
あ 50 0000124156 会津の美術
あ 51 0000173617 会津の方言 竹谷　透 有限会社サン・ライフ印刷

あ 52 0000107011 会津の民具 鷲山　義雄
あ 53 0000105296 会津の歴史
あ 54 0000089920 会津藩燃ゆ 歴史ドキュメント 星亮一:著 教育書籍
あ 55 0000106211 会津白虎隊
あ 56 0000114306 会津文化史
あ 57 0000109355 会津戊辰戦争 増補 白虎隊之健闘
あ 58 0000115378 会津戊辰戦争史料集 宮崎十三八:編 新人物往来社
あ 59 0000105452 会津松平家の祖 保科正之
あ 60 0000110148 会津歴史年表 五十嵐勇作:編 会津史学会
あ 61 0000110445 会津若松市の文化財 会津若松市教育委員会
あ 62 0000185520 愛なき世界 三浦しをん:著 中央公論新社
あ 63 0000069658 愛菜学(まなまな) 芦田愛菜ちゃんに学ぶ「なんで?」の魔法 芦田愛菜:編 講談社
あ 64 0000090134 愛に生きて 智恵子と光太郎 伊藤昭:著 歴史春秋出版
あ 65 0000130161 愛に生きて 智恵子と光太郎 伊藤昭:著 近代文芸社
あ 66 0000141150 愛に生きて 智恵子と光太郎 伊藤昭:著 近代文芸社
あ 67 0000141143 愛に生きて 智恵子と光太郎 伊藤昭:著 近代文芸社
あ 68 0000110890 アイヌ民族:歴史と現在 未来を共に生きるために
あ 69 0000110908 アイヌ民族:歴史と現在 未来を共に生きるために
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あ 70 0000091629 アイネクライネナハトムジーク 伊坂幸太郎:著 幻冬舎
あ 71 0000069070 愛のかたち 現代随筆選書 188 雨宮敬子:監修 日本随筆家協会
あ 72 0000207514 愛の空間 響きわたるシベリア杉 シリーズ3 ウラジーミル・メグレ:著 ナチュラルスピリット
あ 73 0000147686 あいのり 恋愛観察バラエティー 2 学研
あ 74 0000076034 愛は命の原動力 光のみことばが救います 中原儀子:著 ロングセラーズ
あ 75 0000189175 愛への帰還 光への道「奇跡の学習コース」 マリアン・ウイリアムソン:著 太陽出版
あ 76 0000088153 アイムパーフェクト! あなたの中のパワースポットとつながる方法 はせくらみゆき:著 経済界
あ 77 0000076471 アイルランド 人・酒・音 愛蘭土音楽紀行 守安功:文・写真 東京書籍
あ 78 0000121053 アインシュタインのおもちゃ 重力と宇宙の不思議の旅 Ａ・ズィー:著 TBSブリタニカ
あ 79 0000072702 アヴェ・マリアのヴァイオリン 香川宜子:著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
あ 80 0000072652 アウト 桐野夏生:著 講談社
あ 81 0000112086 アウトドア・クッキング入門 簡単！おいしい！ Ｏｕｔｄｏｏｒ　Ａ　ｔｏ　Ｚ－アウトドアのすべてがわかる－ ２ 鈴木アキラ:編著 山と渓谷社
あ 82 0000073700 青い鳥 重松清:著 新潮社
あ 83 0000097907 青木雄二のゼニと世直し 現代日本のていたらく、ボクが言わんで誰が言う！ 青木雄二:著 大和書房
あ 84 0000056184 あおくび大根 ２ ＭＦコミックス 山崎健:著 メディアファクトリー
あ 85 0000078725 あおくび大根 3 山崎　健
あ 86 0000056192 あおくび大根 ＭＦコミックス 山崎健:著 メディアファクトリー
あ 87 0000065201 青は遠い色 谷川俊太郎:詩 玲風書房
あ 88 0000129692 青森県の山 分県登山ガイド 根深誠:著 山と渓谷社
あ 89 0000061374 赤い糸 上 メイ:著 ゴマブックス
あ 90 0000061002 赤い糸precious メイ:著 ゴマブックス
あ 91 0000083337 赤い氷河期 下 松本清張:著 新潮社
あ 92 0000083345 赤い氷河期 上 松本清張:著 新潮社
あ 93 0000075341 赤い門燈 地域警察官・家族の体験記
あ 94 0000083519 赤い指 東野圭吾:著 講談社
あ 95 0000141234 赤城畫帖 高村光太郎
あ 96 0000070946 赤朽葉家の伝説 桜庭一樹:著 東京創元社
あ 97 0000183020 赤毛のアン 新潮文庫 モ-4-41 モンゴメリ:〔著〕 新潮社
あ 98 0000113407 赤ちゃんからの読み聞かせ 浅川かよ子:著 高文研
あ 99 0000104562 赤ちゃんにご用心!? 子育てサバイバルまんが+あんしん育児講座 なかじまこもも:マンガ 双葉社
あ 100 0000075739 赤ちゃんの死を前にして 流産・死産・新生児死亡への関わり方とこころのケア 竹内正人:編著 中央法規出版
あ 101 0000089979 あかね空 山本一力:著 文藝春秋
あ 102 0000084749 アカペラ 山本文緒:著 新潮社
あ 103 0000097030 赤峰から 渡辺モト
あ 104 0000169748 赤峰から 渡辺モト
あ 105 0000097196 明るいほうへ 金子みすゞ童謡集 金子みすゞ:著 ＪＵＬＡ出版局
あ 106 0000097246 明るいほうへ 金子みすゞ童謡集 金子みすゞ:著 ＪＵＬＡ出版局
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あ 107 0000099481 明るく生き生き更年期とのつきあいかた 小塙清:著 新星出版社
あ 108 0000085845 あかんべえ 宮部みゆき:著 ＰＨＰ研究所
あ 109 0000078097 秋桜（コスモス） １７歳女子高校生のものがたり すずきじゅんいち:著 汐文社
あ 110 0000129759 秋田県の山 分県登山ガイド 佐々木民秀:著 山と渓谷社
あ 111 0000072561 秋の旅立ち 木戸清三:著 講談社出版サービスセンター

あ 112 0000099267 秋の七草集 菅野　正一
あ 113 0000081992 秋の森の奇跡 林真理子:著 小学館
あ 114 0000106112 昭代橋物語
あ 115 0000110668 昭代橋物語 高田宗彦
あ 116 0000158378 昭代橋物語 高田宗彦 コスモ・アトリエ編集
あ 117 0000175794 昭 田中角栄と生きた女 佐藤あつ子:著 講談社
あ 118 0000168781 あきらめない 鎌田実:著 集英社
あ 119 0000072850 あきらめないで 佐野有美:著 主婦と生活社
あ 120 0000166058 悪意 講談社文庫 東野圭吾:〔著〕 講談社
あ 121 0000078204 アクシデント 上 ダニエル・スティール:作 アカデミー出版
あ 122 0000093187 芥川竜之介小説集 1 芥川竜之介:著 岩波書店
あ 123 0000125724 芥川竜之介小説集 2 芥川竜之介:著 岩波書店
あ 124 0000125427 芥川竜之介小説集 3 芥川竜之介:著 岩波書店
あ 125 0000125849 芥川竜之介小説集 4 芥川竜之介:著 岩波書店
あ 126 0000125807 芥川竜之介小説集 5 芥川竜之介:著 岩波書店
あ 127 0000125765 芥川竜之介小説集 6 芥川竜之介:著 岩波書店
あ 128 0000108209 アグネス流エイジング薬膳デトックス 心で食す アグネス・チャン:著 家の光協会
あ 129 0000069906 悪魔の種子 内田康夫:著 幻冬舎
あ 130 0000112102 あけびを編む ネイチャーズクラフト 谷川栄子:著 農山漁村文化協会
あ 131 0000112276 あけびを編む ネイチャーズクラフト 谷川栄子:著 農山漁村文化協会
あ 132 0000070680 憧れのまほうつかい さくらももこ:著 新潮社
あ 133 0000105510 安積采女とその時代 古代史を彩る 今泉正顕:著 教育書籍
あ 134 0000093914 アサガオの絵本 そだててあそぼう 34 わたなべよしたか:へん 農山漁村文化協会
あ 135 0000118745 安積開拓史 ある偉大な遺産 高橋　哲夫
あ 136 0000095810 朝が来る 辻村深月:著 文藝春秋
あ 137 0000184416 安積疏水百年史 安積疏水百年史編さん委員会 第一法規出版株式会社
あ 138 0000171579 安積に学びし本宮の先輩たち 高田　宗彦 本宮桑野会
あ 139 0000090225 安積野士族開拓誌 髙橋哲夫
あ 140 0000110965 浅川町の石造物 浅川町教育委員会
あ 141 0000068056 浅草のおんな 伊集院静:著 文藝春秋
あ 142 0000096495 朝次の雑記帳
あ 143 0000065664 朝には紅顔ありて 大谷光真:著 角川書店
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あ 144 0000113852 朝の読書 夢ありて楽し 庄司一幸:著 歴史春秋出版
あ 145 0000086694 朝の歓び 上 宮本輝:著 講談社
あ 146 0000120485 朝日日本歴史人物事典 朝日新聞社:編 朝日新聞社
あ 147 0000099358 アジア太平洋戦争従軍記 小沼　利男
あ 148 0000112425 アジアのホテル・ベストセレクション 岸川惠俊:著 河出書房新社
あ 149 0000099390 あじさいの咲くころに あじさい読書会
あ 150 0000065573 明日の記憶 荻原浩:著 光文社
あ 151 0000170688 明日の記憶 荻原浩:著 光文社
あ 152 0000000752 明日の子供たち 有川浩:著 幻冬舎
あ 153 0000057919 明日へ 忘れない11311のこと
あ 154 0000155523 明日への道 全報告 グァム島孤独の28年 横井庄一 文藝春秋
あ 155 0000077875 あした見る夢 瀬戸内寂聴:著 朝日新聞社
あ 156 0000061978 明日もある。あさってもある! 84歳のラジオパーソナリティ 二宮チエ:著 イースト・プレス
あ 157 0000069419 アシュタール×ひふみ神示 立ち上がれ!地球の女神たちよ! 宇咲愛:著 ヒカルランド
あ 158 0000071860 阿修羅 玄侑宗久:著 講談社
あ 159 0000136671 アズキの絵本 そだててあそぼう 66 十勝農業試験場アズキグループ:へん 農山漁村文化協会
あ 160 0000102699 明日なき原発 柴野徹夫:著 未來社
あ 161 0000057752 明日なき原発 柴野徹夫:著 未來社
あ 162 0000057760 明日なき原発 柴野徹夫:著 未來社
あ 163 0000093740 アスペルガー症候群がわかる本 理解と対応のためのガイドブック クリストファー・ギルバーグ:著 明石書店
あ 164 0000060459 アズミ・ハルコは行方不明 A LONELY GIRL HAS GONE. 山内マリコ:著 幻冬舎
あ 165 0000059857 アスリートのためのコアトレ 100のエクササイズ12の処方箋 有吉与志恵:著 ベースボール・マガジン社

あ 166 0000059899 アスリートのためのコアトレ 2 有吉与志恵:著 ベースボール・マガジン社

あ 167 0000082537 アセンションの時代 迷走する地球人へのプレアデスの智慧 バーバラ・マーシニアック:著 風雲舎
あ 168 0000079848 アセンションへの切符 ハワイに伝わるホ・オポノポノの教えとイルカからのメッセージ 野崎友璃香:著 ランダムハウス講談社
あ 169 0000103861 遊び方全書 なつかしい遊び、たのしい遊びがいっぱい 池田書店
あ 170 0000126615 遊びと仲間 写真と作文でつづる昭和の子どもたち4
あ 171 0000071803 与える愛に生きて 先達の教え 瀬戸内寂聴:著 小学館
あ 172 0000098608 あだたら 蝌蚪俳句会
あ 173 0000097436 あだたら 佐藤　健
あ 174 0000193557 あだたら 第10号 あだたらを知る会
あ 175 0000096875 阿だたら 第2巻 蝌蚪五周年記念同人句集 蝌蚪俳句会
あ 176 0000096644 あだたら 第4
あ 177 0000096958 あだたら 第5巻 創立二十五周年記念合同句集 蝌蚪俳句会
あ 178 0000193391 あだたら 第6号 あだたらを知る会
あ 179 0000193219 あだたら 第7号 あだたらを知る会
あ 180 0000110288 安達太良山 信仰と温泉のあしどり 木村完三
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あ 181 0000193359 安達太良山 相応寺 (ファイル)
あ 182 0000066779 安達太良山と文学 ある末期癌患者のロマン 猪狩三郎:著 歴史春秋出版
あ 183 0000193417 安達太良山の自然環境と景観を考える ’97あだたらｻﾐｯﾄ 大玉村
あ 184 0000193409 安達太良山の自然と景観を考える ’97あだたらサミット 大玉村
あ 185 0000193375 安達太良の自然調査報告書 福島県安達郡大玉村
あ 186 0000193599 安達太良の自然と景観を考えるフォーラム 1999～2001 開催報告レポート 安達太良の自然と景観を考える会

あ 187 0000110023 安達郡案内
あ 188 0000106153 安達郡史
あ 189 0000193748 安達郡誌 安達郡役所
あ 190 0000114967 安達憲政史
あ 191 0000147173 安達三十三観音 菅野正一
あ 192 0000167171 安達三十三館世音札所 菅野　正一
あ 193 0000106104 あだち野のむかし物語
あ 194 0000191361 あだち野のむかし物語 安達地方新しい旅実行委員会 安達地方新しい旅実行委員会

あ 195 0000106062 あだち野のむかし物語 その二
あ 196 0000119453 頭がいい親の上手な叱り方 現場カウンセラーが証す賢いコツ 高橋愛子:著 コスモトゥーワン
あ 197 0000076554 頭のいい夫婦気くばりのすすめ ちょっとしたコツですれ違い解消!! 松本光平:著 コスモトゥーワン
あ 198 0000097584 新しい「しつけ」の本 0-6才 たまひよ新・基本シリーズ 大日向雅美:監修 ベネッセコーポレーション

あ 199 0000115790 新しい国語表記 音訓及び送り仮名の付け方 藤原宏:編 ぎょうせい
あ 200 0000123562 新しい細胞・遺伝子像と生命 自然と人間シリーズ 佐藤七郎:著 新日本出版社
あ 201 0000123125 新しい自然史博物館 糸魚川淳二:著 東京大学出版会
あ 202 0000183665 新しい日米外交を切り拓く 沖縄・安保・原発・TPP、多様な声をワシントンへ 猿田佐世(新外交イニシアチブ弁護士) 集英社
あ 203 0000075432 あたりまえだけどなかなかできない42歳からのルール 田中和彦:著 明日香出版社
あ 204 0000071720 あたりまえの日に帰りたい 骨髄性白血病からの生還 小林茂登子:著 時事通信社
あ 205 0000083352 熱い絹 下 松本清張:著 講談社
あ 206 0000083360 熱い絹 上 松本清張:著 講談社
あ 207 0000099044 熱い九月 議員定数削減・直接請求の記録
あ 208 0000111237 熱塩加納村の文化財 熱塩加納村教育委員会
あ 209 0000082099 淳それから 土師守:著 新潮社
あ 210 0000122648 あっぱれスギナの大薬効 成人病から美肌づくりにまですごい威力を発揮 ビタミン文庫 伊沢一男:編 マキノ出版
あ 211 0000063362 あっぷっぷ にらめっこあそび たのしいポップアップえほん ポップス:作 永岡書店
あ 212 0000121384 吾妻・安達太良・磐梯山 森ガイド 高山の原生林を守る会:著 歴史春秋出版
あ 213 0000120824 アトピーっ子の生活元気絵本 戸田浄:著 講談社
あ 214 0000093575 アドラー博士が教える「このひと言」で子どものやる気は育つ 青春文庫 ほ-5 星一郎:著 青春出版社
あ 215 0000065532 穴 小山田浩子:著 新潮社
あ 216 0000171728 アナウンサーがやっている！1分で心に刺さる印象術 名和田知加
あ 217 0000193086 アナスタシア 響きわたるシベリア杉 シリーズ1 ウラジーミル・メグレ:著 ナチュラルスピリット



一般書等（書名による五十音リスト）

あ 218 0000084327 あなたが生まれてきた意味は? ローラント・キュープラー:著 花風社
あ 219 0000080044 あなたと私の心の宝石箱 野地トミエ:著 歴史春秋出版
あ 220 0000077776 あなたにあいたくて生まれてきた詩 宗左近:詩を選んだ人 新潮社
あ 221 0000102111 あなたに似合う色がわかる本 ひとりでできるカラー診断&色見本付 深井寿乃:著 マール社
あ 222 0000105627 あなたの知らない福島県の歴史 歴史新書 山本博文:監修 洋泉社
あ 223 0000099408 あなたの手のひら 花の詩画集 星野富弘:著 偕成社
あ 224 0000076901 あなたの涙そうそう ＴＢＳ「あなたの涙そうそう」プロジェクト:編 幻冬舎
あ 225 0000065714 あなたはひとりじゃない 悩める母たちへ子供たちへ 大平光代:著 光文社
あ 226 0000186064 アニミズムという
あ 227 0000172718 あの子の発達障害がわかる本 1 ミネルヴァ書房
あ 228 0000172726 あの子の発達障害がわかる本 2 ミネルヴァ書房
あ 229 0000172734 あの子の発達障害がわかる本 3 ミネルヴァ書房
あ 230 0000172742 あの子の発達障害がわかる本 4 ミネルヴァ書房
あ 231 0000172759 あの子の発達障害がわかる本 5 ミネルヴァ書房
あ 232 0000070649 あのころ さくらももこ:絵と文 集英社
あ 233 0000078923 あの空をおぼえてる ジャネット・リー・ケアリー:著 ポプラ社
あ 234 0000098913 あのね。すごいべ。 会津本郷幼稚園:編 二見書房
あ 235 0000108282 あのネーミングはすごかった！ ヒット商品を生んだ秀逸ネーミング集 安田輝男:著 中経出版
あ 236 0000161786 あの日 小保方晴子:著 講談社
あ 237 0000074690 あの人が誰だか知っていますか? サラ・バートン:著 角川書店
あ 238 0000068452 アヒルと鴨のコインロッカー ミステリ・フロンティア 1 伊坂幸太郎:著 東京創元社
あ 239 0000110692 阿武隈川の埋もれ木 まぼろしの銘木の歴史と文化 松浦丹次郎
あ 240 0000106609 阿武隈川の歴史と文化 阿武隈川サミット実行委員会
あ 241 0000064816 阿武隈川流域の環境学 福島大学自然共生・再生研究プロジェクト

あ 242 0000129957 アフリカ ライフ大自然シリーズ 22 アルチー・カー:著 タイムライフインターナショナル

あ 243 0000075309 あふれた愛 天童荒太:著 集英社
あ 244 0000087387 アホは神の望み 村上和雄:著 サンマーク出版
あ 245 0000064899 甘い魔法 先生とあたしの恋 下 ｐｉｎｏｒｉ:著 スターツ出版
あ 246 0000061226 甘い魔法 先生とあたしの恋 上 ｐｉｎｏｒｉ:著 スターツ出版
あ 247 0000073569 甘党流れ旅 酒井順子:著 角川書店
あ 248 0000098491 奄美の原爆乙女 上坂冬子:著 中央公論社
あ 249 0000103663 余り毛糸で編む小物85点 ソックス・手袋・ミニショール・バッグ…… レディブティックシリーズ 1222 ブティック社
あ 250 0000172445 アミ3度めの約束 愛はすべてをこえて エンリケ・バリオス:著 徳間書店
あ 251 0000082073 アミダサマ 沼田まほかる:著 新潮社
あ 252 0000112375 アメリカのホテル・ベストセレクション 岸川惠俊:著 河出書房新社
あ 253 0000117564 アメリカ美術
あ 254 0000169516 あやかし草紙 三島屋変調百物語伍之続 宮部みゆき:著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ



一般書等（書名による五十音リスト）

あ 255 0000069930 妖しい詩韻 内田康夫:〔著〕 角川春樹事務所
あ 256 0000070045 あやしうらめしあなかなし 浅田次郎:著 双葉社
あ 257 0000117382 あらしのうみのゆうれい こわいこわーいおはなし 小泉八雲:原作 童心社
あ 258 0000065292 あらすじで読む日本の名著 小川義男:編 楽書舘
あ 259 0000071522 あらすじで読む日本の名著 Ｎｏ．２ 小川義男:編著 楽書舘
あ 260 0000071001 アリアドネの弾丸 海堂尊:著 宝島社
あ 261 0000069120 アリスの穴の中で 上野瞭:著 新潮社
あ 262 0000172494 蟻の菜園 アントガーデン 角川文庫 ゆ14-5 柚月裕子:〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
あ 263 0000069591 ありふれた風景画 あさのあつこ:著 文藝春秋
あ 264 0000185561 ある男 平野啓一郎:著 文藝春秋
あ 265 0000068064 あるキング 伊坂幸太郎:著 徳間書店
あ 266 0000100156 アルセーヌ=ルパン全集 16 モーリス＝ルブラン:著 偕成社
あ 267 0000100164 アルセーヌ=ルパン全集 17 モーリス＝ルブラン:著 偕成社
あ 268 0000100131 アルセーヌ=ルパン全集 18 モーリス＝ルブラン:著 偕成社
あ 269 0000100149 アルセーヌ=ルパン全集 19 モーリス＝ルブラン:著 偕成社
あ 270 0000100107 アルセーヌ=ルパン全集 20 モーリス＝ルブラン:著 偕成社
あ 271 0000100099 アルセーヌ=ルパン全集 21 モーリス＝ルブラン:著 偕成社
あ 272 0000100065 アルセーヌ=ルパン全集 22 モーリス＝ルブラン:著 偕成社
あ 273 0000100057 アルセーヌ=ルパン全集 23 モーリス＝ルブラン:著 偕成社
あ 274 0000100040 アルセーヌ=ルパン全集 24 モーリス＝ルブラン:著 偕成社
あ 275 0000100073 アルセーヌ=ルパン全集 25 モーリス＝ルブラン:著 偕成社
あ 276 0000084350 アルゼンチンババア よしもとばなな:著 ロッキング・オン
あ 277 0000115063 アルバム 高村智恵子 その愛と美の軌跡
あ 278 0000140640 アルバム 高村智恵子 その愛と美の軌跡 二本松市教育委員会
あ 279 0000113787 アレルギーっ子の入園・入学安心マニュアル 給食、体育、あそびから緊急時の対応まで 健康双書 佐守友仁:著 農山漁村文化協会
あ 280 0000085647 アロハ！ ヒューレン博士とホ・オポノポノの言葉 イハレアカラ・ヒューレン:監修 サンマーク出版
あ 281 0000070797 案外、知らずに歌ってた童謡の謎 合田道人:著 祥伝社
あ 282 0000085308 暗黒凶像 森村誠一:著 講談社
あ 283 0000158014 アンゴラへの扉 駐日アンゴラ共和国大使館
あ 284 0000085969 あんじゅう 三島屋変調百物語事続 宮部みゆき:著 中央公論新社
あ 285 0000191346 安心をする 松本　登 宇宙鉄則研究会
あ 286 0000191353 安心をする 松本　登 宇宙鉄則研究会
あ 287 0000087643 アンダーグラウンド 村上春樹:著 講談社
あ 288 0000070268 アンダースタディ 赤川次郎:著 集英社
あ 289 0000058693 アンナＧＯ！ 少女と愛犬の奇跡 安田昌弘:著 小学館
あ 290 0000182964 アンネの日記 文春文庫 アンネ・フランク:著 文藝春秋
あ 291 0000100727 アンパンマンとおむすびまん ワイド版アンパンマンかみしばい 2 やなせたかし:作・絵 フレーベル館



一般書等（書名による五十音リスト）

あ 292 0000100636 アンパンマンとだだんだん ワイド版アンパンマンかみしばい 4 やなせたかし:作・絵 フレーベル館
あ 293 0000100479 アンパンマンとばいきんまん やなせたかし フレーベル館
あ 294 0000178129 アンマーとぼくら 有川浩:著 講談社
あ 295 0000183533 暗幕のゲルニカ 原田マハ:〔著〕 新潮社
あ 296 0000072686 悪の教典 下 貴志祐介:著 文藝春秋
あ 297 0000072694 悪の教典 上 貴志祐介:著 文藝春秋
い 298 0000093500 慰安婦たちの太平洋戦争 秘められた女たちの戦記 山田盟子:著 光人社
い 299 0000071621 いいかげんがいい 鎌田実:著 集英社
い 300 0000057539 飯舘村は負けない 土と人の未来のために 岩波新書 新赤版 1357 千葉悦子:著 岩波書店
い 301 0000102418 家で病気を治した時代 昭和の家庭看護 百の知恵双書-VISUAL STUDY BOOKS- 015 小泉和子:編著 農山漁村文化協会
い 302 0000180794 家康 1 安部龍太郎:著 幻冬舎
い 303 0000059295 以下、無用のことながら 司馬遼太郎:著 文藝春秋
い 304 0000071290 医学のたまご ミステリーYA! 海堂尊:作 理論社
い 305 0000091686 怒り 下 吉田修一:著 中央公論新社
い 306 0000091678 怒り 上 吉田修一:著 中央公論新社
い 307 0000084046 怒りそしてミルクチャンの日々 ＹＯＳＨＩＭＯＴＯＢＡＮＡＮＡ．ＣＯＭ　２ よしもとばなな:著 幻冬舎
い 308 0000066878 怒りの作法 抗議と対話をめぐる哲学 小川仁志:著 大和書房
い 309 0000080713 錨を上げよ 下 百田尚樹:著 講談社
い 310 0000080705 錨を上げよ 上 百田尚樹:著 講談社
い 311 0000130013 粋
い 312 0000118877 生きがいと教育 佐藤元:著 新宿書房
い 313 0000075317 生きがいの確信 出口日出麿:著 講談社
い 314 0000067819 生きがいの創造 “生まれ変わりの科学”が人生を変える 飯田史彦:著 ＰＨＰ研究所
い 315 0000067777 生きがいの創造 2 飯田史彦:著 ＰＨＰ研究所
い 316 0000184895 生き方 人間として一番大切なこと 稲盛和夫:著 サンマーク出版
い 317 0000122663 生き方は星空が教えてくれる 木内鶴彦:著 サンマーク出版
い 318 0000069237 生きて行く私 下巻 ミューブックス 宇野千代:著 毎日新聞社
い 319 0000092924 生きて行く私 上 宇野千代:著 毎日新聞社
い 320 0000123653 生きもののおきて ちくまプリマーブックス １３３ 岩合光昭:著 筑摩書房
い 321 0000178608 生きもののヘンな顔 小宮輝之:監修 幻冬舎
い 322 0000099580 生きる 奥会津 BOON文化シリーズ 5 奥会津書房
い 323 0000178285 生きる 劉連仁の物語 森越智子:作 童心社
い 324 0000066472 生きるヒント 自分の人生を愛するための12章 五木寛之:著 文化出版局
い 325 0000184671 いくさの底 古処誠二:著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
い 326 0000152405 育児・介護休業法によるよくわかる介護休業制度 労働省婦人局婦人福祉課:編著 労働新聞社
い 327 0000104489 育児大百科 たまひよ大百科シリーズ ベネッセ・ムック ベネッセコーポレーション

い 328 0000068387 いくつもの週末 江国香織:著 世界文化社



一般書等（書名による五十音リスト）

い 329 0000176255 池上彰が読む小泉元首相の「原発ゼロ」宣言 池上彰:著 径書房
い 330 0000059170 池上彰の学べるニュース 1 池上彰:〔著〕 海竜社
い 331 0000061598 池上彰の学べるニュース 2 池上彰:〔著〕 海竜社
い 332 0000061762 池上彰の学べるニュース 5 池上彰:〔著〕 海竜社
い 333 0000101329 イザという時のあいさつ実例集 新星出版社
い 334 0000129577 石川県の山 分県登山ガイド 林正一:〔ほか〕著 山と渓谷社
い 335 0000092569 石川啄木の生涯 梁取三義
い 336 0000114314 いしかわの石の物語 福島県石川町
い 337 0000119354 いじめの痛み NHK「中学生日記」の教師役・岡本富士太が聞いた生徒の痛み! 岡本富士太:著 サンドケー出版局
い 338 0000119628 いじめられっ子も親のせい!? いじめのシグナルに気づくのは親の責任 田中喜美子:著 主婦の友社
い 339 0000122861 医者が教えないアトピー性皮膚炎の治し方 8000人が体験した自然療法の実績 小川秀夫:著 かんき出版
い 340 0000169557 医者が考案した「長生きみそ汁」 小林弘幸:著 アスコム
い 341 0000123489 医者からもらった薬がわかる本 木村繁:著 社会保険法規研究会
い 342 0000071647 医者に殺されない４７の心得 医療と薬を遠ざけて、元気に、長生きする方法 近藤誠:著 アスコム
い 343 0000073874 異常気象売ります 下 シドニィ・シェルダン:著 アカデミー出版
い 344 0000074898 異常気象売ります 上 シドニィ・シェルダン:著 アカデミー出版
い 345 0000155382 石を聞く肖像 木之下晃:著 飛鳥新社
い 346 0000090084 維新と早丸の謎 伊藤　昭
い 347 0000095232 維新の肖像 安部龍太郎:著 潮出版社
い 348 0000087130 和泉の国の青春 宮本常一:著 八坂書房
い 349 0000118422 出雲国風土記と古代遺跡 日本史リブレット 13 勝部昭:著 山川出版社
い 350 0000105957 遺跡情報交換標準の研究
い 351 0000111310 遺跡と発掘の社会史 発掘捏造はなぜ起きたか 森本和男:著 彩流社
い 352 0000069666 忙しいパパのための子育てハッピーアドバイス 明橋大二:著 １万年堂出版
い 353 0000087817 偉大なる、しゅららぼん 万城目学:著 集英社
い 354 0000109660 板碑研究入門 坂詰秀一
い 355 0000122754 痛みとりストレッチ ９５％の首・肩・腰・膝の不調が消える！ 青春新書ＰＬＡＹ　ＢＯＯＫＳ Ｐ－９２８ 宗田大:著 青春出版社
い 356 0000151910 悼む人 天童荒太:著 文藝春秋
い 357 0000115998 イタリア語小辞典 下位英一:編 大学書林
い 358 0000112433 イタリアのホテル・ベストセレクション 岸川惠俊:著 河出書房新社
い 359 0000117671 イタリア美術 講談社
い 360 0000091538 一〇三歳になってわかったこと 人生は一人でも面白い 篠田桃紅:著 幻冬舎
い 361 0000097170 一九四五年―慟哭の満州 橋本カツ子
い 362 0000094011 イチゴの絵本 そだててあそぼう 14 きむらまさゆき:へん 農山漁村文化協会
い 363 0000110684 一族の痛恨 復讐は不発 私の意趣晴らしも遂々 立花開
い 364 0000096750 一族の痛恨 復讐は不発 私の意趣晴らしも遂々 立花　開
い 365 0000155390 一度は死にたいと思ったこと、ありませんか?子どもの将来を心配していませんか? 知的発達障がいが改善13人の事例集 子どもの脳にいいこと 4 内藤眞禮生:監修 コスモ21



一般書等（書名による五十音リスト）

い 366 0000067926 一人になった繭 沢地久枝:著 文藝春秋
い 367 0000118976 一年生になるまでに あそびにっこり・ことばはっきり・えほんたっぷり 井上修子:著 エイデル研究所
い 368 0000119677 いちばん大切なこと。 ドロシー・ロー・ノルト:著 ＰＨＰ研究所
い 369 0000073270 一葉伝 樋口夏子の生涯 沢田章子:著 新日本出版社
い 370 0000178012 一流のサービスを受ける人になる方法 いつか:著 日本経済新聞出版社
い 371 0000091850 イチロー 侍メジャーリーガー列伝 本郷陽二:編 汐文社
い 372 0000060061 イチローの流儀 小西慶三:著 新潮社
い 373 0000059956 イチローを育てた鈴木家の謎 斎藤茂太:著 家の光協会
い 374 0000169474 一切なりゆき 樹木希林のことば 文春新書 1194 樹木希林:著 文藝春秋
い 375 0000096677 一死、大罪を謝す 陸軍大臣阿南惟幾 角田房子:著 新潮社
い 376 0000185207 一瞬の風になれ 1 佐藤多佳子:著 講談社
い 377 0000073460 一瞬の風になれ 2 佐藤多佳子:著 講談社
い 378 0000183210 一瞬の風になれ 2 佐藤多佳子:著 講談社
い 379 0000073452 一瞬の風になれ ３ 佐藤多佳子:著 講談社
い 380 0000183228 一瞬の風になれ 3 佐藤多佳子:著 講談社
い 381 0000158568 一生、仕事で悩まないためのブッダの教え シンプルに考える、自由に生きる 知的生きかた文庫 あ36-1 アルボムッレ・スマナサーラ:著 三笠書房
い 382 0000173252 一生感動一生青春 相田みつを:著 文化出版局
い 383 0000074237 一生懸命 木村拓也決してあなたを忘れない 木村由美子:著 中央公論新社
い 384 0000073247 一千日の嵐 沢地久枝:著 講談社
い 385 0000111948 行ったぞ鉄道 列島がたごと日誌 ネプチューン〈ノンフィクション〉シリーズ 伊東徹秀:著 柏艪舎
い 386 0000089433 いっちばん 畠中恵:著 新潮社
い 387 0000070136 一刀斎夢録 下 浅田次郎:著 文藝春秋
い 388 0000070144 一刀斎夢録 上 浅田次郎:著 文藝春秋
い 389 0000104778 一遍上人 旅の思索者 栗田勇:〔著〕 新潮社
い 390 0000065334 いつまでもデブと思うなよ 新潮新書 227 岡田斗司夫:著 新潮社
い 391 0000077487 いつまでもファイト! 武田麻弓:著 幻冬舎
い 392 0000169664 いつもありがとう 酒井祥二 酒井祥二
い 393 0000171223 いつもありがとう 酒井祥二
い 394 0000042937 いつも時間がないA君と片づけられないBさんへ サニー・シュレンジャー:共著 幻冬舎
い 395 0000082693 いつやるか？今でしょ！ 今すぐできる４５の自分改造術！ 林修:著 宝島社
い 396 0000060517 遺伝子が語る生命38億年の謎 なぜ、ゾウはネズミより長生きか? 国立遺伝学研究所:編 悠書館
い 397 0000121764 遺伝子組み換え食品の危険性 クリティカルサイエンス 1 緑風出版編集部:編 緑風出版
い 398 0000071241 挑む力 世界一を獲った富士通の流儀 片瀬京子:共著 日経BP社
い 399 0000124065 田舎の香水 ヨーロッパ“農と食”つれづれ記 重富健一:著 生活ジャーナル
い 400 0000109165 稲作伝来 先史日本を復元する 4 森岡秀人:著 岩波書店
い 401 0000111138 猪苗代町の文化財 猪苗代町教育委員会
い 402 0000058826 犬・猫に効く指圧と漢方薬 ふれるだけでペットが喜び、元気になる シェリル・シュワルツ:著 世界文化社



一般書等（書名による五十音リスト）

い 403 0000206995 犬飼聖二のパフォーマンスシアター すぐ使えるCD･絵カード･絵人形付き 犬飼聖二 小学館
い 404 0000207431 犬がいた季節 伊吹有喜:著 双葉社
い 405 0000184101 犬が来る病院 命に向き合う子どもたちが教えてくれたこと 大塚敦子:著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
い 406 0000058768 犬のキモチがわかる本 趣味の教科書 ＲＥＴＲＩＥＶＥＲ編集部:編 媛出版社
い 407 0000058859 犬の訓練百科 愛犬百科シリーズ 5 愛犬の友編集部:編 誠文堂新光社
い 408 0000074955 犬の系譜 椎名誠:著 講談社
い 409 0000058503 犬の病気がわかる本 趣味の教科書 ＲＥＴＲＩＥＶＥＲ編集部:編 媛出版社
い 410 0000068114 いねむり先生 伊集院静:著 集英社
い 411 0000098905 井上靖『詩』と私 学研CDブック 学研
い 412 0000071308 イノセント・ゲリラの祝祭 海堂尊:著 宝島社
い 413 0000084319 命 柳美里:著 小学館
い 414 0000193649 命あらば 遠藤輝雄伝 冬室正造
い 415 0000070326 いのちいっぱい 相田みつを:著 ダイヤモンド社
い 416 0000071712 いのち輝いて 白川和子:著 潮出版社
い 417 0000104547 いのち輝く わくわくドキドキ、私と子どもの育ち合い 中澤　誠
い 418 0000086751 命の器 講談社文庫 宮本輝:〔著〕 講談社
い 419 0000071811 いのちの往復書簡 わたしを超えて 玄侑宗久:著 中央公論新社
い 420 0000098020 いのちの教科書 学校と家庭で育てたい生きる基礎力 金森俊朗:著 角川書店
い 421 0000167403 いのちの思想家安藤昌益 人と思想と、秋田の風土 石渡博明:著 自然食通信社
い 422 0000072124 いのちの授業 がんと闘った大瀬校長の六年間 神奈川新聞報道部:著 新潮社
い 423 0000189183 いのちの停車場 南杏子:著 幻冬舎
い 424 0000074021 いのちのハードル 「1リットルの涙」母の手記 木藤潮香:著 エフエー出版
い 425 0000084525 いのちのヨーガ 望月勇:著 平凡社
い 426 0000071597 いのちのリレー 川久保美紀:著 ポプラ社
い 427 0000076802 命をくれたキス 「車椅子の花嫁」愛と自立の16年 鈴木ひとみ:著 小学館
い 428 0000106377 祈りと祭り ふるさと再見 ピアスタジオ:編集 歴史春秋社
い 429 0000111021 祈りの造形 白河地方の文化財
い 430 0000083444 祈りの幕が下りる時 東野圭吾:著 講談社
い 431 0000129783 茨城県の山 分県登山ガイド 武村岳男:著 山と渓谷社
い 432 0000122879 いびきは身体の危険信号 睡眠時無呼吸症候群は突然死をも誘発する 石塚洋一:著 ハート出版
い 433 0000067868 遺譜 浅見光彦最後の事件 下 内田康夫:著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
い 434 0000067884 遺譜 浅見光彦最後の事件 上 内田康夫:著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
い 435 0000065557 いま、会いにゆきます 市川拓司:著 小学館
い 436 0000101923 今「水」が危ない 〈保存版〉続食・水汚染白書 Gakken mook 学研
い 437 0000190538 イマジン? 有川ひろ:著 幻冬舎
い 438 0000107359 いまスポーツで子どもが危ない 整形外科医の診察室から いきいきライフ 原瀬瑞夫:著 五月書房
い 439 0000062430 いま蘇る 日本の歴史 1



一般書等（書名による五十音リスト）

い 440 0000062489 いま蘇る 日本の歴史 10
い 441 0000062406 いま蘇る 日本の歴史 2
い 442 0000062356 いま蘇る 日本の歴史 5
い 443 0000062349 いま蘇る 日本の歴史 7
い 444 0000062364 いま蘇る 日本の歴史 8
い 445 0000062448 いま蘇る 日本の歴史 9
い 446 0000062372 いま蘇る日本の歴史 戦国安土桃山⑥ 織田信長と天下布武～太閣秀吉の天下統一 永岡書店
い 447 0000171652 意味が分かると怖い話 藤白 圭
い 448 0000072017 癒される日々 ペットの死をこえて ゲーリー・コワルスキー:著 晶文社
い 449 0000122598 癒す心、治る力 角川文庫 アンドルー・ワイル:〔著〕 角川書店
い 450 0000076984 いよよ華やぐ 下 瀬戸内寂聴:著 新潮社
い 451 0000076992 いよよ華やぐ 上 瀬戸内寂聴:著 新潮社
い 452 0000102129 イラスト・わが家の手づくり食品 佐多正行:著 家の光協会
い 453 0000097857 イラスト手話辞典 丸山浩路:編 ダイナミックセラーズ
い 454 0000121376 イラスト図解病気のメカニズム からだの不思議と病気の正体が見えてくる！ 梅田悦生:著 同文書院
い 455 0000119396 イラストでわかる場面別つかえる手話 東京都聴覚障害者連盟:編著 新星出版社
い 456 0000093435 イラストでわかるやさしい手話 東京都聴覚障害者連盟:編著 新星出版社
い 457 0000097899 イラスト六法 刑法
い 458 0000119917 イラスト六法 憲法 奥野善彦:著 暁教育図書
い 459 0000119271 イラスト六法 税金と利殖 後藤弘:著 暁教育図書
い 460 0000113654 イラスト六法 保険と年金 倉沢康一郎:著 暁教育図書
い 461 0000119735 イラスト六法 民法 田中学:著 暁教育図書
い 462 0000091892 いる?いない?のひみつ 学研まんが新ひみつシリーズ 並木伸一郎:監修 学研教育出版
い 463 0000158824 異類婚姻譚 本谷有希子:著 講談社
い 464 0000104133 色鮮やかに押し花づくり 柳川昌子:著 NHK出版
い 465 0000110130 いわき市の文化財 いわき市教育委員会
い 466 0000191254 いわき市の文化財 いわき市教育委員会 いわき市教育委員会
い 467 0000124131 岩代國に想ふ 小山哲夫写真集 小山哲夫
い 468 0000191924 岩代町史　第２巻　資料編Ⅰ　原始・古代・中世・近世 岩代町 岩代町
い 469 0000191932 岩代町史　第３巻　資料編Ⅱ　近代・現代 岩代町 岩代町
い 470 0000191940 岩代町史 第4巻 各論編 民俗・旧町村沿革 岩代町
い 471 0000111195 岩代町の絵馬 岩代町教育委員会
い 472 0000129767 岩手県の山 分県登山ガイド 2 藤原直美:〔ほか〕著 山と渓谷社
い 473 0000109801 岩波講座日本通史 第1巻 朝尾直弘:〔ほか〕編集 岩波書店
い 474 0000115816 岩磐史料業書(中)
い 475 0000142224 インカ帝国 研究のフロンティア 国立科学博物館叢書 12 島田泉:編著 東海大学出版会
い 476 0000094813 隠花平原 下 松本清張:著 新潮社



一般書等（書名による五十音リスト）

い 477 0000090852 隠花平原 上 松本清張:著 新潮社
い 478 0000072355 隠居学 おもしろくてたまらないヒマつぶし Ｔｈｅ　ｎｅｗ　ｆｉｆｔｉｅｓ 加藤秀俊:著 講談社
い 479 0000083824 インク壷 増田れい子:著 暮しの手帖社
い 480 0000087478 インザ・ミソスープ 村上竜:著 読売新聞社
い 481 0000088658 インストール 綿矢りさ:著 河出書房新社
い 482 0000075572 インテンシティ 下 ディーン・クーンツ:著 アカデミー出版
い 483 0000075630 インテンシティ 上 ディーン・クーンツ:著 アカデミー出版
い 484 0000117614 インド美術
い 485 0000069047 インナーチャイルドと仲直りする方法 傷ついた子どもを癒し、あなた本来の輝きを取り戻すインナーチャイルド・ワーク 穴口恵子:著 ソフトバンククリエイティブ

い 486 0000076166 インパラの朝 ユーラシア・アフリカ大陸684日 中村安希:著 集英社
い 487 0000207415 インビジブル 坂上泉:著 文藝春秋
い 488 0000084954 生(いきる) 柳美里:著 小学館
う 489 0000084020 ヴァン・クライバーン国際ピアノ・コンクール 市民が育む芸術イヴェント 吉原真里:著 アルテスパブリッシング
う 490 0000061838 ヴィクトリア・ベッカム 翼をひろげて飛ぶために ヴィクトリア・ベッカム:著 世界文化社
う 491 0000107367 ヴィジュアル百科江戸事情 第1巻 ＮＨＫデータ情報部:編 雄山閣出版
う 492 0000109967 ヴィジュアル百科江戸事情 第2巻 ＮＨＫデータ情報部:編 雄山閣出版
う 493 0000109892 ヴィジュアル百科江戸事情 第3巻 ＮＨＫデータ情報部:編 雄山閣出版
う 494 0000107326 ヴィジュアル百科江戸事情 第4巻 ＮＨＫデータ情報部:編 雄山閣出版
う 495 0000109900 ヴィジュアル百科江戸事情 第5巻 ＮＨＫデータ情報部:編 雄山閣出版
う 496 0000105411 上杉景勝のすべて 花ケ前盛明:編 新人物往来社
う 497 0000092627 上杉鷹山の経営学 危機を乗り切るリーダーの条件 童門冬二:著 ＰＨＰ研究所
う 498 0000193300 上高野遺跡発掘調査概報(ファイル)
う 499 0000191676 上ノ台遺跡発掘調査報告書(第1次) 大玉村文化財調査報告書 第4集 大玉村教育委員会 大玉村教育委員会
う 500 0000068320 ウエハースの椅子 江国香織:〔著〕 角川春樹事務所
う 501 0000192401 ヴェルレーヌ詩集 カラー版 世界の詩集8 訳 橋本一明 角川書店
う 502 0000076240 ウォーク 私の足だけ愛して 高見恭子:著 扶桑社
う 503 0000081042 浮かれ黄蝶 御宿かわせみ 平岩弓枝:著 文藝春秋
う 504 0000075747 右岸 辻仁成:著 集英社
う 505 0000101550 失われた日本の風景 都市懐旧 らんぷの本 薗部澄:写真 河出書房新社
う 506 0000171645 渦 妹背山婦女庭訓 魂結び 大島真寿美 文藝春愁
う 507 0000076422 渦の真空 下 夏堀正元:著 朝日新聞社
う 508 0000076430 渦の真空 上 夏堀正元:著 朝日新聞社
う 509 0000072181 薄闇シルエット 角田光代:著 角川書店
う 510 0000089458 うそうそ 畠中恵:著 新潮社
う 511 0000083998 嘘つきアーニャの真っ赤な真実 米原万里:著 角川書店
う 512 0000069716 嘘つき男と泣き虫女 アラン・ピーズ:著 主婦の友社
う 513 0000077180 うたうひと 小路幸也:著 祥伝社



一般書等（書名による五十音リスト）

う 514 0000059196 宇多田ヒカル世紀末の詩 ROCKADOM叢書 緒方邦彦:著 衆芸社
う 515 0000094987 うたの歳時記 1 大岡信:著 学研
う 516 0000094979 うたの歳時記 2 大岡信:著 学研
う 517 0000094961 うたの歳時記 3 大岡信:著 学研
う 518 0000094953 うたの歳時記 4 大岡信:著 学研
う 519 0000094946 うたの歳時記 5 大岡信:著 学研
う 520 0000000679 うちの３姉妹 １０ 松本ぷりっつ:著 主婦の友社
う 521 0000148312 うちの3姉妹 12 松本ぷりっつ:著 主婦の友社
う 522 0000074096 うちの３姉妹 １４ 松本ぷりっつ:著 主婦の友社
う 523 0000151464 うちの3姉妹 15 松本ぷりっつ:著 主婦の友社
う 524 0000056978 うちの３姉妹 １６ 松本ぷりっつ:著 主婦の友社
う 525 0000156265 うちの3姉妹 16 松本ぷりっつ:著 主婦の友社
う 526 0000056341 うちの３姉妹 ３ ぷりっつ文庫 松本ぷりっつ:著 主婦の友社
う 527 0000148841 うちの3姉妹 4 松本ぷりっつ:著 主婦の友社
う 528 0000074120 うちの３姉妹 ５ 松本ぷりっつ:著 主婦の友社
う 529 0000056325 うちの３姉妹 ５ ぷりっつ文庫 松本ぷりっつ:著 主婦の友社
う 530 0000056358 うちの３姉妹 ７ ぷりっつ文庫 松本ぷりっつ:著 主婦の友社
う 531 0000021329 うちの３姉妹 ８ 松本ぷりっつ:著 主婦の友社
う 532 0000056895 うちの３姉妹 ８ 松本ぷりっつ:著 主婦の友社
う 533 0000056812 うちの３姉妹 ９ 松本ぷりっつ:著 主婦の友社
う 534 0000151241 うちの3姉妹 TVアニメコミックス 傑作選10 松本ぷりっつ:原作 主婦の友社
う 535 0000177162 うちの３姉妹 ＴＶアニメコミックス 傑作選１１ 松本ぷりっつ:原作 主婦の友社
う 536 0000021642 うちの３姉妹 ＴＶアニメコミックス 傑作選１２ 松本ぷりっつ:原作 主婦の友社
う 537 0000074153 うちの３姉妹 ＴＶアニメコミックス 傑作選１３ 松本ぷりっつ:原作 主婦の友社
う 538 0000149294 うちの３姉妹 ＴＶアニメコミックス 傑作選１４ 松本ぷりっつ:原作 主婦の友社
う 539 0000091512 うちの3姉妹 TVアニメコミックス 傑作選15 松本ぷりっつ:原作 主婦の友社
う 540 0000151472 うちの3姉妹 TVアニメコミックス 傑作選17 松本ぷりっつ:原作 主婦の友社
う 541 0000072421 うちの３姉妹 ＴＶアニメコミックス 傑作選１８ 松本ぷりっつ:原作 主婦の友社
う 542 0000151183 うちの3姉妹 TVアニメコミックス 傑作選18 松本ぷりっつ:原作 主婦の友社
う 543 0000147769 うちの3姉妹 TVアニメコミックス 傑作選19 松本ぷりっつ:原作 主婦の友社
う 544 0000056945 うちの３姉妹 ＴＶアニメコミックス 傑作選２ 松本ぷりっつ:原作 主婦の友社
う 545 0000149328 うちの３姉妹 ＴＶアニメコミックス 傑作選３ 松本ぷりっつ:原作 主婦の友社
う 546 0000021626 うちの３姉妹 ＴＶアニメコミックス 傑作選４ 松本ぷりっつ:原作 主婦の友社
う 547 0000056903 うちの３姉妹 ＴＶアニメコミックス 傑作選４ 松本ぷりっつ:原作 主婦の友社
う 548 0000056952 うちの３姉妹 ＴＶアニメコミックス 傑作選４ 松本ぷりっつ:原作 主婦の友社
う 549 0000148858 うちの3姉妹 TVアニメコミックス 傑作選5 松本ぷりっつ:原作 主婦の友社
う 550 0000058123 うちの3姉妹 TVアニメコミックス 傑作選7 松本ぷりっつ:原作 主婦の友社



一般書等（書名による五十音リスト）

う 551 0000056911 うちの３姉妹 ＴＶアニメコミックス 傑作選８ 松本ぷりっつ:原作 主婦の友社
う 552 0000162222 うちの3姉妹 TVアニメコミックス 傑作選9 松本ぷりっつ:原作 主婦の友社
う 553 0000055467 うちの３姉妹 下 竹書房文庫 松本ぷりっつ:著 竹書房
う 554 0000169409 うちの3姉妹 ジュニア版 1 松本ぷりっつ:著 主婦の友社
う 555 0000065508 うちの３姉妹 しょの１ ＳＵＫＵＰＡＲＡ　ＳＥＬＥＣＴＩＯＮ 松本ぷりっつ:著 竹書房
う 556 0000145250 うちの3姉妹 しょの1 SUKUPARA SELECTION 松本ぷりっつ:著 竹書房
う 557 0000177717 うちの3姉妹 しょの2 SUKUPARA SELECTION 松本ぷりっつ:著 竹書房
う 558 0000056135 うちの３姉妹 しょの４ ＳＵＫＵＰＡＲＡ　ＳＥＬＥＣＴＩＯＮ 松本ぷりっつ:著 竹書房
う 559 0000148791 うちの3姉妹 しょの4 SUKUPARA SELECTION 松本ぷりっつ:著 竹書房
う 560 0000148742 うちの3姉妹「ぷりっつ家は今日ものほほん」 3姉妹4年間の子育て日記 松本ぷりっつ:著 主婦の友社
う 561 0000063578 うちの３ねこ １ 松本ぷりっつ:著 竹書房
う 562 0000091710 うちの3ねこ 2 松本ぷりっつ:著 竹書房
う 563 0000178061 うちの子になりなよ ある漫画家の里親入門 古泉智浩:著 イースト・プレス
う 564 0000177683 うちはおっぺけ 3姉妹といっしょ 1 SUKUPARA SELECTION 松本ぷりっつ:著 竹書房
う 565 0000168625 うちはおっぺけ 3姉妹といっしょ 5 SUKUPARA SELECTION 松本ぷりっつ:著 竹書房
う 566 0000192906 うちはおっぺけ 3姉妹といっしょ 7 SUKUPARA SELECTION 松本ぷりっつ:著 竹書房
う 567 0000173237 宇宙・生命・社会 137億年前のサイエンス 井上　源喜著 開成出版株式会社
う 568 0000068841 宇宙と大地 農のある暮らしへ 秋山豊寛:著 岩波書店
う 569 0000186858 宇宙におまかせ! 世界で一番楽チンな奇跡の起こし方 大木ゆきの:著 大和出版
う 570 0000071746 宇宙にたった一つの《いのち》の仕組み 微生物と精霊がぜんぶ教えてくれた 地球家族 2 河合勝:著 ヒカルランド
う 571 0000096453 宇宙の片隅で 石垣りん詩集 詩と歩こう 石垣りん:著 理論社
う 572 0000183657 宇宙も神様もぜんぶ味方につける習慣 小林正観:著 宝島社
う 573 0000185348 有頂天家族 森見登美彦:著 幻冬舎
う 574 0000098376 美しい国へ 文春新書 524 安倍晋三:著 文藝春秋
う 575 0000112524 美しい日本のむら 美しい日本のむら研究会:編集 大成出版社
う 576 0000111385 うつくしま百名山 福島県のふるさとの山々 奥田博:著 福島テレビ
う 577 0000167429 うつヌケ うつトンネルを抜けた人たち 田中圭一:著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
う 578 0000083410 虚ろな十字架 東野圭吾:著 光文社
う 579 0000149211 うどんの絵本 つくってあそぼう ２３ おだもんた:へん 農山漁村文化協会
う 580 0000095190 うなぎ一億年の謎を追う 科学ノンフィクション 塚本勝巳:著 学研教育出版
う 581 0000077560 うなぎ鬼 高田侑:著 新潮社
う 582 0000061788 うの式幸せのつくり方 UNO DIAMOND 神田うの:著 アスコム
う 583 0000078089 姥勝手 田辺聖子:著 新潮社
う 584 0000101907 旨い!「自」ビールの造り方 図解 おもしろ選書 6 平手竜太郎:著 ハート出版
う 585 0000087445 うまうまノート 室井滋:文・イラスト・写真 講談社
う 586 0000073254 うまくいっている人の考え方 ディスカヴァー携書 １００ ジェリー・ミンチントン:〔著〕 ディスカヴァー・トゥエンティワン

う 587 0000093617 生まれたときから「妖怪」だった 水木しげる:著 講談社



一般書等（書名による五十音リスト）

う 588 0000066720 海 小川洋子:著 新潮社
う 589 0000126722 海 ライフ大自然シリーズ 12 レオナード・エンジェル:著 タイムライフインターナショナル

う 590 0000082487 海がきこえる 氷室冴子:著 徳間書店
う 591 0000069203 海からの贈りもの アン・モロウ・リンドバーグ:著 立風書房
う 592 0000103978 海と遊ぼう事典 こばやしまさこ:著 農山漁村文化協会
う 593 0000114462 海と山の民俗自然誌 日本歴史民俗叢書 篠原徹:著 吉川弘文館
う 594 0000068981 海の上のピアニスト アレッサンドロ・バリッコ:〔著〕 白水社
う 595 0000079103 海のオルゴール 子にささげる愛と詩 竹内てるよ:著 家の光協会
う 596 0000112623 海のグレートジャーニー 関野吉晴:著 クレヴィス
う 597 0000067397 海の島 ステフィとネッリの物語 アニカ・トール:著 新宿書房
う 598 0000069484 海の底 有川　浩 株式会社アスキー・メディアワークス

う 599 0000070813 海の人々からの遺産 ジャック・マイヨール:著 翔泳社
う 600 0000165712 海の見える理髪店 荻原浩:著 集英社
う 601 0000168609 海游録 朝鮮通信使の日本紀行 東洋文庫 252 申維翰:著 平凡社
う 602 0000107524 梅ぢから 「梅力」びん干し梅干しから梅酢みそまで 藤清光:著 農山漁村文化協会
う 603 0000089730 うめぼし博士の逆・日本史 1 ノン・ブック 樋口清之:著 祥伝社
う 604 0000105940 埋もれた歴史を掘る 勅使河原彰:編 白鳥舎
う 605 0000068403 裏切りの夏 虹影:著 青山出版社
う 606 0000119669 ウラ金権力の味 古川利明:著 第三書館
う 607 0000101352 裏千家茶道のおしえ 千宗室:著 日本放送出版協会
う 608 0000098541 裏目しや満州
う 609 0000098533 裏目しや満州
う 610 0000098574 裏目しや満州
う 611 0000098897 裏目しや満州 骨折り損のくたびれもうけ77年
う 612 0000098939 裏目しや満州 骨折り損のくたびれもうけ77年
う 613 0000102756 ウルトラマン大辞典 円谷プロダクション:監修 中経出版
う 614 0000186015 ウルトラマン大図鑑デラックス 長谷川均 ポプラ社
う 615 0000066951 噂の女 奥田英朗:著 新潮社
う 616 0000102483 うんこのふしぎ排便のだいじ 便はからだからの便り自分のからだとの対話を 健康双書 千葉保夫:著 農山漁村文化協会
う 617 0000058107 雲仙・普賢岳噴火災害の記憶～次の世代へ～
う 618 0000169573 運転免許認知機能検査ブック シニアドライバーの安全運転対策 米山公啓:監修 永岡書店
う 619 0000059121 運命が見えるタロット占い 神秘のカードでしあわせになる 美堀真利:著 成美堂出版
う 620 0000070490 運命の扉を開く見えない力 Open your mind.You can feel everything やわやままこと:著 ガイア出版
う 621 0000085027 運命の人 1 山崎豊子:著 文藝春秋
う 622 0000085001 運命の人 2 山崎豊子:著 文藝春秋
う 623 0000084962 運命の人 3 山崎豊子:著 文藝春秋
う 624 0000100321 運命の人 4 山崎豊子:著 文藝春秋



一般書等（書名による五十音リスト）

う 625 0000151860 運命を拓く 天風瞑想録 中村天風:著 講談社
え 626 0000081174 永遠の0 百田尚樹:著 太田出版
え 627 0000067850 永遠の希望 エヴェレスト登山に学ぶ人生論 飯田史彦:著 ＰＨＰ研究所
え 628 0000075218 永遠の仔 下 天童荒太:著 幻冬舎
え 629 0000075291 永遠の仔 上 天童荒太:著 幻冬舎
え 630 0000078576 永遠のとなり 白石一文:著 文芸春秋
え 631 0000171017 永久囚人 警視庁文書捜査官 麻見和史:著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
え 632 0000071563 英国太平記 セントアンドリューズの歌 小林正典:著 早川書房
え 633 0000207548 英語日記BOY 海外で夢を叶える英語勉強法 新井リオ:著 左右社
え 634 0000080945 叡智のひびき 天風哲人箴言註釈 中村天風:著 講談社
え 635 0000085811 英雄の書 下 宮部みゆき:著 毎日新聞社
え 636 0000085829 英雄の書 上 宮部みゆき:著 毎日新聞社
え 637 0000117556 エーゲ美術
え 638 0000090357 ええもんひとつ とびきり屋見立て帖 山本兼一:著 文藝春秋
え 639 0000075275 笑顔で「さよなら」を 在宅ホスピス医の日記から 内藤いづみ:著 ベストセラーズ
え 640 0000075424 駅に佇つ人 夏樹静子:著 講談社
え 641 0000112888 エコロジー炭暮らし術 炭・木酢液を使いこなす 炭文化研究所:編 創森社
え 642 0000117630 エジプト美術
え 643 0000109439 蝦夷 日本歴史叢書 2 高橋富雄:著 吉川弘文館
え 644 0000101196 絵で見る冠婚葬祭大事典 三省堂編修所:編 三省堂
え 645 0000109108 江戸ことば・東京ことば辞典 講談社学術文庫 1084 松村明:〔著〕 講談社
え 646 0000111302 江戸ことば・東京ことば辞典 講談社学術文庫 1084 松村明:〔著〕 講談社
え 647 0000062075 江戸しぐさ事典 子育てからリーダーシップの在り方まで 越川禮子:監修 三五館
え 648 0000062273 江戸時代 浮世絵・古地図で知る大江戸八百八町 カラー版徹底図解 新星出版社編集部:編 新星出版社
え 649 0000062281 江戸時代265年ニュース事典 山本博文:監修 柏書房
え 650 0000062109 江戸時代の古文書を読む 家康・秀忠・家光 徳川黎明会徳川林政史研究所:監修 東京堂出版
え 651 0000062190 江戸時代の古文書を読む 寛政の改革 徳川林政史研究所:監修 東京堂出版
え 652 0000062133 江戸時代の古文書を読む 元禄時代 徳川林政史研究所:監修 東京堂出版
え 653 0000062208 江戸時代の古文書を読む 天保の改革 徳川黎明会徳川林政史研究所:監修 東京堂出版
え 654 0000062091 江戸時代の古文書を読む 徳川の明治維新 徳川黎明会徳川林政史研究所:監修 東京堂出版
え 655 0000062166 江戸時代の古文書を読む 幕末の動乱 徳川黎明会徳川林政史研究所:監修 東京堂出版
え 656 0000062141 江戸時代の古文書を読む 文化・文政の世 徳川黎明会徳川林政史研究所:監修 東京堂出版
え 657 0000062158 江戸時代の古文書を読む ペリー来航 徳川黎明会徳川林政史研究所:監修 東京堂出版
え 658 0000108852 江戸時代の東北農村 二本松藩仁井田村 成松佐恵子:著 同文舘出版
え 659 0000191189 江戸時代の村のすがた 三村　達道 三村　達道
え 660 0000062174 江戸女人の碑文 柴田光彦:著 勉誠出版
え 661 0000062117 江戸の子育て十カ条 善悪は四歳から教えなさい 小泉吉永:著 柏書房



一般書等（書名による五十音リスト）

え 662 0000193060 江戸の夢びらき 松井今朝子:著 文藝春秋
え 663 0000067520 江原啓之のスピリチュアル子育て 江原啓之:著 三笠書房
え 664 0000086991 エビと日本人 2 岩波新書 新赤版 1108 村井吉敬:著 岩波書店
え 665 0000087007 エビと日本人 岩波新書 新赤版 20 村井吉敬:著 岩波書店
え 666 0000129528 愛媛県の山 分県登山ガイド 石川道夫:〔ほか〕著 山と渓谷社
え 667 0000079434 エフェソス白恋 高樹のぶ子:著 文化出版局
え 668 0000106781 絵筆にかけた青春 高畑正遺作集 田島征彦:編著 偕成社
え 669 0000119115 えほん 子どものための140冊 日本子どもの本研究会絵本研究部:編 一声社
え 670 0000097766 絵本・子どもの本総解説 読んでほしい読んであげたいいっしょに読みたい子どもの本 赤木かん子:著 自由国民社
え 671 0000134148 絵本おもしろふしぎ食べもの加工 1 生活環境教育研究会:編 農山漁村文化協会
え 672 0000136572 絵本おもしろふしぎ食べもの加工 3 生活環境教育研究会:編 農山漁村文化協会
え 673 0000136457 絵本おもしろふしぎ食べもの加工 4 生活環境教育研究会:編 農山漁村文化協会
え 674 0000136721 絵本おもしろふしぎ食べもの加工 5 生活環境教育研究会:編 農山漁村文化協会
え 675 0000120550 絵本の世界 作品案内と入門講座 講座絵本・児童文学の世界 森久保仙太郎:編 偕成社
え 676 0000113670 絵本の魅力 吉田　新一
え 677 0000068510 絵本平家物語 安野光雅:著 講談社
え 678 0000097600 絵本屋さんが選んだ絵本100 別冊太陽 平凡社
え 679 0000112938 絵本論 瀬田貞二子どもの本評論集 瀬田貞二:著 福音館書店
え 680 0000119081 絵本を読みあうということ 「読書療法」の向こう側とこちら側 村中李衣:著 ぶどう社
え 681 0000114074 絵馬 ものと人間の文化史 12 岩井宏実:著 法政大学出版局
え 682 0000067504 エマニュエル・スウェデンボルグの霊界 3 エマニュエル・スウェデンボルグ:原著 中央アート出版社
え 683 0000109371 蝦夷の世界 みちのく古代 大塚初重:〔ほか〕著 山川出版社
え 684 0000118513 蝦夷の地と古代国家 日本史リブレット 11 熊谷公男:著 山川出版社
え 685 0000074039 エミリーへの手紙 キャムロン・ライト:著 日本放送出版協会
え 686 0000190579 エリザベス・ブラックウェル 運命を切り開いた世界で最初の女性医師 集英社版・学習漫画 東園子:漫画 集英社
え 687 0000085605 延安 革命聖地への旅 リービ英雄:著 岩波書店
え 688 0000085985 延安 革命聖地への旅 リービ英雄:著 岩波書店
え 689 0000111799 園芸ガイド 2011秋号
え 690 0000111807 園芸ガイド 2011夏・特大号
え 691 0000111781 園芸ガイド 創刊40周年 2012夏・特大号
え 692 0000075937 エンジェル・セラピー 天使の癒し ドリーン・バーチュー:著 ベストセラーズ
え 693 0000075069 エンジェル・ブック あなたの天使を味方につける法 テリー・リン＝テイラー:著 ヴォイス
え 694 0000175216 猿人 アウストラロピテクス 自然選書 江原昭善:著 中央公論社
え 695 0000175281 円卓 西加奈子:著 文藝春秋
え 696 0000113589 園長先生の子育て講座 関　定夫
え 697 0000183871 エンデの遺言 根源からお金を問うこと 河邑厚徳:著 日本放送出版協会
え 698 0000083543 遠藤登志子の語り 福島の民話 遠藤登志子:〔述〕 一声社



一般書等（書名による五十音リスト）

お 699 0000108068 おいしい！はやい！圧力鍋おかず はじめてでもカンタン！ 食のスタジオ:編 成美堂出版
お 700 0000123000 おいしいコメはどこがちがうか 食味研究とイネつくりの最前線から 農文協:編 農山漁村文化協会
お 701 0000107417 おいしく続ける玄米食養クッキング ごはん+常備菜+旬のおかずで食卓づくり 藤城寿美子:著 農山漁村文化協会
お 702 0000122853 お医者さんがすすめる理想の素肌づくり スキンケア読本 Futaba greenery books 堀越貴志:著 双葉社
お 703 0000071225 老いた親が「ひとり」になったとき 「その日」のためにあなたが知っておくべきこと 河合千恵子:監修 河出書房新社
お 704 0000070987 老いの語らい 沢村貞子:著 岩波書店
お 705 0000085670 老いの幸福論 青春新書ＩＮＴＥＬＬＩＧＥＮＣＥ ＰＩ－３１３ 吉本隆明:著 青春出版社
お 706 0000070995 老いの道づれ 二人で歩いた五十年 沢村貞子:著 岩波書店
お 707 0000075655 老いは迎え討て この世を面白く生きる条件 田中澄江:著 青春出版社
お 708 0000100123 老いを生きる暮しの知恵 南和子:著 筑摩書房
お 709 0000185264 応援ありがとうございます!羽生結弦展 読売新聞東京本社
お 710 0000171975 扇腹 もう一人の葉隠武士 浅井和昭:著 文芸社
お 711 0000171983 扇腹 もう一人の葉隠武士 浅井和昭:著 文芸社
お 712 0000083949 王国 その１ よしもとばなな:著 新潮社
お 713 0000078857 黄金時代 椎名誠:著 文藝春秋
お 714 0000175356 黄金の騎士団 井上ひさし:著 講談社
お 715 0000074799 黄金の島 真保裕一:著 講談社
お 716 0000092593 黄金の太刀 刀剣商ちょうじ屋光三郎 山本兼一:著 講談社
お 717 0000186106 黄金比の眠るほこら 算額探訪から広がる数学の風景 五輪教一:著 日本評論社
お 718 0000060780 王子様の魔法 下 君原藍:著 双葉社
お 719 0000060798 王子様の魔法 上 君原藍:著 双葉社
お 720 0000092551 奥州千年戦記ー其ノ二ー みちのく合戦物語 樫山巌
お 721 0000099655 王朝医学のこころ 国宝『医心方』に学んで ベッドサイドブックス 槙佐知子:著 四季社
お 722 0000178400 王とサーカス 米澤穂信:著 東京創元社
お 723 0000078626 王になろうとした男ジョン・ヒューストン ジョン・ヒューストン:著 清流出版
お 724 0000059634 王の道 “王貞治”を演じ切るということ 飯田絵美:著 メディアファクトリー
お 725 0000073387 王妃の離婚 佐藤賢一:著 集英社
お 726 0000086322 往復書簡 湊かなえ:著 幻冬舎
お 727 0000116145 旺文社全訳古語辞典 桜井満:編 旺文社
お 728 0000176958 近江にいた弥生の大倭王 水穂伝来から邪馬台国まで 別冊淡海文庫 23 千城央:著 サンライズ出版
お 729 0000166645 おおあたり 畠中恵:著 新潮社
お 730 0000129726 大分県の山 分県登山ガイド 藤田晴一:著 山と渓谷社
お 731 0000120915 大いなる信念の先に メイド・イン・ジャパンのコンタクトレンズケアからの挑戦 鶴蒔靖夫:著 IN通信社
お 732 0000103143 大奥 将軍のために用意された秘密の空間 カラー版徹底図解 榎本秋:著 新星出版社
お 733 0000015784 おおきなこえでごあいさつ たのしいポップアップえほん ポップス:作 永岡書店
お 734 0000079681 大きな古時計 平井堅:〔著〕 ピンナップスアーティスト

お 735 0000171991 大熊町方言集 小林　初夫著 歴史春秋出版株式会社



一般書等（書名による五十音リスト）

お 736 0000077883 オーケストラ指揮法 地球大予測 2 高木善之:著 総合法令出版
お 737 0000129494 大阪府の山 分県登山ガイド 中庄谷直:著 山と渓谷社
お 738 0000071639 大杉栄自由への疾走 鎌田慧:著 岩波書店
お 739 0000129395 オーストラリア
お 740 0000168583 大相撲力士名鑑 平成30年度 「相撲」編集部:編 ベースボール・マガジン社

お 741 0000187732 おおたまかあちゃん弁当 20周年記念誌 かあちゃんん弁当の会 かあちゃん弁当の会事務局

お 742 0000111278 おおたまの四季
お 743 0000111286 おおたまの四季
お 744 0000106229 おおたまの四季 大いなる田舎 大玉村
お 745 0000111146 おおたまの四季 大いなる田舎 大玉村 おおたまの四季写真集 vol.3

お 746 0000110916 大玉の文化財 第3集 絵馬 大玉村教育委員会
お 747 0000193581 大玉まるごと百選 大玉村観光協会
お 748 0000106021 大玉村史 下
お 749 0000107284 大玉村史 下
お 750 0000106013 大玉村史 上
お 751 0000106005 大玉村史 史料編
お 752 0000106740 大玉村史 史料編
お 753 0000177691 大玉村史（上） 大玉村史編集委員会 大玉村
お 754 0000187740 大玉村社協法人化20周年記念誌 大玉村社会福祉協議会の歩み 社会福祉法人大玉村社会福祉協議会

お 755 0000106187 大玉村商工会創立50周年記念誌 商工会50年の歩み
お 756 0000106195 大玉村水利事業史 大玉村教育委員会
お 757 0000191379 大玉村水利事業史 大玉村教育委員会 大玉村教育委員会
お 758 0000099416 大玉村戦後開拓史
お 759 0000191247 大玉村戦後開拓史 三村　達道 大玉村戦後開拓史刊行委員会

お 760 0000185157 大玉村の伝説 大玉村商工会地域資源調査事業実行委員会

お 761 0000191726 大玉村破橋(間尺)遺跡久遠壇古墳調査概報 大玉村教育委員会 大玉村教育委員会
お 762 0000193318 大玉村文化財調査報告書 第1集 石造文化財(ファイル)
お 763 0000193292 大玉村文化財調査報告書 第3集 絵馬(ファイル)
お 764 0000193482 大玉村文化財調査報告書第2集 伝統民俗芸能(ファイル)
お 765 0000193268 大玉村歴史文化基本構想 福島県大玉村
お 766 0000193540 大玉らしさを生かした地域・学校・家庭の連携・協働へ 大玉村地機学校協働本部　福島県安達郡　大玉村教育委員会

お 767 0000193573 大玉らしさを生かした地域・学校・家庭の連携・協働へ 平成29年度～令和元度 大玉村地域学校協働本部　福島県安達郡　大玉村教育委員会

お 768 0000193243 大玉らしさを生かした地域・学校・家庭の連携・協働へ 平成29年度～令和元年度 大玉村地域学校協働本部　福島県安達郡　大玉村教育委員会

お 769 0000193227 大玉らしさを生かした地域・学校・家庭の連携・協働へ 平成29年度～令和元年度 大玉村地域学校協働本部　福島県安達郡教育委員会

お 770 0000102707 大津波と原発 内田樹:著 朝日新聞出版
お 771 0000087429 オーディション 村上竜:著 ぶんか社
お 772 0000112094 オートキャンプ完璧マニュアル キャンプサイトをベースに自然と遊ぶ Ｏｕｔｄｏｏｒ　Ａ　ｔｏ　Ｚ－アウトドアのすべてがわかる－ １ ＴＮ－Ｗｏｒｋｓ:編 山と渓谷社



一般書等（書名による五十音リスト）

お 773 0000061606 オードリー・スタイル エレガントにシックにシンプルに パメラ・クラーク・キオ:著 講談社
お 774 0000187831 大家さんと僕 矢部太郎:著 新潮社
お 775 0000187849 大家さんと僕これから 矢部太郎:著 新潮社
お 776 0000084475 オール 山田悠介:著 角川書店
お 777 0000084855 オール1の落ちこぼれ、教師になる 宮本延春:著 角川書店
お 778 0000113373 おかあさんが起こす「家庭教育」革命 子どもを伸ばす“30の知恵” 片山浄見:著 現代書林
お 779 0000078477 おかあさん疲れたよ 下 田辺聖子:著 講談社
お 780 0000078485 おかあさん疲れたよ 上 田辺聖子:著 講談社
お 781 0000102897 おかあさんのための自然療法 子育てを、もっとたのしく クーヨンBOOKS 4 〈月刊クーヨン〉編集部:編集 クレヨンハウス
お 782 0000119180 お母さんの読心術 この子何を考えているのかしら 鈴村悠 至上館
お 783 0000119057 お金をかせぐ人の秘密の時間割(タイムテーブル) 藤井孝一:監修 青春出版社
お 784 0000153056 岡本かの子・林芙美子・宇野千代 集 筑摩書房
お 785 0000071324 岡本太郎 岡本敏子が語るはじめての太郎伝記 岡本敏子:著 アートン
お 786 0000129635 岡山県の山 分県登山ガイド 岡山県山岳連盟:著 山と渓谷社
お 787 0000088542 置かれた場所で咲きなさい 渡辺和子:著 幻冬舎
お 788 0000098707 沖縄戦 民衆の眼でとらえる「戦争」 大城将保
お 789 0000152371 沖縄戦敗兵日記 玉砕戦一等兵の手記 シリーズ・戦争の証言 16 野村正起:著 太平出版社
お 790 0000157834 沖縄の慟哭 市民の戦時戦後体験記 戦後・海外篇 那覇市
お 791 0000157842 沖縄の慟哭 市民の戦時戦後体験記 戦時篇 那覇市
お 792 0000095638 尾木ママの7つの人生力 ありのままに、今を輝かせる力 尾木直樹:著 海竜社
お 793 0000110866 荻生天泉資料集
お 794 0000193110 奥会津 須賀武継:写真・文 雷鳥社
お 795 0000096610 奥会津・山村の選択 三島町民による「ふるさと運動」20年の検証 安達生恒:編 ぎょうせい
お 796 0000122531 奥会津歳時記 黒田杏子・榎本好宏 只見川電源流域振興協議会

お 797 0000173245 奥会津歳時記 黒田杏子・榎木好宏 只見川電源流域振興協議会

お 798 0000121251 奥会津自然からの伝言 BOON文化シリーズ 1 奥会津書房
お 799 0000084228 屋上ミサイル 山下貴光:著 宝島社
お 800 0000095828 奥の奥の森の奥に、いる。 山田悠介:著 幻冬舎
お 801 0000105478 おくのほそ道 福島県探勝記 猪狩三郎:著 歴史春秋出版
お 802 0000125955 おくびょうなうさぎ 紙しばい名作選 川崎大治:脚本 童心社
お 803 0000046201 億万ドルの舞台 シドニィ・シェルダン:作 アカデミー出版
お 804 0000170639 送り火 高橋弘希:著 文藝春秋
お 805 0000096826 遅れてきた青年 新潮文庫 大江健三郎:著 新潮社
お 806 0000104398 桶谷式母乳で育てる本 桶谷式乳房管理法研鑚会:編 主婦の友社
お 807 0000075531 お子様ってやつは 田島みるく:文・絵 ＰＨＰ研究所
お 808 0000111740 お米のひみつ やさしい科学 小竹千香子:著 さ・え・ら書房
お 809 0000207381 お探し物は図書室まで 青山美智子:著 ポプラ社



一般書等（書名による五十音リスト）

お 810 0000112920 お散歩ブック Daily a walk 杉浦さやか:著 ベストセラーズ
お 811 0000207340 推し、燃ゆ 宇佐見りん:著 河出書房新社
お 812 0000086298 お嬢さん、空を飛ぶ 草創期の飛行機を巡る物語 松村由利子:著 NTT出版
お 813 0000120568 お星さんが一つでた とうちゃんがかえってくるで 灰谷健次郎:編 理論社
お 814 0000085837 おそろし 三島屋変調百物語事始 宮部みゆき:著 角川書店
お 815 0000161760 織田作之助 井上友一郎 集 浅見淵 集英社
お 816 0000192328 御民ワレ ボクラ少国民 第二部 山中　恒
お 817 0000079095 おぢさんの小さな旅? 竹中直人:文・絵 講談社
お 818 0000168815 落ち葉の行方 井奈波美也:著 新風舎
お 819 0000068742 お茶の大研究 おいしいいれ方から歴史まで 大森正司:監修 ＰＨＰ研究所
お 820 0000056259 おってけ！３ハロン １ ギャロップコミック 松本ぷりっつ:著 産経新聞社
お 821 0000024216 おってけ！３ハロン ２ ギャロップコミック 松本ぷりっつ:著 産経新聞出版
お 822 0000056218 おってけ！３ハロン ３ ギャロップコミック 松本ぷりっつ:著 産経新聞出版
お 823 0000104174 お手玉 大西伝一郎:文 文渓堂
お 824 0000102152 お天気キャスター森田さんの天気予報がおもしろくなる108の話 森田正光:著 ＰＨＰ研究所
お 825 0000075408 お父さんの子育て日記 子どもはお父さんが大好き ジョー・キタ:著 ＰＨＰ研究所
お 826 0000169565 おトク素材でCooking♪ vol.33 ORANGE PAGE BOOKS オレンジページ
お 827 0000069252 男おひとりさま道 上野千鶴子:著 法研
お 828 0000060103 男道 清原和博:著 幻冬舎
お 829 0000084335 男と点と線 山崎ナオコーラ:著 新潮社
お 830 0000075028 男ともだち 千早茜:著 文藝春秋
お 831 0000078675 男の子って、どうしてこうなの? まっとうに育つ九つのポイント スティーヴ・ビダルフ:著 草思社
お 832 0000076810 男の人って、どうしてこうなの? スティーヴ・ビダルフ:著 草思社
お 833 0000099523 お年寄りの家庭看護 イラスト版 Health books 後藤栄子:著 健友館
お 834 0000116210 大人になることのむずかしさ 青年期の問題 子どもと教育を考える 2 河合隼雄:著 岩波書店
お 835 0000097089 大人になるまでに読みたい１５歳の詩 ２ ゆまに書房
お 836 0000207092 大人の園芸　庭木花木果樹 浜野周泰:監修 小学館
お 837 0000111377 大人の男の実践“森の生活” 野遊び仲間の二週間の休暇 本山賢司:著 山と渓谷社
お 838 0000111914 大人の女のこんな時どうする事典 気をつけて!心くばりを見られてる Seishun super books 知的生活研究所:著 青春出版社
お 839 0000068445 大人の見識 新潮新書 237 阿川弘之:著 新潮社
お 840 0000157982 大人のマナー便利帳 気づかない非常識 Seishun super books 知的生活研究所:著 青春出版社
お 841 0000067678 大人の流儀 a genuine way of life by Ijuin Shizuka 伊集院静:著 講談社
お 842 0000102269 大人のルール・ブック ヒトづき合い53の法則 Seishun super books 知的生活研究所:著 青春出版社
お 843 0000165993 大人はどうして働くの? 天野篤:〔著〕 日経BP社
お 844 0000087460 オトナも子供も大嫌い 群ようこ:著 筑摩書房
お 845 0000068791 乙女の密告 赤染晶子:著 新潮社
お 846 0000065748 同じ年に生まれて 音楽、文学が僕らをつくった 小沢征爾:著 中央公論新社



一般書等（書名による五十音リスト）

お 847 0000079624 お夏清十郎 平岩弓枝:著 新潮社
お 848 0000068551 鬼 沖縄のもの言う 糞から金蝿 金城実柴野徹夫
お 849 0000168005 お二階へご案内～ 虎の巻、妻と上手に生きる方法 東京かわら版新書 5 三遊亭兼好:著 東京かわら版
お 850 0000077081 鬼哭啾啾 「楽園」に帰還した私の家族 辛淑玉:著 解放出版社
お 851 0000090399 鬼道の女王卑弥呼 下 黒岩重吾:著 文藝春秋
お 852 0000089987 鬼道の女王卑弥呼 上 黒岩重吾:著 文藝春秋
お 853 0000088591 お人形と結婚した男 ルイ＝トマ・ペルティエ:著 扶桑社
お 854 0000157891 小沼伊賀守貞長 曾我伝吉
お 855 0000090118 おねだり女房 影十手活殺帖 宮本昌孝:著 講談社
お 856 0000082867 おのぞみの結末 星新一ちょっと長めのショートショート ５ 星新一:作 理論社
お 857 0000095034 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 日本図書センター
お 858 0000171066 小野町のむかしばなし 小野町
お 859 0000107540 おばあちゃんのお茶うけ 信州の漬物・おやつ・郷土料理240品 吉田文子:文・写真 川辺書林
お 860 0000119040 おばあちゃんの知恵袋 決定版「日本の暮らしの知恵」700 別冊宝島 1088 宝島社
お 861 0000104109 おばあちゃんの和の知恵 1 秋山滋:文 汐文社
お 862 0000102384 おばあちゃんの和の知恵 2 秋山滋:文 汐文社
お 863 0000102871 おばあちゃんの和の知恵 3 秋山滋:文 汐文社
お 864 0000171199 おばけがでるぞ～ 酒井祥二
お 865 0000113241 お話 おとなから子どもへ 子どもからおとなへ
お 866 0000184705 おはなしおばさんの詩でダンスダンス 藤田浩子 一声社
お 867 0000206896 おはなしおばさんの小道具 シリーズつくってあそんで⑦ 藤田浩子 一声社
お 868 0000097659 おはなし会プログラム 季節別年齢別厳選プログラム116本収録 「この本読んで！」編集部:編集 読書サポート
お 869 0000119602 お話を語る たのしいお話 松岡享子:著 日本エディタースクール出版部

お 870 0000157909 オバマ ホワイトハウスへの道 阿部直子:〔ほか訳〕 ディスカヴァー・トゥエンティワン

お 871 0000119206 小原国芳選集 6 小原国芳:著 玉川大学出版部
お 872 0000113431 おひさまのかけら 「こどもの詩」２０年の精選集 川崎洋:編 中央公論新社
お 873 0000069385 おひとりさまの老後 上野千鶴子:著 法研
お 874 0000103937 帯結びレッスン
お 875 0000068601 おふくろとお母さん 古今東西母にまつわる物語 中野展子:編著 心交社
お 876 0000072876 覚えていない 佐野洋子:著 マガジンハウス
お 877 0000101584 覚えておきたい!暮らしの基本100 料理・洗濯・掃除・マナー・防災etc.わかればスムーズ 扶桑社
お 878 0000085951 おまえさん 下 宮部みゆき:著 講談社
お 879 0000091058 おまえさん 上 宮部みゆき:著 講談社
お 880 0000089490 おまけのこ 畠中恵:著 新潮社
お 881 0000099788 思い出のうた 明治より昭和50年代まで 野ばら社
お 882 0000120071 おもしろおかしく「政治家」がわかる本 政治家たちの昼と夜から国会の舞台裏まで現職議員が体験的報告! 乾晴美:著 東洋経済新報社
お 883 0000191304 おもしろ古文書館　江戸のかな 樋口　政則 株式会社名著出版



一般書等（書名による五十音リスト）

お 884 0000107987 おもしろふしぎ食べもの加工 生活環境教育研究会:著 農山漁村文化協会
お 885 0000118935 おもちゃが育てる空想の翼 シュタイナーの幼児教育 カーリン・ノイシュツ:著 学陽書房
お 886 0000067140 親がかわれば、子どももかわる イジメ・不登校・ひきこもりの現場から 長田百合子:著 講談社
お 887 0000104331 親が子どもに教える「一番大切なこと」 1日5分「やる気」の習慣 今村暁:著 三笠書房
お 888 0000069377 親が死ぬまでにしたい55のこと EARTH STAR Books 親孝行実行委員会:著 泰文堂
お 889 0000113464 親子関係学 講談社現代新書 611 稲村博:著 講談社
お 890 0000113647 親子読書相談室 親子読書文庫 4 代田昇:編 岩崎書店
お 891 0000087510 おやじ丼 群ようこ:著 幻冬舎
お 892 0000099242 おやじの小言集 国分忠治
お 893 0000099200 おやじの小言集 国分忠治
お 894 0000099168 おやじの小言集 国分忠治
お 895 0000017657 おやすみなさい、ペネロペ たのしいしかけえほん アン・グットマン:ぶん 岩崎書店
お 896 0000093583 親と子で考える学習障害LD メル・レヴィン:著 研究社出版
お 897 0000118794 親にも言わせろ!「教育改革」 学校不信はどうして生まれる? 田中喜美子:著 教育史料出版会
お 898 0000072744 親のこころ 木村耕一:編著 １万年堂出版
お 899 0000082560 親の品格 ＰＨＰ新書 ４９５ 坂東真理子:著 ＰＨＰ研究所
お 900 0000066936 小山登美夫の何もしないプロデュース術 小山登美夫:著 東洋経済新報社
お 901 0000068072 親指の恋人 石田衣良:著 小学館
お 902 0000093690 親を愛せない子どもたち 少年・少女の心理がわかる本 久徳重盛:著 大和出版
お 903 0000168971 おらおらでひとりいぐも 若竹千佐子:著 河出書房新社
お 904 0000117705 オランダ・フランドル美術 講談社
お 905 0000108183 オリーブオイルとイタリア料理 マイライフシリーズ特集版 服部津貴子:〔著〕 グラフ社
お 906 0000117622 オリエント美術
お 907 0000207001 おり紙シアターワンダーランド 藤原邦恭 いかだ社
お 908 0000184796 おり紙マジックワンダーランド 藤原邦恭 いかだ社
お 909 0000207449 オルタネート 加藤シゲアキ:著 新潮社
お 910 0000177667 オレたち花のバブル組 池井戸潤:著 文藝春秋
お 911 0000177659 オレたちバブル入行組 池井戸潤:著 文藝春秋
お 912 0000079608 おれは清麿 山本兼一:著 祥伝社
お 913 0000061077 オレンジジュース 俺とひとりの生徒 「白いジャージ」シリーズ ｒｅＹ:著 スターツ出版
お 914 0000067090 オロロ畑でつかまえて 荻原浩:著 集英社
お 915 0000070185 終わらざる夏 下 浅田次郎:著 集英社
お 916 0000070151 終わらざる夏 上 浅田次郎:著 集英社
お 917 0000176131 終わらない原発事故と「日本病」 柳田邦男:著 新潮社
お 918 0000076067 終わりからの旅 辻井喬:著 朝日新聞社
お 919 0000084640 終りなき始まり 下 梁石日:著 朝日新聞社
お 920 0000084533 終りなき始まり 上 梁石日:著 朝日新聞社



一般書等（書名による五十音リスト）

お 921 0000110940 遠澤と探幽 会津藩御抱絵師 加藤遠澤の芸術
お 922 0000155622 恩讐の彼方に アイドルブックス 35 菊池寛:〔著〕 ポプラ社
お 923 0000112581 温泉&やど東北 ’02 マップルマガジン 昭文社
お 924 0000112615 温泉達人・野口悦男が選ぶ日本百名湯 1999-2000 東日本編

お 925 0000078873 女50歳からの生き方が人生を変える 塩月弥栄子:著 講談社
お 926 0000077701 女が30代にやっておきたいこと 不安と焦りに揺れるあなたへ 下重暁子:著 大和出版
お 927 0000063560 女どうしだもの いよいよ３年め 森下えみこ:著 メディアファクトリー
お 928 0000085381 女どうしだもの そろそろ2年め 森下えみこ:著 メディアファクトリー
お 929 0000151670 女のいない男たち 村上春樹:著 文藝春秋
お 930 0000130104 女の首 逆光の「智恵子抄」 黒沢亜里子:著 ドメス出版
お 931 0000096990 おんなの戦後史 もろさわようこ:著 未来社
お 932 0000087528 女の人差し指 向田邦子:著 文藝春秋
お 933 0000157784 陰陽師 野村万斎写真集 角川書店
お 934 0000105288 温故と知新
か 935 0000129973 香
か 936 0000187575 母さんが死んだ しあわせ幻想の時代に 水島宏明:著 ひとなる書房
か 937 0000073692 かあちゃん 重松清:著 講談社
か 938 0000136648 カーネーションの絵本 そだててあそぼう 74 ほそやむねのり:へん 農山漁村文化協会
か 939 0000066027 ガール 奥田英朗:著 講談社
か 940 0000162461 ガイアの法則 ロスチャイルド、フリーメーソン、アングロサクソン-なぜ彼らが世界のトップなのか? 超スピ 013 千賀一生:著 徳間書店
か 941 0000106708 会員写真集 創立25周年記念 福島県写真連盟
か 942 0000098129 快感!算数力 牛滝文宏:著 講談社
か 943 0000109124 海峡をつなぐ日本史 北海道・東北史研究会:編 三省堂
か 944 0000097097 海軍特別警察隊
か 945 0000092064 かいけつゾロリの対決!ブルル・コブル200連発! 原ゆたか:原作・監修 ポプラ社
か 946 0000207852 かいけつゾロリのまいにちおやじギャグ1年分 原ゆたか:原作・監修 ポプラ社
か 947 0000092056 かいけつゾロリのもっと!なぞなぞ200連発! 原ゆたか:原作・監修 ポプラ社
か 948 0000074583 邂逅の森 熊谷達也:著 文藝春秋
か 949 0000124727 がいこつめがね
か 950 0000111427 介護予防のための五感健康法 らくらくかんたん楽しく続く 健康双書 岩田弘敏:著 農山漁村文化協会
か 951 0000152322 介護リーダーの条件 介護現場を変えた8人からの報告 上野文規:編 雲母書房
か 952 0000140053 解釈 12月号 国語・国文の研究と教育 解釈学会　編集 教育出版センター
か 953 0000099499 怪獣の名はなぜガギグゲゴなのか 新潮新書 078 黒川伊保子:著 新潮社
か 954 0000183301 海賊とよばれた男 下 百田尚樹:著 講談社
か 955 0000183293 海賊とよばれた男 上 百田尚樹:著 講談社
か 956 0000193631 改訂版 みちのく安達野の歌枕総覧 菅野正一
か 957 0000101964 快適リフォームのアイデア&コツ実例集550 費用と依頼先がわかる 成美堂出版:編 成美堂出版



一般書等（書名による五十音リスト）

か 958 0000104885 街道の日本史 12 吉川弘文館
か 959 0000073353 解夏 さだまさし:著 幻冬舎
か 960 0000097527 貝になった男 直江津捕虜収容所事件 上坂冬子:著 文藝春秋
か 961 0000077057 買物難民 もうひとつの高齢者問題 杉田聡:著 大月書店
か 962 0000073593 顔 下 シドニィ・シェルダン:作 アカデミー出版
か 963 0000073601 顔 上 シドニィ・シェルダン:作 アカデミー出版
か 964 0000075671 顔なし子 高田侑:著 幻冬舎
か 965 0000072603 顔に降りかかる雨 桐野夏生:著 講談社
か 966 0000082586 薫へ 届かなかった手紙 蓮池秀量:著 新潮社
か 967 0000158048 画家が描いたヨーロッパ 19世紀の憧れから21世紀の翔きへ 日本の美術 高階秀爾:監修 美術年鑑社
か 968 0000103952 かがくを感じるあそび事典 したいさせたいビックリ実験100集 山田卓三:文 農山漁村文化協会
か 969 0000169011 かがみの孤城 辻村深月:著 ポプラ社
か 970 0000100768 輝ける子 １００メートルを１０秒で走れと言われてもさ、いっくら努力しても走れない奴っているじゃん 明橋大二:著 １万年堂出版
か 971 0000129510 香川県の山 分県登山ガイド 36 香川県勤労者山岳連盟:著 山と渓谷社
か 972 0000153361 鍵 中公文庫 谷崎潤一郎:著 中央公論社
か 973 0000092155 書きかたがわかるはじめての文章レッスン 1 金田一秀穂:監修 学研教育出版
か 974 0000075887 鍵のない夢を見る 辻村深月:著 文藝春秋
か 975 0000111294 書晝落?印譜
か 976 0000082826 かぎりなくやさしい花々 野の花々が手足の不自由な私に生命の尊さを教えてくれました 星野富弘:著 偕成社
か 977 0000173229 かぎりなくやさしい花々 野の花々が手足の不自由な私に生命の尊さを教えてくれました 星野富弘:著 偕成社
か 978 0000069005 覚悟の介護 介護20年-愛と感動の家族物語 荒木由美子:著 ぶんか社
か 979 0000097105 学童集団疎開
か 980 0000149971 学年ビリのギャルが1年で偏差値を40上げて慶應大学に現役合格した話 坪田信貴:著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
か 981 0000074161 確率捜査官御子柴岳人 密室のゲーム 神永学:著 角川書店
か 982 0000118927 学力は家庭で伸びる 今すぐ親ができること41 陰山英男:著 小学館
か 983 0000167486 影裏 沼田真佑:著 文藝春秋
か 984 0000090217 影刀 黒岩重吾:著 文藝春秋
か 985 0000061382 賭けた恋 下 ナナセ:著 アスキー・メディアワークス

か 986 0000061390 賭けた恋 上 ナナセ:著 アスキー・メディアワークス

か 987 0000146464 崖の上のポニョ 宮崎駿監督作品 THIS IS ANIMATION 小学館
か 988 0000074534 陰日向に咲く 劇団ひとり:著 幻冬舎
か 989 0000083857 影踏み 横山秀夫:著 祥伝社
か 990 0000090290 影武者徳川家康 下巻 隆慶一郎:著 新潮社
か 991 0000089748 影武者徳川家康 上巻 隆慶一郎:著 新潮社
か 992 0000187872 カケラ 湊かなえ:著 集英社
か 993 0000129775 鹿児島県の山 分県登山ガイド 鹿児島山岳会:著 山と渓谷社
か 994 0000061168 過去で君が待っている。 べあ姫:著 アスキー・メディアワークス



一般書等（書名による五十音リスト）

か 995 0000102947 かごを編む 手づくりの暮らし 中村峰吉:共著 文化出版局
か 996 0000073965 カシオペアの丘で 下 重松清:著 講談社
か 997 0000073908 カシオペアの丘で 上 重松清:著 講談社
か 998 0000111922 かしこい子どもをどう育てるか 横川嘉範:著 高文研
か 999 0000075622 カシコギ 趙昌仁:著 サンマーク出版
か 1000 0000098624 歌集 安達太良悲し 馬場　秀子
か 1001 0000121582 過食と子どもの“成人病” 選書・子どもの心と体をはぐくむ食生活 家庭栄養研究会:編 同時代社
か 1002 0000083428 数の風景 松本清張:著 朝日新聞社
か 1003 0000094805 数秘術マスター・キット あなたの魂に刻まれた情報を読み解く キャロル・アドリエンヌ:著 ナチュラルスピリット
か 1004 0000096941 霞の大地 二本松少年隊物語
か 1005 0000086793 風が強く吹いている 三浦しをん:著 新潮社
か 1006 0000092544 風神の門 新潮文庫 司馬遼太郎:著 新潮社
か 1007 0000066290 化石の愛 池永陽:著 光文社
か 1008 0000078139 風になった日 高橋尚子:著 幻冬舎
か 1009 0000085407 風に舞いあがるビニールシート 森絵都:著 文藝春秋
か 1010 0000077396 風の谷のあの人と結婚する方法 須藤元気:著 ベースボール・マガジン社

か 1011 0000096487 風の旅 四季抄 星野富弘:著 立風書房
か 1012 0000069369 風のなかの櫻香 内田康夫:著 徳間書店
か 1013 0000080796 風の中のマリア 百田尚樹:著 講談社
か 1014 0000079970 風の墓碑銘(エピタフ) 乃南アサ:著 新潮社
か 1015 0000070029 風の盆幻想 内田康夫:著 幻冬舎
か 1016 0000073486 風のように生きる 願いを叶える!仕事の成功法則 佐藤伝:著 辰巳出版
か 1017 0000078329 風をつかまえて 高嶋哲夫:著 日本放送出版協会
か 1018 0000152215 家族 岩波全書 184 清水盛光:著 岩波書店
か 1019 0000113555 家族「外」家族 子どものＳＯＳを診る医師たち 椎名篤子:著 集英社
か 1020 0000076117 家族愛 東条英機とかつ子の育児日記・手紙より 東条由布子:著 春日出版
か 1021 0000084111 家族シネマ 柳美里:著 講談社
か 1022 0000105676 華族総覧 講談社現代新書 2001 千田稔:著 講談社
か 1023 0000083451 片想い 東野圭吾:著 文藝春秋
か 1024 0000104612 型紙のない子育て やってみる・考えてみる 田中周子:著 婦人之友社
か 1025 0000185652 片倉山の麓に在りて 古の光求めて摺上の清き流れ我が郷 畠　アサ Yクリエイト
か 1026 0000085373 肩ごしの恋人 唯川恵:著 マガジンハウス
か 1027 0000070425 片づけの教科書 このスッキリは一生もの! 小松易:著 青春出版社
か 1028 0000076935 片づけられない女たち サリ・ソルデン:著 WAVE出版
か 1029 0000079228 片目のオオカミ ダニエル・ペナック:〔著〕 白水社
か 1030 0000155960 片翼の瞳 下 ナナセ:著 メディアワークス
か 1031 0000155952 片翼の瞳 上 ナナセ:著 メディアワークス



一般書等（書名による五十音リスト）

か 1032 0000098830 語りかけるシベリヤ ひとつの抑留体験から 丸尾　俊介
か 1033 0000079806 カチューシャ 野中ともそ:作 理論社
か 1034 0000160358 勝海舟 第1巻 新潮文庫 子母沢寛:著 新潮社
か 1035 0000160366 勝海舟 第2巻 新潮文庫 子母沢寛:著 新潮社
か 1036 0000160317 勝海舟 第3巻 新潮文庫 子母沢寛:著 新潮社
か 1037 0000160309 勝海舟 第4巻 新潮文庫 子母沢寛:著 新潮社
か 1038 0000160291 勝海舟 第5巻 新潮文庫 子母沢寛:著 新潮社
か 1039 0000160333 勝海舟 第6巻 新潮文庫 子母沢寛:著 新潮社
か 1040 0000169532 学級経営が主役のカリキュラム・マネジメント キャリア意識を育むコラボレーション授業の実践 阿部隆幸:著 学事出版
か 1041 0000113258 学級崩壊 現役小学校教師の実践報告 木村淑武美:編著 紫翠会出版
か 1042 0000113266 学級崩壊からの生還 向山洋一:編著 扶桑社
か 1043 0000101519 かづきれいこのメイク大事典 かづきれいこ:著 産経新聞ニュースサービス

か 1044 0000116335 学研漢和大字典
か 1045 0000122036 学研生物図鑑 〔1〕 学研
か 1046 0000122028 学研生物図鑑 〔2〕 学研
か 1047 0000121905 学研生物図鑑 〔3〕 学研
か 1048 0000121897 学研生物図鑑 〔4〕 学研
か 1049 0000117820 学研生物図鑑 〔5〕 学研
か 1050 0000121830 学研生物図鑑 〔６〕 学研
か 1051 0000109306 学校 日本史小百科 海原徹:著 東京堂出版
か 1052 0000114991 学校教科書 朝日選書 213 山住正己:著 朝日新聞社
か 1053 0000113274 学校ここにある希望 三上満:著 新日本出版社
か 1054 0000067561 学校ごっこ 永六輔:著 日本放送出版協会
か 1055 0000113084 学校再生 荒れ放題の「稚内南中学」を甦らせた教師たちの奮戦物語 軍司貞則:著 小学館
か 1056 0000113076 学校再生 荒れ放題の「稚内南中学」を甦らせた教師たちの奮戦物語 軍司貞則:著 小学館
か 1057 0000166017 学校司書って、こんな仕事 学びと出会いをひろげる学校図書館 学校図書館問題研究会:編 かもがわ出版
か 1058 0000126623 学校生活の移り変わり 写真と作文でつづる昭和の子どもたち1

か 1059 0000073072 学校って、なんだろう 産経新聞『じゅく～る』取材班:著 新潮社
か 1060 0000113662 学校で起こっていること 中学生たちが語る、いじめの「ホント」 「進研ゼミ」中学講座:編 ベネッセコーポレーション

か 1061 0000184952 学校に行きたくない君へ 全国不登校新聞社:編 ポプラ社
か 1062 0000184960 学校の「当たり前」をやめた。 生徒も教師も変わる!公立名門中学校長の改革 工藤勇一:著 時事通信出版局
か 1063 0000083469 カッコウの卵は誰のもの 東野圭吾:著 光文社
か 1064 0000076224 カッコウの啼く那須高原の森陰から 谷恒生:著 河出書房新社
か 1065 0000113290 学校崩壊 河上亮一:著 草思社
か 1066 0000113829 学校を基地にお父さんのまちづくり 元気コミュニティ!秋津 岸裕司:著 太郎次郎社
か 1067 0000091033 かっこよく年をとりたい にこにこブックス 1 吉本由美:著 筑摩書房
か 1068 0000107870 買ってきたおかずで作るあったか家庭料理



一般書等（書名による五十音リスト）

か 1069 0000088724 勝手にふるえてろ 綿矢りさ:著 文藝春秋
か 1070 0000101576 買ってはいけない
か 1071 0000073841 活動弁士 無声映画と珠玉の話芸 無声映画鑑賞会:編 アーバン・コネクションズ

か 1072 0000121707 家庭でできるカゼ撃退法 ムックの本 松原英多:著 ロングセラーズ
か 1073 0000101766 家庭でできる食品添加物・農薬を落とす方法 食材の選び方、下ごしらえ、食べ方の工夫まで 増尾清:著 ＰＨＰ研究所
か 1074 0000123364 家庭の万能薬《馬の油》 ぬるだけでシミ、抜け毛、関節の痛みに抜群の効果! ビタミン文庫 安心編集部:編 マキノ出版
か 1075 0000116764 家庭料理全集　華 第１巻 講談社:編 講談社
か 1076 0000116756 家庭料理全集　華 第２巻 講談社:編 講談社
か 1077 0000116749 家庭料理全集　華 第３巻 講談社:編 講談社
か 1078 0000116731 家庭料理全集　華 第５巻 講談社:編 講談社
か 1079 0000068221 カデナ 池沢夏樹:著 新潮社
か 1080 0000120139 加藤周一講演集 1 加藤周一:著 かもがわ出版
か 1081 0000119891 加藤周一講演集 2 加藤周一:著 かもがわ出版
か 1082 0000184978 加藤周一はいかにして「加藤周一」となったか 『羊の歌』を読みなおす 鷲巣力:著 岩波書店
か 1083 0000108621 河東の民俗
か 1084 0000111336 角川日本地名大辞典 7 「角川日本地名大辞典」編纂委員会:編 角川書店
か 1085 0000098590 蝌蚪の俳句 柳田　葆光
か 1086 0000129874 神奈川県の山 分県登山ガイド 13 広島三朗:ほか著 山と渓谷社
か 1087 0000112185 必ず釣れるフライフィッシング 釣れるポイントとテクニックを惜しみなく紹介 Ｏｕｔｄｏｏｒ　Ａ　ｔｏ　Ｚ－アウトドアのすべてがわかる－ ８ 奥山文弥:著 山と渓谷社
か 1088 0000169656 必ず役立つ合唱の本 清水敬一:監修 ヤマハミュージックメディア

か 1089 0000112060 カヌー＆カヤック入門 遊び方はいろいろ Ｏｕｔｄｏｏｒ　Ａ　ｔｏ　Ｚ－アウトドアのすべてがわかる－ ４ 辰野勇:著 山と渓谷社
か 1090 0000086041 金持ち父さん貧乏父さん アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学 ロバート・キヨサキ:著 筑摩書房
か 1091 0000171041 彼女は頭が悪いから 姫野カオルコ:著 文藝春秋
か 1092 0000078618 がばいばあちゃんの笑顔で生きんしゃい! 徳間文庫 島田洋七:著 徳間書店
か 1093 0000078394 がばいばあちゃんの勇気がわく50の言葉 島田洋七:著 徳間書店
か 1094 0000207027 歌舞伎名場面100選 河竹登志夫 秋田書店
か 1095 0000093807 カブの絵本 そだててあそぼう 56 ひだけんいち:へん 農山漁村文化協会
か 1096 0000122432 花粉症 健康双書 仙頭正四郎:編著 農山漁村文化協会
か 1097 0000121590 花粉症のすべてがわかる本 梅田悦生:著 時事通信社
か 1098 0000094086 カボチャの絵本 そだててあそぼう 12 いとうきみお:へん 農山漁村文化協会
か 1099 0000106419 鎌倉・室町時代の奥州 奥羽史研究叢書 4 柳原敏昭:編 高志書院
か 1100 0000122481 噛み合わせで決まるあなたの健康 佐藤収:著 ルネッサンス・アイ
か 1101 0000140129 紙絵と詩 智恵子抄 現代教養文庫 528 高村光太郎:詩 社会思想社
か 1102 0000120899 神々との物語 奥会津 BOON文化シリーズ 3 奥会津書房
か 1103 0000114942 神々の系図 続 東京美術選書 23 川口謙二:著 東京美術
か 1104 0000114975 神々の系図 続 東京美術選書 23 川口謙二:著 東京美術
か 1105 0000115097 神々の系図 続 東京美術選書 23 川口謙二:著 東京美術



一般書等（書名による五十音リスト）

か 1106 0000096529 神々の系図 東京美術選書 15 川口謙二:著 東京美術
か 1107 0000108985 神々の系図 東京美術選書 15 川口謙二:著 東京美術
か 1108 0000074500 神々の指紋 下 グラハム・ハンコック:著 翔泳社
か 1109 0000074682 神々の指紋 上 グラハム・ハンコック:著 翔泳社
か 1110 0000090985 神々の山嶺(いただき) 下 夢枕獏:著 集英社
か 1111 0000090993 神々の山嶺(いただき) 上 夢枕獏:著 集英社
か 1112 0000069849 神苦楽島 下 内田康夫:著 文藝春秋
か 1113 0000069823 神苦楽島 上 内田康夫:著 文藝春秋
か 1114 0000085688 神様、何するの… 白血病と闘ったアイドルの手記 吉井怜:著 幻冬舎
か 1115 0000076133 神様のカルテ 夏川草介:著 小学館
か 1116 0000076125 神様のカルテ 2 夏川草介:著 小学館
か 1117 0000094391 神様のカルテ 3 夏川草介:著 小学館
か 1118 0000097352 神サマの夜 真下　章
か 1119 0000184820 かみさまは小学5年生 すみれ:著 サンマーク出版
か 1120 0000094193 紙芝居 選び方・生かし方 児童図書館研究会
か 1121 0000101469 紙でつくろう粘土でつくろう 手づくりひろば 1 子どもの遊びと手の労働研究会:編 ミネルヴァ書房
か 1122 0000097113 紙と愛と戦争
か 1123 0000097816 神の子どもたちはみな踊る 村上春樹:著 新潮社
か 1124 0000114983 蒲生氏郷 歴史春秋出版
か 1125 0000086249 蒲生邸事件 宮部みゆき:著 毎日新聞社
か 1126 0000093401 鴨川ホルモー 万城目学:著 産業編集センター
か 1127 0000075465 香夜 髙樹のぶ子:著 集英社
か 1128 0000080986 茅刈り狐 森の民話茶屋からの届け物 「森の民話茶屋」運営委員会:編集・文 歴史春秋出版
か 1129 0000064774 茅刈り狐 森の民話茶屋からの届け物 「森の民話茶屋」運営委員会:編集・文 歴史春秋出版
か 1130 0000152991 茅刈り狐 森の民話茶屋からの届け物 「森の民話茶屋」運営委員会:編集・文 歴史春秋出版
か 1131 0000183566 硝子の葦 新潮文庫 さ-82-2 桜木紫乃:著 新潮社
か 1132 0000086603 カラスの親指 道尾秀介:著 講談社
か 1133 0000121194 からだってすごいね 生きるちからを育てるからだの学習 健康双書 伊藤由美子:〔ほか〕著 農山漁村文化協会
か 1134 0000144501 借りぐらしのアリエッティ ロマンアルバム 徳間書店
か 1135 0000086009 仮の水 リービ英雄:著 講談社
か 1136 0000184663 狩人の悪夢 有栖川有栖:著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
か 1137 0000093179 臥竜の天 長編歴史小説 下 火坂雅志:著 祥伝社
か 1138 0000090555 臥竜の天 長編歴史小説 上 火坂雅志:著 祥伝社
か 1139 0000123505 ガリレオがひらいた宇宙のとびら 渡部潤一:著 旬報社
か 1140 0000083303 ガリレオの苦悩 東野圭吾:著 文藝春秋
か 1141 0000122697 カルシウムの知的摂取法 少ない量でも、最大限に生かす知恵 ホーム・メディカ・ブックス 陳瑞東:著 小学館
か 1142 0000082412 カルマからの卒業 あなたを縛るカルマ・プログラムを作動させない方法 はせくらみゆき:著 ヒカルランド



一般書等（書名による五十音リスト）

か 1143 0000071589 カルロス・ゴーン経営を語る カルロス・ゴーン:著 日本経済新聞社
か 1144 0000085035 華麗なる一族 下 新潮文庫 山崎豊子:著 新潮社
か 1145 0000085084 華麗なる一族 上 新潮文庫 山崎豊子:著 新潮社
か 1146 0000085043 華麗なる一族 中 新潮文庫 山崎豊子:著 新潮社
か 1147 0000171611 華麗なる探偵アリス＆ペンギン ウィッチ・ハント 南房秀久
か 1148 0000122622 加齢の健康学 発育と老化からのアプローチ 健康科学ライブラリー 2 田多井吉之介:著 大修館書店
か 1149 0000057315 がれきの中で本当にあったこと わが子と語る東日本大震災 産経新聞社:著 産経新聞出版
か 1150 0000183848 カレル・チャペックのごあいさつ カレル・チャペック:著 青土社
か 1151 0000075861 カレンダーから世界を見る 地球のカタチ 中牧弘允:著 白水社
か 1152 0000121889 川 日本の水環境・文化の明日を想う リバーフロント整備センター:編集 山海堂
か 1153 0000068106 可愛いピアス 伊集院静:著 文藝春秋
か 1154 0000105221 川崎尚之助と八重 一途に生きた男の生涯 あさくらゆう:著 知道出版
か 1155 0000103184 革でつくる 1 森下雅代:著 泰流社
か 1156 0000121186 川は生きているか 天野礼子:著 岩波書店
か 1157 0000189159 かわべ式子育てスイッチ 生まれた瞬間からグングン発達する88の秘訣 川邉研次:著 エッセンシャル出版社
か 1158 0000111153 川俣町史資料 第20集 社寺明細調書Ⅲ 川俣町教育委員会
か 1159 0000111161 川俣町史資料 第21集 社寺明細調書Ⅳ 川俣町教育委員会
か 1160 0000073809 考えない練習 頭で考えずに、もっと五感を使おう。すると、イライラや不安が消えていく 小池竜之介:著 小学館
か 1161 0000119412 考え抜く社員を増やせ! 変化に追われるリーダーのための本 柴田昌治:著 日本経済新聞出版社
か 1162 0000157727 環境保全 その対策 馬場昇 地球環境会議
か 1163 0000120683 環境ホルモンという名の悪魔 人類を滅亡させる狂気の化学物質 ひろたみを:著 広済堂出版
か 1164 0000123729 環境ホルモン入門 立花隆:著 新潮社
か 1165 0000151894 環境ホルモン入門 立花隆:著 新潮社
か 1166 0000068783 玩具の言い分 朝倉かすみ:著 祥伝社
か 1167 0000112722 観光コースでない沖縄 戦跡基地産業文化 新崎盛暉:〔ほか〕著 高文研
か 1168 0000101204 冠婚葬祭 暮らしの便利事典 ホームパル・デラックス 小学館
か 1169 0000069310 監察医が触れた温かい死体と冷たい死体 上野正彦:著 朝日新聞出版
か 1170 0000107268 漢字 基本と実用 書道入門 金子卓義:著 主婦の友社
か 1171 0000116178 漢字の語源 角川小辞典 1 山田勝美:〔著〕 角川書店
か 1172 0000100214 漢字の世界 中国文化の原点 1 東洋文庫 281 白川静:著 平凡社
か 1173 0000100172 漢字の世界 中国文化の原点 2 東洋文庫 286 白川静:著 平凡社
か 1174 0000119537 漢字百話 中公新書 500 白川静:著 中央公論新社
か 1175 0000118489 漢字文化の成り立ちと展開 日本史リブレット 9 新川登亀男:著 山川出版社
か 1176 0000101717 感謝の心を伝えるお礼のハガキNEW文例集 そのままうつせる 永岡書店
か 1177 0000130153 鑑賞智恵子抄 伊藤信吉:著 角川書店
か 1178 0000103960 完全図解たのしい伝承あそび全集 情緒あふれる楽しいあそび498種 東陽出版株式会社編集部:編著 東陽出版
か 1179 0000121863 完全図解日本のエネルギー危機 データで読む「国民の常識」 舛添要一:著 東洋経済新報社



一般書等（書名による五十音リスト）

か 1180 0000122408 完全米飯給食が日本を救う 井上ひさし:ほか〔著〕 東洋経済新報社
か 1181 0000070870 がん専門医よ、真実を語れ 近藤誠:編著 文芸春秋
か 1182 0000087841 完全恋愛 牧薩次:著 マガジンハウス
か 1183 0000102798 ガンダム者 ガンダムを創った男たち Ｗｅｂ現代「ガンダム者」取材班:編 講談社
か 1184 0000122655 かんたん！プランター菜園コツのコツ 上岡流写真図解でわかる逸品づくり 上岡誉富:著 農山漁村文化協会
か 1185 0000107532 かんたんかわいいミニ&ベビー野菜ガーデニングノート 淡野一郎:著 農山漁村文化協会
か 1186 0000103499 かんたん刺し子の袋物 吉田英子:著 文化出版局
か 1187 0000076448 官邸 下 成田憲彦:著 講談社
か 1188 0000076455 官邸 上 成田憲彦:著 講談社
か 1189 0000107888 寒天・ところてん読本 本物をつくる・食べる・活かす 松橋鉄治郎:著 農山漁村文化協会
か 1190 0000074278 完盗オンサイト 玖村まゆみ:著 講談社
か 1191 0000085332 感動する脳 茂木健一郎:著 ＰＨＰ研究所
か 1192 0000076380 がんと闘った科学者の記録 戸塚洋二:著 文藝春秋
か 1193 0000066084 ガンに生かされて 飯島夏樹:著 新潮社
か 1194 0000116152 韓日辞典 安田吉実:共編 民衆書林
か 1195 0000072132 がんばらない 鎌田実:著 集英社
か 1196 0000084517 がんばれば、幸せになれるよ 小児がんと闘った9歳の息子が遺した言葉 山崎敏子:著 小学館
か 1197 0000098285 がんフーフー日記 川崎フーフ:著 小学館
か 1198 0000085431 奸婦にあらず 諸田玲子:著 日本経済新聞社
か 1199 0000077008 完本一月一話 読書こぼればなし 淮陰生:著 岩波書店
か 1200 0000111906 観葉植物を楽しむ 部屋を飾る人気181品種の育て方 皆川清彦:著 永岡書店
か 1201 0000070466 官僚亡国論 屋山太郎:著 新潮社
か 1202 0000207506 還暦からの底力 歴史・人・旅に学ぶ生き方 講談社現代新書 2568 出口治明:著 講談社
か 1203 0000088880 華甲 笹山　美津子
か 1204 0000088872 華甲 笹山　美津子
か 1205 0000067470 環地中海 民族・宗教・国家の噴流 NHKスペシャルセレクション ＮＨＫ「地中海」プロジェクト:著 日本放送出版協会
き 1206 0000116079 キーアドレス 知恵蔵2002 別冊付録
き 1207 0000123521 効いた！！治った！！救われた！！ガンを治すにはキノコエキスを飲みなさい！！ 驚異の体験者続々・複合超濃縮キノコエキスのパワー 劉雲宝:監修 ジーク出版
き 1208 0000184721 きいてきいておはなし会 おはなしおばさんシリーズ⑥ 藤田浩子 一声社
き 1209 0000110015 企画展東国のはにわ 福島県立博物館 福島県立博物館
き 1210 0000181172 着かた、生きかた 地曳いく子:著 宝島社
き 1211 0000191619 機関誌「あだたら」 13号(2015年) あだたらを知る会
き 1212 0000191833 機関誌「あだたら」 第11号(2013年) あだたらを知る会
き 1213 0000191791 機関誌「あだたら」 第12号(2014年) あだたらを知る会
き 1214 0000191577 機関誌「あだたら」 第14号(2016年) あだたらを知る会
き 1215 0000191585 機関誌「あだたら」 第15号(2017年) あだたらを知る会
き 1216 0000191627 機関誌「あだたら」 第16号(2018年) あだたらを知る会



一般書等（書名による五十音リスト）

き 1217 0000191809 機関誌「あだたら」 第17号(2019年) あだたらを知る会
き 1218 0000191841 機関誌「あだたら」 第18号(2020年) あだたらを知る会
き 1219 0000152637 季刊水墨画 1 日貿出版社
き 1220 0000152504 季刊水墨画 11 日貿出版社
き 1221 0000152546 季刊水墨画 12 日貿出版社
き 1222 0000152587 季刊水墨画 13 日貿出版社
き 1223 0000152629 季刊水墨画 14 日貿出版社
き 1224 0000152660 季刊水墨画 15 日貿出版社
き 1225 0000152256 季刊水墨画 16 日貿出版社
き 1226 0000152603 季刊水墨画 17 日貿出版社
き 1227 0000152488 季刊水墨画 19 日貿出版社
き 1228 0000152264 季刊水墨画 2 日貿出版社
き 1229 0000152561 季刊水墨画 21 日貿出版社
き 1230 0000152686 季刊水墨画 22 日貿出版社
き 1231 0000152678 季刊水墨画 3 日貿出版社
き 1232 0000152306 季刊水墨画 4 日貿出版社
き 1233 0000152348 季刊水墨画 5 日貿出版社
き 1234 0000152389 季刊水墨画 6 日貿出版社
き 1235 0000152421 季刊水墨画 7 日貿出版社
き 1236 0000152462 季刊水墨画 8 日貿出版社
き 1237 0000152314 季刊水墨画 9 日貿出版社
き 1238 0000152520 季刊水墨画 No.20 日貿出版社
き 1239 0000152272 季刊水墨画 No.23 日貿出版社
き 1240 0000156653 危機管理に関する研究会 講演録③ 東日本大震災に対する危機への対応 財団法人　日本防火・危機管理促進協会

き 1241 0000207589 樹木希林120の遺言 死ぬときぐらい好きにさせてよ 樹木希林:著 宝島社
き 1242 0000190884 聞き書青森の食事 日本の食生活全集② 日本の食生活全集青森編集委員会 社団法人農山漁村文化協会

き 1243 0000190892 聞き書秋田の食事 日本の食生活全集⑤ 日本の食生活全集秋田編集委員会 社団法人農山漁村文化協会

き 1244 0000190900 聞き書岩手の食事 日本の食生活全集③ 日本の食生活全集岩手編集委員会 社団法人農山漁村文化協会

き 1245 0000190967 聞き書栃木の食事 日本の食生活全集⑨ 日本の食生活全集栃木編集委員会 社団法人農山漁村文化協会

き 1246 0000190942 聞き書新潟の食事 日本の食生活全集⑮ 日本の食生活全集新潟編集委員会 社団法人農山漁村文化協会

き 1247 0000190926 聞き書福島の食事 日本の食生活全集⑦ 日本の食生活全集福島編集委員会 社団法人農山漁村文化協会

き 1248 0000116699 聞き書ふるさとの家庭料理 １９ 農山漁村文化協会:編 農山漁村文化協会
き 1249 0000116608 聞き書ふるさとの家庭料理 ４ 農山漁村文化協会:編 農山漁村文化協会
き 1250 0000109256 聞き書ふるさとの家庭料理 5 農山漁村文化協会:編 農山漁村文化協会
き 1251 0000116707 聞き書ふるさとの家庭料理 別巻 農山漁村文化協会:編 農山漁村文化協会
き 1252 0000190876 聞き書北海道の食事 日本の食生活全集➀ 日本の食生活全集北海道編集委員会 社団法人農山漁村文化協会

き 1253 0000190918 聞き書宮城の食事 日本の食生活全集④ 日本の食生活全集宮城編集委員会 社団法人農山漁村文化協会



一般書等（書名による五十音リスト）

き 1254 0000190868 聞き書山形の食事 日本の食生活全集⑥ 日本の食生活全集山形編集委員会 社団法人農山漁村文化協会

き 1255 0000190959 聞き書山梨の食事 日本の食生活全集⑲ 日本の食生活全集山梨編集委員会 社団法人農山漁村文化協会

き 1256 0000109603 記紀神話の成立 古代史研究選書 三宅和朗:著 吉川弘文館
き 1257 0000120840 危機に備える!災害・事故のニュースがよくわかる本 Kodansha sophia books 池上彰:著 講談社
き 1258 0000176784 企業と震災 結び目が生んだ25のストーリー 日本財団:編 木楽舎
き 1259 0000105445 飢饉の社会史 菊池勇夫:著 校倉書房
き 1260 0000067934 聞く力 心をひらく35のヒント 文春新書 841 阿川佐和子:著 文藝春秋
き 1261 0000067892 キケン 有川浩:著 新潮社
き 1262 0000165704 危険なビーナス 東野圭吾:著 講談社
き 1263 0000066738 きことわ 朝吹真理子:著 新潮社
き 1264 0000101253 儀式・行事のことがわかる事典 困ったときに役に立つ 作法儀礼研究会:編 西東社
き 1265 0000083261 傷つかずになんて生きれない 16歳・繭の物語 ますいさくら:著 ポプラ社
き 1266 0000071704 絆 小杉健治:著 集英社
き 1267 0000066985 絆回廊 新宿鮫 10 大沢在昌:著 光文社
き 1268 0000186130 傷のあるリンゴ 外山滋比古:著 東京書籍
き 1269 0000087114 キセキ To MAMA,PAPA & BABY ＭＩＮＭＩ:絵と文 光文社
き 1270 0000066456 奇跡のリンゴ 「絶対不可能」を覆した農家木村秋則の記録 石川拓治:著 幻冬舎
き 1271 0000073122 季節（とき）はめぐり、また夏が来て さとう宗幸:著 河出書房新社
き 1272 0000113738 気絶するほどほめる子育て 現場カウンセラーが教える子どものほめ方のコツ　上手な子育てＱ＆Ａ 高橋愛子:著 コスモトゥーワン
き 1273 0000059428 基礎からのバレーボール スポーツビギナーシリーズ 高橋宏文:著 ナツメ社
き 1274 0000062216 基礎古文書のよみかた 〈シリーズ〉日本人の手習い 林英夫:監修 柏書房
き 1275 0000077909 ギターは風の歌をつれて ソンコ・マージュ
き 1276 0000129965 北アメリカ ライフ大自然シリーズ 24 ピーター・ファーブ:著 タイムライフインターナショナル

き 1277 0000090936 北風の軍師たち 下 中村彰彦:著 中央公論新社
き 1278 0000090894 北風の軍師たち 上 中村彰彦:著 中央公論新社
き 1279 0000125658 北方の児童文集 白い国の詩
き 1280 0000125617 北方の児童文集 白い国の詩
き 1281 0000125690 北方の児童文集 白い国の詩
き 1282 0000125815 北方の児童文集 白い国の詩
き 1283 0000125773 北方の児童文集 白い国の詩
き 1284 0000125732 北方の児童文集 白い国の詩
き 1285 0000189209 きたきた捕物帖 宮部みゆき:著 ＰＨＰ研究所
き 1286 0000193664 北千島の遙かなる日々 父が語る占守島の 岩下幸一 (㈱)ぎょうせい東北支社
き 1287 0000076463 北朝鮮を知りすぎた医者国境からの報告 Diary of a mad place Part2 ノルベルト・フォラツェン:著 草思社
き 1288 0000060483 北天蒼星 上杉三郎景虎血戦録 角川文庫 い69-3 伊東潤:〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
き 1289 0000109470 北日本の考古学 南と北の地域性 日本考古学協会:編 吉川弘文館
き 1290 0000184317 北日本の考古学 南と北の地域性 日本考古学協会:編 吉川弘文館



一般書等（書名による五十音リスト）

き 1291 0000091504 北の街物語 内田康夫:著 中央公論新社
き 1292 0000071738 北の幽霊 ホラージャパネスク叢書 合田一道:著 同朋舎
き 1293 0000071779 北の幽霊 ホラージャパネスク叢書 合田一道:著 同朋舎
き 1294 0000140517 北原白秋 高村光太郎 宮澤賢治 集 筑摩書房
き 1295 0000103879 着つけと帯結び全書 滝沢静江
き 1296 0000085159 きつねのはなし 森見登美彦:著 新潮社
き 1297 0000176990 きつねの花の首飾り 小川野菊:著 ストーク
き 1298 0000091157 狐の嫁入り 御宿かわせみ 平岩弓枝:著 文藝春秋
き 1299 0000075804 狐笛のかなた 上橋菜穂子:作 理論社
き 1300 0000096479 絹と明察 三島由紀夫:著 講談社
き 1301 0000081059 絹の道 平岩弓枝:著 文藝春秋
き 1302 0000140293 記念誌-創立70周年- 福島県立安達高等学校
き 1303 0000185280 昨日がなければ明日もない 宮部みゆき:著 文藝春秋
き 1304 0000078071 きのうの空 志水辰夫:著 新潮社
き 1305 0000076877 昨日のように遠い日 少女少年小説選 柴田元幸:編 文芸春秋
き 1306 0000122358 キノコ採りの楽しみ 食用キノコ・毒キノコの見分け方、発生時期・場所と料理法 横山竜夫:〔ほか〕共著 永岡書店
き 1307 0000066498 気の発見 五木寛之:著 平凡社
き 1308 0000173625 木版画集 会津の野仏 板橋英三
き 1309 0000129593 岐阜県の山 分県登山ガイド 島田靖:〔ほか〕著 山と渓谷社
き 1310 0000122168 気分転換のしかた 小池能里子:著 明日香出版社
き 1311 0000075713 奇謀 長編時代小説 真田幸村の遺言 鳥羽亮:著 祥伝社
き 1312 0000178111 希望荘 宮部みゆき:著 小学館
き 1313 0000171702 希望の糸 東野圭吾
き 1314 0000087486 希望の国のエクソダス 村上龍:著 文藝春秋
き 1315 0000118679 基本がわかる！ハツ江の料理教室 生活実用シリーズ 高木ハツ江:著 NHK出版
き 1316 0000107235 基本レッスン バスケットボール 最新版 Sports graphics 笹本正治:〔ほか〕著 大修館書店
き 1317 0000060889 君がいない場所で Ｔｅｒｒａ:著 ソフトバンククリエイティブ

き 1318 0000066944 君自身に還れ 知と信を巡る対話 大峯顕:著 本願寺出版社
き 1319 0000155937 君空 ‘koizora’another story 美嘉:著 スターツ出版
き 1320 0000083550 君たちはどう生きるか ワイド版岩波文庫 268 吉野源三郎:著 岩波書店
き 1321 0000076687 きみとあるけば 伊集院静:文 朝日新聞社
き 1322 0000073213 きみといっしょにいたいから
き 1323 0000078147 君のためにできること 下 滝川晃代:著 ワニブックス
き 1324 0000078154 君のためにできること 上 滝川晃代:著 ワニブックス
き 1325 0000061465 君の隣で 流奈:著 スターツ出版
き 1326 0000073866 きみの友だち 重松清:著 新潮社
き 1327 0000060939 キミノ名ヲ。 1 梅谷百:著 アスキー・メディアワークス



一般書等（書名による五十音リスト）

き 1328 0000150904 キムチと韓国家庭料理 本場、オモニの味。 朴春姫:料理 大泉書店
き 1329 0000153726 木村王国の崩壊 ドキュメント福島県政汚職 吉田慎一:〔著〕 朝日新聞社
き 1330 0000103903 着物の知識と着つけ
き 1331 0000104679 逆説の日本史 3 井沢元彦:著 小学館
き 1332 0000109264 逆説の日本史 古代黎明編 井沢元彦:著 小学館
き 1333 0000207472 逆ソクラテス 伊坂幸太郎:著 集英社
き 1334 0000115840 逆引き広辞苑 岩波書店辞典編集部:編 岩波書店
き 1335 0000180034 逆引き広辞苑 岩波書店辞典編集部:編 岩波書店
き 1336 0000141218 逆流の中の歌 詩的アナキズムの回想 伊藤信吉:著 泰流社
き 1337 0000093930 キャベツの絵本 そだててあそぼう 32 つかだもとひさ:へん 農山漁村文化協会
き 1338 0000143933 ギャル曽根の大食いHappy道 食べても食べても太らない ギャル曽根:著 講談社
き 1339 0000088278 キャロリング 有川浩:著 幻冬舎
き 1340 0000085993 究極の旅 体外離脱者モンロー氏の最後の冒険 ロバート・Ａ・モンロー:著 日本教文社
き 1341 0000112557 休日散歩 山形・宮城・福島の博物館・美術館 歴史春秋出版
き 1342 0000178103 九十九藤 西條奈加:著 集英社
き 1343 0000184887 九十歳。何がめでたい 佐藤愛子:著 小学館
き 1344 0000152058 九十三齢春秋 北林谷栄:著 岩波書店
き 1345 0000118471 旧石器時代の社会と文化 日本史リブレット 1 白石浩之:著 山川出版社
き 1346 0000107110 宮廷のみやび 近衛家1000年の名宝
き 1347 0000048470 牛乳パックで手作り小物
き 1348 0000111732 キユーピーのマヨネーズレシピ キユーピー株式会社:監修 主婦と生活社
き 1349 0000094078 キュウリの絵本 そだててあそぼう 11 いなやまみつお:へん 農山漁村文化協会
き 1350 0000071894 久和ひとみ絶筆 子宮がん闘病１１６日の日記 久和ひとみ:著 小学館
き 1351 0000089649 教育二十年のあゆみ 福島県教育委員会
き 1352 0000115402 教育博物館 伝承と日本人の形成 解説 唐沢富太郎:著 ぎょうせい
き 1353 0000115444 教育博物館 伝承と日本人の形成 下 唐沢富太郎:著 ぎょうせい
き 1354 0000115881 教育博物館 伝承と日本人の形成 上 唐沢富太郎:著 ぎょうせい
き 1355 0000115394 教育博物館 伝承と日本人の形成 中 唐沢富太郎:著 ぎょうせい
き 1356 0000152538 教育は誰のものか 教育委員準公選運動の記録 黒田秀俊:著 教育史料出版会
き 1357 0000207464 凶犬の眼 柚月裕子:著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
き 1358 0000123547 驚異のインプラント 最新歯科治療 加藤大幸:著 ロングセラーズ
き 1359 0000096693 教科書が教えない歴史 藤岡信勝:著 産経新聞ニュースサービス

き 1360 0000092528 教科書が教えない歴史 2 藤岡信勝:著 産経新聞ニュースサービス

き 1361 0000097071 教科書でおぼえた名詩 ネスコ:編 ネスコ
き 1362 0000114900 教科書でみる近代日本の教育 東書選書 43 海後宗臣:著 東京書籍
き 1363 0000086280 境遇 湊かなえ:著 双葉社
き 1364 0000080036 狂言サイボーグ 野村万斎:著 日本経済新聞社



一般書等（書名による五十音リスト）

き 1365 0000113571 恐慌第２幕 世界は悪性インフレの地獄に堕ちる 朝倉慶:著 ゴマブックス
き 1366 0000080598 教師失格 藤井誠二:著 筑摩書房
き 1367 0000113530 教室の悪魔 見えない「いじめ」を解決するために 山脇由貴子:著 ポプラ社
き 1368 0000069351 教室の亡霊 内田康夫:著 中央公論新社
き 1369 0000066407 教授の恋 彼はいかにして運命の人を探し出したか? 飯田史彦:著 ＰＨＰ研究所
き 1370 0000076646 教場 長岡弘樹:著 小学館
き 1371 0000123737 矯正歯科 歯並びと咬み合わせの最新治療 専門のお医者さんが語るQ&A 22 日本臨床矯正歯科医会神奈川支部:著 保健同人社
き 1372 0000087437 共生虫 村上竜:著 講談社
き 1373 0000177469 教団X 中村文則:著 集英社
き 1374 0000207530 共同の創造 アナスタシア ロシアの響きわたる杉シリーズ 4巻 ウラジーミル・メグレ:著 直日
き 1375 0000102905 郷土玩具 日本発見
き 1376 0000191692 郷土研究 岩磐史談 岩磐郷土研究会
き 1377 0000192294 郷土研究　岩磐史談　第一巻 岩磐郷土研究会 歴史春秋社
き 1378 0000192286 郷土研究　岩磐史談　第三巻 岩磐郷土研究会 歴史春秋社
き 1379 0000191734 郷土研究 岩磐史談 第二巻 岩磐郷土研究会
き 1380 0000192302 郷土研究　岩磐史談　第二巻 岩磐郷土研究会 歴史春秋社
き 1381 0000191106 郷土研究　岩盤史談　第一巻
き 1382 0000118729 京都守護職と会津藩財政 庄司吉之助
き 1383 0000193367 郷土資料
き 1384 0000109058 郷土資料の活用
き 1385 0000112672 京都の大路小路 ビジュアル・ワイド 小学館
き 1386 0000110411 郷土の文化財 仏像 上田市立博物館
き 1387 0000129536 京都府の山 分県登山ガイド 坂井久光:〔ほか〕著 山と渓谷社
き 1388 0000128769 今日の風、なに色? 全盲で生まれたわが子が「天才少年ピアニスト」と呼ばれるまで 辻井いつ子:著 アスコム
き 1389 0000112797 京のことのは 吉岡幸雄:〔著〕 幻冬舎
き 1390 0000055533 きょうの猫村さん 1 ほしよりこ:著 マガジンハウス
き 1391 0000028688 きょうの猫村さん ３ ほしよりこ:著 マガジンハウス
き 1392 0000055509 きょうの猫村さん 5 ほしよりこ:著 マガジンハウス
き 1393 0000055491 きょうの猫村さん 6 ほしよりこ:著 マガジンハウス
き 1394 0000078741 今日は誰の誕生日? 366日完全データブック 主婦と生活社:編 主婦と生活社
き 1395 0000072496 今日はほんのり虹の雲 さくらんぼ共生園のみんなで綴るちょっと虹色物語 木村久夫:著 北水
き 1396 0000112995 今日もマル印
き 1397 0000017277 きょうりゅうがいっぱい！ とびだししかけえほん ポール・スティックランド:さく 大日本絵画
き 1398 0000071068 極北クレイマー 海堂尊:著 朝日新聞出版
き 1399 0000071407 巨泉 人生の選択 Ｔｈｅ￥ｎｅｗ　ｆｉｆｔｉｅｓ 大橋巨泉:著 講談社
き 1400 0000083402 虚像の道化師 ガリレオ 7 東野圭吾:著 文藝春秋
き 1401 0000191551 巨大災害に打ち勝つ自治体間のパートナーシップ 連携を強化する10のポイント 一般財団法人　日本防火・危機管理促進協会



一般書等（書名による五十音リスト）

き 1402 0000191478 巨大災害に打ち勝つ自治体間のパートナーシップ 連携を強化する10のポイント 一般財団法人日本防火・危機管理促進協会

き 1403 0000191445 巨大災害発生時の自治体間の連携強化施策に関する調査研究報告書 平成27年度 危機管理体制調査研究報告書 （一財）日本防火・危機管理促進協会

き 1404 0000099762 去年の冬、きみと別れ 中村文則:著 幻冬舎
き 1405 0000084186 虚夢 薬丸岳:著 講談社
き 1406 0000126649 魚類 ライフ大自然シリーズ 3 フランシス・オマニー:著 タイムライフインターナショナル

き 1407 0000169292 キラキラ共和国 小川糸:著 幻冬舎
き 1408 0000067595 きらきらひかる 江国香織:著 新潮社
き 1409 0000085225 吉良忠臣蔵 下 森村誠一:著 角川書店
き 1410 0000092916 吉良忠臣蔵 上 森村誠一:著 角川書店
き 1411 0000111013 きらめく歴史の流れ 第3回市内遺跡発掘調査成果展 郡山市教育委員会郡山市埋蔵文化財発掘調査事業団

き 1412 0000111088 きらめく歴史の流れ 第3回市内遺跡発掘調査成果展 郡山市教育委員会郡山市埋蔵文化財発掘調査事業団

き 1413 0000072595 嫌われる勇気 自己啓発の源流「アドラー」の教え 岸見一郎:著 ダイヤモンド社
き 1414 0000104083 きりえ 基本から創作まで 日本きりえ協会:編 主婦と生活社
き 1415 0000155804 吉里吉里人 井上ひさし:著 新潮社
き 1416 0000117721 ギリシア美術
き 1417 0000183772 桐島、部活やめるってよ 朝井リョウ:著 集英社
き 1418 0000083378 霧の会議 下 松本清張:著 文藝春秋
き 1419 0000083311 霧の会議 上 松本清張:著 文藝春秋
き 1420 0000100560 キリン 山田悠介:著 角川書店
き 1421 0000082891 麒麟の翼 東野圭吾:著 講談社
き 1422 0000069963 棄霊島 下 内田康夫:著 文藝春秋
き 1423 0000069955 棄霊島 上 内田康夫:著 文藝春秋
き 1424 0000069187 きれいな絵なんかなかった こどもの日々、戦争の日々 ポプラ・ウイング・ブックス 11 アニタ・ローベル:作 ポプラ社
き 1425 0000074625 きれいな敬語羞かしい敬語 草柳大蔵:著 グラフ社
き 1426 0000101881 きれいな水をとりもどすために 市民環境科学の誕生 科学・技術の最前線 5 小倉紀雄:著 あすなろ書房
き 1427 0000077115 木を植えた男 あすなろセレクト ジャン・ジオノ:作 あすなろ書房
き 1428 0000070961 銀色の翼 佐川光晴:著 文芸春秋
き 1429 0000107185 吟詠と音の関係について
き 1430 0000168989 銀河鉄道の父 門井慶喜:著 講談社
き 1431 0000061424 金魚倶楽部 椿ハナ:著 アスキー・メディアワークス

き 1432 0000087981 銀座ママが教える「できる男」「できない男」の見分け方 ますいさくら:著 ＰＨＰ研究所
き 1433 0000110205 近世初期武家文書展
き 1434 0000110213 近世大名阿部家の違宝
き 1435 0000120352 近代教育の源流藩校 福島民友新聞社
き 1436 0000111005 近代子どもの世界 学校の内と外 福島県立博物館
き 1437 0000114504 近代日本の軌跡 2 吉川弘文館
き 1438 0000109454 近代日本の軌跡 5 吉川弘文館



一般書等（書名による五十音リスト）

き 1439 0000140525 近代日本の詩人たち 山本健吾
き 1440 0000141127 近代の美術 7
き 1441 0000083394 禁断の魔術 ガリレオ 8 東野圭吾:著 文藝春秋
き 1442 0000060194 筋トレバイブル 筋肉をつける使うケアするを実例で詳解 アスリート編 SPORTS BIBLEシリーズ 谷本道哉:著 ベースボール・マガジン社

き 1443 0000060152 筋肉まるわかりバイブル SPORTS BIBLEシリーズ 石井直方:監修 ベースボール・マガジン社

き 1444 0000107409 金日麗のキムチ入門 四季に楽しむ51のキムチとキムチ料理40 金日麗:著 農山漁村文化協会
き 1445 0000060525 銀翼のイカロス 池井戸潤:著 ダイヤモンド社
く 1446 0000075598 クイズ赤恥(あかっぱじ)青恥(あおっぱじ) 2 テレビ東京:編 角川書店
く 1447 0000158535 空海「折れない心」をつくる言葉 「穏やかに」「強く」生きる名僧の知恵 知的生きかた文庫 い64-1 池口恵観:著 三笠書房
く 1448 0000105155 空海の企て 密教儀礼と国のかたち 角川選書 437 山折哲雄:著 角川学芸出版
く 1449 0000092577 空海の風景 下巻 中公文庫 司馬遼太郎:著 中央公論社
く 1450 0000092585 空海の風景 上巻 中公文庫 司馬遼太郎:著 中央公論社
く 1451 0000166686 空想科学「理科」読本 学校では教えてくれない! 柳田理科雄:著 大和書房
く 1452 0000066910 空中ブランコ 奥田英朗:著 文藝春秋
く 1453 0000093476 空白の五マイル チベット、世界最大のツアンポー峡谷に挑む 角幡唯介:著 集英社
く 1454 0000079871 空白の叫び 下 貫井徳郎:著 小学館
く 1455 0000080739 空白の叫び 上 貫井徳郎:著 小学館
く 1456 0000096917 空母信濃の生涯 豊田穣:著 集英社
く 1457 0000080580 苦役列車 西村賢太:著 新潮社
く 1458 0000099820 草木染染料植物図鑑 続続 山崎青樹:著 美術出版社
く 1459 0000112268 草木で染める ネイチャーズクラフト 林泣童:著 農山漁村文化協会
く 1460 0000112250 草木で染める ネイチャーズクラフト 林泣童:著 農山漁村文化協会
く 1461 0000112243 草木で染める ネイチャーズクラフト 林泣童:著 農山漁村文化協会
く 1462 0000130369 草野心平研究序説 研究選書 35 深沢忠孝:著 教育出版センター
く 1463 0000112508 草を編む 谷川栄子の野山を編む 谷川栄子:著 農山漁村文化協会
く 1464 0000097428 句集 青瓢 鈴木　紀美
く 1465 0000118687 句集 青瓢 鈴木　紀美
く 1466 0000098855 句集 兜蟲 大塚　正伊
く 1467 0000098889 句集 花桐 菊地　孔乃
く 1468 0000185165 句集 華甲(第三句集) 笹山　美津子 (有)本田印刷
く 1469 0000191155 句集　葆光句集 柳田　葆光 鷹俳句会
く 1470 0000097410 句集 忘れ傘 渡辺　民子
く 1471 0000098582 句集 私の詠んだ四季折々 鈴木台蔵
く 1472 0000096818 句集 吾亦紅
く 1473 0000191213 句集華甲（第三句集） 笹山　美津子 柳田　葆光
く 1474 0000120832 クジラは昔陸を歩いていた 史上最大の動物の神秘 大隅清治:著 ＰＨＰ研究所
く 1475 0000187534 クスノキの番人 東野圭吾:著 実業之日本社



一般書等（書名による五十音リスト）

く 1476 0000122572 薬が病気をつくる 薬に頼らずに健康で長生きする方法 宇多川久美子:著 あさ出版
く 1477 0000169029 崩れる脳を抱きしめて 知念実希人:著 実業之日本社
く 1478 0000070375 グズをなおせば人生はうまくいく ついつい“先のばし”する損な人たち 斎藤茂太:著 大和書房
く 1479 0000111773 くだものと野菜の本 マイ・フルール ３ 講談社
く 1480 0000172262 朽ちないサクラ 柚月裕子:著 徳間書店
く 1481 0000076505 くちびるに歌を 中田永一:著 小学館
く 1482 0000099333 愚直なあゆみ 教師生活32年の記録 三村　達道
く 1483 0000099374 愚直な歩み 教師生活32年の記録 三村　達道
く 1484 0000105346 愚直な歩み 教師生活32年の記録 三村　達道
く 1485 0000084426 グッド・グリーフ 私は、ここにいる。 ローリー・ウィンストン:著 小学館
く 1486 0000172007 国見町食卓図鑑2016 国見町企画情報課総合政策室

く 1487 0000109082 苦悩のなかをゆく 私のシベリア抑留記断章 浅原正基:著 朝日新聞社
く 1488 0000123604 グノーシスと古代宇宙論 柴田有:著 勁草書房
く 1489 0000095042 くまさん まどみちお:作 童話屋
く 1490 0000129718 熊本県の山 分県登山ガイド 42 吉川満:著 山と渓谷社
く 1491 0000068379 クムラン エリエット・アベカシス:著 角川書店
く 1492 0000182998 蜘蛛の糸・杜子春・トロッコ 他十七篇 ワイド版岩波文庫 358 芥川竜之介:作 岩波書店
く 1493 0000099671 雲のむこう、約束の場所 新海誠:原作 エンターブレイン
く 1494 0000087759 暗い血の旋舞 松本清張:著 日本放送出版協会
く 1495 0000083873 クライマーズ・ハイ 横山秀夫:著 文芸春秋
く 1496 0000116384 クラウン仏和辞典 大槻鉄男:〔ほか〕編 三省堂
く 1497 0000126573 くらしの移り変わり 写真と作文でつづる昭和の子どもたち2

く 1498 0000107441 暮らしの食品成分表 暮らしを創る会:編 一橋出版
く 1499 0000089656 暮しの中の神さん仏さん 河出文庫 岩井宏実:著 河出書房新社
く 1500 0000111930 暮らしのヒント集 暮しの手帖編集部:著 暮しの手帖社
く 1501 0000116293 くらしの法律相談ハンドブック 自由法曹団:編 労働旬報社
く 1502 0000116277 くらしの法律百科 いざというときに身を守る、財産を守る 鍛冶良堅:総監修 小学館
く 1503 0000059915 グラブ・バイブル 野球グラブの教科書 梅原伸宏:著 ベースボール・マガジン社

く 1504 0000166181 くらべる100年「もの」がたり 昔のくらしと道具がわかる 3 新田太郎:監修 学研教育出版
く 1505 0000166199 くらべる100年「もの」がたり 昔のくらしと道具がわかる 4 新田太郎:監修 学研教育出版
く 1506 0000166207 くらべる100年「もの」がたり 昔のくらしと道具がわかる 5 新田太郎:監修 学研教育出版
く 1507 0000060830 クリアネス 限りなく透明な恋の物語 十和:著 スターツ出版
く 1508 0000061234 クリーム・ソーダ 下 さぉたん:著 アスキー・メディアワークス

く 1509 0000061275 クリーム・ソーダ 上 さぉたん:著 アスキー・メディアワークス

く 1510 0000068486 くり返し作りたいおかず決定版レシピ300 主婦の友生活シリーズ 主婦の友社
く 1511 0000173062 クリスマスにくつしたをさげるわけ 間所ひさこ 教育画劇
く 1512 0000136655 クリの絵本 そだててあそぼう 73 あらきひとし:へん 農山漁村文化協会



一般書等（書名による五十音リスト）

く 1513 0000170019 車いす犬ラッキー 捨てられた命と生きる 小林照幸:著 毎日新聞出版
く 1514 0000184697 くるりん･ふしぎなことば おはなしおばさんシリーズ① 藤田浩子 一声社
く 1515 0000078048 グレイヴディッガー 高野和明:著 講談社
く 1516 0000071316 クレイジーヘヴン 垣根涼介:著 実業之日本社
く 1517 0000112763 グレートジャーニー 地球を這う 1 ちくま新書 390 関野吉晴:著 筑摩書房
く 1518 0000111419 グレートジャーニー 地球を這う ２ ちくま新書 ５６８ 関野吉晴:著 筑摩書房
く 1519 0000068312 黒い季節 冲方丁:著 角川書店
く 1520 0000119859 クローズアップ現代 2002 ＮＨＫ「クローズアップ現代」制作班:編 日本放送出版協会
く 1521 0000078733 クローズド・ノート 雫井脩介:著 角川書店
く 1522 0000091017 黒革の手帖 下 松本清張:著 新潮社
く 1523 0000060848 クロスロード 2 泉忠司:著 ゴマブックス
く 1524 0000060806 クロスロード 3 泉忠司:著 ゴマブックス
く 1525 0000061317 クロスロード あの日の約束 泉忠司:著 ゴマブックス
く 1526 0000067264 黒の狩人 下 大沢在昌:著 幻冬舎
く 1527 0000067272 黒の狩人 上 大沢在昌:著 幻冬舎
く 1528 0000076679 黒の貴婦人 西沢保彦:著 幻冬舎
く 1529 0000098871 黒パン俘虜記 胡桃沢耕史:著 文藝春秋
く 1530 0000059311 ぐんぐんうまくなる！硬式テニス 内山勝:著 ベースボール・マガジン社

く 1531 0000059329 ぐんぐんうまくなる！ソフトテニス 熊田章甫:著 ベースボール・マガジン社

く 1532 0000138974 ぐんぐんうまくなる!ソフトテニス 熊田章甫:著 ベースボール・マガジン社

く 1533 0000059220 ぐんぐんうまくなる！ソフトボール 利根川勇:著 ベースボール・マガジン社

く 1534 0000059337 ぐんぐんうまくなる！ソフトボール 利根川勇:著 ベースボール・マガジン社

く 1535 0000167916 ぐんぐんうまくなる!バスケットボール 吉田健司:著 ベースボール・マガジン社

く 1536 0000059253 ぐんぐんうまくなる！バッティング 大島康徳:著 ベースボール・マガジン社

く 1537 0000059352 ぐんぐんうまくなる！バッティング 大島康徳:著 ベースボール・マガジン社

く 1538 0000059238 ぐんぐんうまくなる！バドミントン 名倉康弘:著 ベースボール・マガジン社

く 1539 0000059261 ぐんぐんうまくなる！バドミントン 名倉康弘:著 ベースボール・マガジン社

く 1540 0000059246 ぐんぐんうまくなる！野球ピッチング 鹿取義隆:著 ベースボール・マガジン社

く 1541 0000059279 ぐんぐんうまくなる！ラグビー 清宮克幸:著 ベースボール・マガジン社

く 1542 0000059287 ぐんぐんうまくなる！ラグビー 清宮克幸:著 ベースボール・マガジン社

く 1543 0000127894 ぐんぐん強くなる!陸上競技 尾県貢:著 ベースボール・マガジン社

く 1544 0000150466 ぐんぐん強くなる!陸上競技 尾県貢:著 ベースボール・マガジン社

く 1545 0000093153 軍師の門 下 火坂雅志:著 角川学芸出版
く 1546 0000093161 軍師の門 上 火坂雅志:著 角川学芸出版
く 1547 0000099234 軍隊まんだら 佐藤　貞
く 1548 0000096511 軍隊まんだら 佐藤貞:著 新風舎
く 1549 0000129833 群馬県の山 分県登山ガイド 9 太田ハイキングクラブ:著 山と渓谷社



一般書等（書名による五十音リスト）

け 1550 0000073031 警官の血 下巻 佐々木譲:著 新潮社
け 1551 0000073023 警官の血 上巻 佐々木譲:著 新潮社
け 1552 0000074823 刑事のはらわた 首藤瓜於:著 講談社
け 1553 0000110791 芸術新潮 いざ行かん!縄文ユートピア
け 1554 0000061473 携帯彼女 下 ｋａｇｅｎ:著 主婦の友社
け 1555 0000061481 携帯彼女 上 ｋａｇｅｎ:著 主婦の友社
け 1556 0000061010 携帯彼氏 下 ｋａｇｅｎ:著 主婦の友社
け 1557 0000061028 携帯彼氏 上 ｋａｇｅｎ:著 主婦の友社
け 1558 0000101246 慶弔事典 暮らしの「しきたり」がひと目でわかる 塩月弥栄子:著 小学館
け 1559 0000077933 芸人学生 僕が学びつづける理由 そのまんま東:著 実業之日本社
け 1560 0000085738 ケーテ・コルヴィッツ 若桑みどり:著 彩樹社
け 1561 0000082925 ゲームの名は誘拐 東野圭吾:著 光文社
け 1562 0000192484 撃チテシ止マム ボクラ少国民 第三部 山中　恒 辺境社
け 1563 0000082156 劇的な人生こそ真実 私が逢った昭和の異才たち 萩原朔美:著 新潮社
け 1564 0000077578 ゲゲゲの女房 下 NHK連続テレビ小説 武良布枝:原案 日本放送出版協会
け 1565 0000076521 ゲゲゲの女房 上 NHK連続テレビ小説 武良布枝:原案 日本放送出版協会
け 1566 0000089516 けさくしゃ 畠中恵:著 新潮社
け 1567 0000089292 化粧 下 渡辺淳一:著 朝日新聞社
け 1568 0000089300 化粧 上 渡辺淳一:著 朝日新聞社
け 1569 0000069062 血液型占い事典 亜門虹彦:著 池田書店
け 1570 0000060418 血液型でわかる性格ガイド 新星出版社
け 1571 0000079657 決壊 下 平野啓一郎:著 新潮社
け 1572 0000079665 決壊 上 平野啓一郎:著 新潮社
け 1573 0000086629 月光の東 宮本輝:著 中央公論社
け 1574 0000077982 結婚ぎらい 田辺聖子:著 光文社
け 1575 0000079855 結婚小説 中島たい子:著 集英社
け 1576 0000118158 決定版 昭和史 1 昭和前史・文明開化
け 1577 0000117754 決定版 昭和史 9 戦線と銃後
け 1578 0000077099 訣別の森 末浦広海:著 講談社
け 1579 0000073064 血脈 上 佐藤愛子:著 文芸春秋
け 1580 0000073056 血脈 中 佐藤愛子:著 文芸春秋
け 1581 0000086595 血脈の火 流転の海 第3部 宮本輝:著 新潮社
け 1582 0000088310 ケネディを沈めた男 日本海軍士官と若き米大統領の日米友情物語 星亮一:著 潮書房光人社
け 1583 0000088682 蹴りたい背中 綿矢りさ:著 河出書房新社
け 1584 0000071183 ケルベロスの肖像 海堂尊:著 宝島社
け 1585 0000184911 犬(きみ)がいるから 村井理子:著 亜紀書房
け 1586 0000092221 見学!自然エネルギー大図鑑 2 飯田哲也:監修 偕成社



一般書等（書名による五十音リスト）

け 1587 0000092239 見学!自然エネルギー大図鑑 3 飯田哲也:監修 偕成社
け 1588 0000097667 元気で賢い子どもになる食育レシピ100 からだも、脳も、活性化!簡単&おいしいメニューが満載 牧野直子:監修 成美堂出版
け 1589 0000114058 元号事典 東京美術選書 16 川口謙二:著 東京美術
け 1590 0000108126 健康生ジュース３０５種 かんたん！おいしい！ 小池すみこ:著 新星出版社
け 1591 0000123539 健康づくりの広場 1 健康づくり振興財団:編 健康づくり振興財団
け 1592 0000126664 原始人 タイムライフインターナショナル

け 1593 0000118703 原始生活百科 キミも原始人になってみよう 関根秀樹:編著 創和出版
け 1594 0000096768 現実と夢物語 うらめしや満州
け 1595 0000169789 現実と夢物語 うらめしや満州 立花 開
け 1596 0000089094 源氏に愛された女たち 渡辺淳一:著 集英社
け 1597 0000186080 検事の信義 柚月裕子:著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
け 1598 0000207316 検事の本懐 角川文庫 ゆ14-3 柚月裕子:〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
け 1599 0000117580 原始美術
け 1600 0000076745 源氏物語 古典の旅 4 瀬戸内寂聴:著 講談社
け 1601 0000075044 源氏物語が面白いほどわかる本 日本が誇るラブロマンがマンガより楽しく読める 出口汪:著 中経出版
け 1602 0000072371 研修医純情物語 先生と呼ばないで 川淵圭一:著 主婦の友社
け 1603 0000122010 原色 花木 富成忠夫:著 家の光協会
け 1604 0000121996 原色 コケ・シダ 井上浩:〔ほか〕著 家の光協会
け 1605 0000121970 原色 山野草 続々 久保田秀夫:著 家の光協会
け 1606 0000121988 原色 しゅんの山菜 清水大典:〔ほか〕著 家の光協会
け 1607 0000124115 原色化学実験プロセス図説 実験の成否が一目でわかる 井上友治:著 黎明書房
け 1608 0000099747 原色花卉図鑑 下 保育社の原色図鑑 10 塚本洋太郎:著 保育社
け 1609 0000180620 原色日本の美術 1 小学館
け 1610 0000180612 原色日本の美術 10 小学館
け 1611 0000180562 原色日本の美術 11 小学館
け 1612 0000180265 原色日本の美術 12 小学館
け 1613 0000180380 原色日本の美術 13 小学館
け 1614 0000180406 原色日本の美術 14 小学館
け 1615 0000180604 原色日本の美術 15 小学館
け 1616 0000180349 原色日本の美術 16 小学館
け 1617 0000180315 原色日本の美術 17 小学館
け 1618 0000180372 原色日本の美術 18 小学館
け 1619 0000180257 原色日本の美術 19 小学館
け 1620 0000180570 原色日本の美術 2 小学館
け 1621 0000180547 原色日本の美術 20 小学館
け 1622 0000180596 原色日本の美術 21 小学館
け 1623 0000180323 原色日本の美術 22 小学館



一般書等（書名による五十音リスト）

け 1624 0000180331 原色日本の美術 23 小学館
け 1625 0000180497 原色日本の美術 24 小学館
け 1626 0000180588 原色日本の美術 25 小学館
け 1627 0000180489 原色日本の美術 26 小学館
け 1628 0000180554 原色日本の美術 27 小学館
け 1629 0000180521 原色日本の美術 28 小学館
け 1630 0000180513 原色日本の美術 29 小学館
け 1631 0000180364 原色日本の美術 3 小学館
け 1632 0000180505 原色日本の美術 30 小学館
け 1633 0000180539 原色日本の美術 4 小学館
け 1634 0000180307 原色日本の美術 5 小学館
け 1635 0000180638 原色日本の美術 6 小学館
け 1636 0000180299 原色日本の美術 7 小学館
け 1637 0000180398 原色日本の美術 8 小学館
け 1638 0000180356 原色日本の美術 9 小学館
け 1639 0000126466 原色の女(ヒト) もうひとつの『智恵子抄』 田下敬子:著 彩流社
け 1640 0000141168 原色の女(ヒト) もうひとつの『智恵子抄』 田下敬子:著 彩流社
け 1641 0000122002 原色薬草 伊沢凡人:〔ほか著〕 家の光協会
け 1642 0000124008 原色野菜の病害虫診断 農文協:編 農山漁村文化協会
け 1643 0000057786 原子力行政のあらまし 平成22年
け 1644 0000179465 原子力村の大罪 小出裕章:著 ベストセラーズ
け 1645 0000057851 原子炉時限爆弾 大地震におびえる日本列島 広瀬隆:著 ダイヤモンド社
け 1646 0000110247 現代こよみ読み解き事典 岡田芳朗:編著 柏書房
け 1647 0000084657 現代人のための「チベット死者の書」 ロバート・Ａ．Ｆ．サーマン:著 朝日新聞社
け 1648 0000139493 現代世界美術全集 1 座右宝刊行会:編集制作 河出書房新社
け 1649 0000139550 現代世界美術全集 12 座右宝刊行会:編集制作 河出書房新社
け 1650 0000139501 現代世界美術全集 2 座右宝刊行会:編集制作 河出書房新社
け 1651 0000139444 現代世界美術全集 3 座右宝刊行会:編集制作 河出書房新社
け 1652 0000139469 現代世界美術全集 6 座右宝刊行会:編集制作 河出書房新社
け 1653 0000139451 現代世界美術全集 7 座右宝刊行会:編集制作 河出書房新社
け 1654 0000139568 現代世界美術全集 8 座右宝刊行会:編集制作 河出書房新社
け 1655 0000139527 現代世界美術全集 9 座右宝刊行会:編集制作 河出書房新社
け 1656 0000115899 現代中国語辞典 香坂順一:編著 光生館
け 1657 0000184937 現代日本の企業分析 企業の実態を知る方法 企業分析研究会:著 新日本出版社
け 1658 0000116665 現代日本の教育と学校参加 子どもの権利保障の道を求めて 勝野尚行:編著 法律文化社
け 1659 0000115204 現代日本美術全集 1 今泉篤男:〔ほか〕編集 角川書店
け 1660 0000152132 現代のソヴェト教育学 矢川徳光 新評論社



一般書等（書名による五十音リスト）

け 1661 0000078832 現代の知識人 島田豊:著 青木書店
け 1662 0000101311 現代俳句入門 つくり方と上達法 岡本眸:著 家の光協会
け 1663 0000117663 現代美術
け 1664 0000109785 現代風俗史年表 昭和20年(1945)→昭和60年(1985) 世相風俗観察会:編 河出書房新社
け 1665 0000106427 現代福島人名録
け 1666 0000120287 現代用語の基礎知識 1999 自由国民社
け 1667 0000104141 けん玉 日本けん玉協会:監修 文渓堂
け 1668 0000102921 建築のちから 内藤広:著 王国社
け 1669 0000168922 県庁おもてなし課 有川浩:著 角川書店
け 1670 0000119255 現場からの中国論 社会主義に向かう資本主義 大西広:著 大月書店
け 1671 0000096883 原爆と一兵士 無名戦士の記録シリーズ 秦恒雄:著 旺史社
け 1672 0000058065 原発・大震災サバイバルブック
け 1673 0000185637 原発再稼動と自治体 民意が動かす「3つの検証」 立石雅昭:編 自治体研究社
け 1674 0000186197 原発事故・全町避難大熊町学校再生への挑戦 学び合う教育がつなぐ人と地域 武内敏英:著 かもがわ出版
け 1675 0000102590 原発事故緊急対策マニュアル 放射能汚染から身を守るために 日本科学者会議福岡支部核問題研究委員会:編 合同出版
け 1676 0000057448 原発事故残留汚染の危険性 われわれの健康は守られるのか 武田邦彦:著 朝日新聞出版
け 1677 0000167973 原発ゼロ社会への道 2017 脱原子力政策の実現のために 原子力市民委員会
け 1678 0000057547 原発と暮らし 日高三郎:著 新日本出版社
け 1679 0000057935 原発と日本人 100人の証言
け 1680 0000057364 原発抜き・地域再生の温暖化対策へ 吉井英勝:著 新日本出版社
け 1681 0000057596 原発のウソ 扶桑社新書 094 小出裕章:著 扶桑社
け 1682 0000102715 原発のどこが危険か 世界の事故と福島原発 朝日選書 876 桜井淳:著 朝日新聞出版
け 1683 0000057281 原発暴走列島 鎌田慧:著 アストラ
け 1684 0000126144 憲法 芦部信喜:著 岩波書店
け 1685 0000112961 県民の心と医のこころ 21世紀の医療に夢をかける
け 1686 0000060467 権力の館を歩く 建築空間の政治学 ちくま文庫 み32-1 御厨貴:著 筑摩書房
け 1687 0000078931 月宮の人 下 杉本苑子:著 朝日新聞社
け 1688 0000090506 月宮の人 上 杉本苑子:著 朝日新聞社
け 1689 0000076281 原説般若心経 内在された叡知の究明 高橋信次:著 三宝出版
け 1690 0000102749 幻獣辞典 ホルヘ・ルイス・ボルヘス:著 晶文社
け 1691 0000155424 幻想人名辞典 新紀元社編集部:編集 新紀元社
け 1692 0000155481 幻想ネーミング辞典 新紀元社編集部:編集 新紀元社
け 1693 0000083493 幻夜 東野圭吾:著 集英社
け 1694 0000130096 元始、女性は太陽であった 平塚らいてう自伝 上 平塚らいてう:著 大月書店
こ 1695 0000092510 江 姫たちの戦国 下 田淵久美子:著 日本放送出版協会
こ 1696 0000098319 江 姫たちの戦国 上 田淵久美子:著 日本放送出版協会
こ 1697 0000097709 恋歌 朝井まかて:著 講談社



一般書等（書名による五十音リスト）

こ 1698 0000089532 こいしり 畠中恵:著 文藝春秋
こ 1699 0000186437 小泉純一郎の「原発ゼロ」 山田孝男:著 毎日新聞社
こ 1700 0000150151 恋する武士闘う貴族 関幸彦:著 山川出版社
こ 1701 0000060681 恋空 切ナイ恋物語 下 美嘉:著 スターツ出版
こ 1702 0000060699 恋空 切ナイ恋物語 上 美嘉:著 スターツ出版
こ 1703 0000072314 恋に効く魔法の杖 ブルームブックス 鏡リュウジ:監修 ソニー・マガジンズ
こ 1704 0000180984 恋のゴンドラ 東野圭吾:著 実業之日本社
こ 1705 0000085209 恋文の技術 森見登美彦:著 ポプラ社
こ 1706 0000089524 こいわすれ 畠中恵:著 文藝春秋
こ 1707 0000074203 恋忘れ草 北原亜以子:著 文藝春秋
こ 1708 0000123299 高圧線と電磁波公害 高圧線問題全国ネットワーク:編 緑風出版
こ 1709 0000079988 公安特命捜査 警視庁情報官 2 浜嘉之:著 講談社
こ 1710 0000158055 豪華〈源氏絵〉の世界 源氏物語 学研
こ 1711 0000107425 公開!こだわりパン屋さんのパンづくり いとうまりこ:絵と文 農山漁村文化協会
こ 1712 0000110239 後宮の物語 古典文学のレクイエム 丸善ライブラリー 072 梅山秀幸:著 丸善
こ 1713 0000072645 光源 桐野夏生:著 文芸春秋
こ 1714 0000108720 口語 会津風俗帳(年中行事篇)
こ 1715 0000113332 高校生おもしろ白書 『考える高校生』編集部:編 高文研
こ 1716 0000113449 高校生が答える同世代の悩み 高文研編集部:編 高文研
こ 1717 0000113498 高校生心のメッセージ
こ 1718 0000086355 高校入試 湊かなえ:著 角川書店
こ 1719 0000109561 考古学その見方と解釈 下 森浩一:編 筑摩書房
こ 1720 0000109421 考古学入門 古代日本の謎をさぐる 柴田勝彦:著 偕成社
こ 1721 0000140277 考古学による日本歴史 12 大塚初重:〔ほか〕編集 雄山閣出版
こ 1722 0000140400 考古学による日本歴史 15 大塚初重:〔ほか〕編集 雄山閣出版
こ 1723 0000140285 考古学による日本歴史 16 大塚初重:〔ほか〕編集 雄山閣出版
こ 1724 0000116111 口語訳・基本六法全書 1996年版 自由国民社
こ 1725 0000089011 孔子 井上靖:著 新潮社
こ 1726 0000088997 孔子 井上靖:著 新潮社
こ 1727 0000168724 広辞苑 〔1〕 新村出:編 岩波書店
こ 1728 0000168732 広辞苑 〔2〕 新村出:編 岩波書店
こ 1729 0000168740 広辞苑をつくるひと 三浦しをん 岩波書店
こ 1730 0000086215 荒神 宮部みゆき:著 朝日新聞出版
こ 1731 0000121657 洪水と治水の河川史 水害の制圧から受容へ 平凡社・自然叢書 ７ 大熊孝:著 平凡社
こ 1732 0000207068 高体連70年のあゆみ 高体連創立70周年記念事業実行委員会刊行委員会 福島県高等学校体育連盟
こ 1733 0000140111 光太郎 智恵子の世界展 高村光太郎記念会読売新聞社
こ 1734 0000130260 光太郎回想 高村豊周:著 有信堂



一般書等（書名による五十音リスト）

こ 1735 0000130187 光太郎智恵子 高村光太郎:著 竜星閣
こ 1736 0000130278 光太郎智恵子 高村光太郎:著 竜星閣
こ 1737 0000141341 光太郎と賢治 詩歌集 佐藤隆房
こ 1738 0000140046 光太郎のうた 現代教養文庫 393 〔高村光太郎:著〕 社会思想社
こ 1739 0000120279 講談社新大字典 上田万年:〔ほか〕共編 講談社
こ 1740 0000129478 高知県の山 分県登山ガイド 大森義彦:〔ほか〕著 山と渓谷社
こ 1741 0000099119 紅茶の時間 東君平:さく・え サンリオ
こ 1742 0000090456 皇帝ニコライ処刑 ロシア革命の真相 下 エドワード・ラジンスキー:著 日本放送出版協会
こ 1743 0000090498 皇帝ニコライ処刑 ロシア革命の真相 上 エドワード・ラジンスキー:著 日本放送出版協会
こ 1744 0000174441 校庭の雑草 須賀川高校の場合 片野伸雄
こ 1745 0000092296 コウノトリよみがえる里山 つながってるよいのちのWA! 宮垣均:文 小峰書店
こ 1746 0000068718 紅梅 津村節子:著 文藝春秋
こ 1747 0000092932 子産 下 宮城谷昌光:著 講談社
こ 1748 0000092940 子産 上 宮城谷昌光:著 講談社
こ 1749 0000118315 興福寺八部衆と十大弟子 奈良の寺 11 毛利久:〔著〕 岩波書店
こ 1750 0000118190 興福寺東金堂の諸像 奈良の寺 12 井上正:〔著〕 岩波書店
こ 1751 0000118224 興福寺北円堂と南円堂の諸像 奈良の寺 13 西川杏太郎:〔著〕 岩波書店
こ 1752 0000066662 幸福な食卓 瀬尾まいこ:著 講談社
こ 1753 0000073304 幸福のヒント 「主婦の友」90年の知恵 主婦の友社:編著 主婦の友社
こ 1754 0000116780 広報もとみや縮刷版 第三巻
こ 1755 0000090464 抗蒙の丘(オルム) 三別抄耽羅戦記 金重明:著 新人物往来社
こ 1756 0000104745 高湯温泉 四百年史
こ 1757 0000155655 公用あいさつ事典 飯山章夫:編著 ぎょうせい
こ 1758 0000117515 神樂 本田安次
こ 1759 0000094177 攻略！日本全国おもしろ方言ダジャレ４００ 土門トキオ:著 大泉書店
こ 1760 0000058529 高齢犬のキモチがわかる本 趣味の教科書 星野早百合:文 媛出版社
こ 1761 0000079699 高齢社会の生活再生 「消費」の枠組みを超えた豊かな「老い」へ 藤澤和恵:著 自治体研究社
こ 1762 0000084939 声 柳美里:著 小学館
こ 1763 0000073106 声に出して読みたい日本語 斎藤孝:著 草思社
こ 1764 0000094938 声に出して読みたい日本語 2 斎藤孝:著 草思社
こ 1765 0000098970 声に出して読みたい日本語 3 斎藤孝:著 草思社
こ 1766 0000171694 孤狼の血 柚月裕子
こ 1767 0000071027 ゴーゴーＡｉ アカデミズム闘争４０００日 海堂尊:著 講談社
こ 1768 0000058628 ゴーゴードッグス さぁ出かけよう！犬といっしょに ソニー・マガジンズ
こ 1769 0000088112 ゴーストハント 1 幽BOOKS 小野不由美:著 メディアファクトリー
こ 1770 0000065680 ゴーストハント 2 幽BOOKS 小野不由美:著 メディアファクトリー
こ 1771 0000065672 ゴーストハント 3 幽BOOKS 小野不由美:著 メディアファクトリー



一般書等（書名による五十音リスト）

こ 1772 0000183640 コーヒーが冷めないうちに 川口俊和:著 サンマーク出版
こ 1773 0000085290 氷の人形(アイス・ドール) 森村誠一:著 幻冬舎
こ 1774 0000062067 郡山・田村の昭和
こ 1775 0000115352 郡山郷開拓団余聞 立花開
こ 1776 0000111179 郡山市石仏編年表(Ⅰ)
こ 1777 0000111187 郡山市石仏編年表(Ⅱ) 仏教系その他
こ 1778 0000191312 郡山市遺跡ガイドブック　郡山の中世　板碑の世界 財団法人郡山市文化・学び振興公社文化財調査研究センター 郡山市教育委員会
こ 1779 0000191320 郡山市遺跡ガイドブック　清水台遺跡と古代の郡山 財団法人郡山市文化・学び振興公社文化財調査研究センター 郡山市教育委員会
こ 1780 0000110536 郡山市の文化財 郡山市教育委員会
こ 1781 0000110783 郡山周辺 近世の石仏(Ⅰ) 小林剛三
こ 1782 0000110809 郡山の古墳時代 第8回市内遺跡発掘調査成果展
こ 1783 0000115089 郡山の伝説
こ 1784 0000114173 郡山の歴史 郡山市
こ 1785 0000067991 ゴールデンスランバー A MEMORY 伊坂幸太郎:著 新潮社
こ 1786 0000084764 ゴールドラッシュ 柳美里:著 新潮社
こ 1787 0000074492 コカリナ? 森の精が宿る笛 黒坂黒太郎:著 講談社
こ 1788 0000180471 古今刀剣便覧 附属評価便覧 的場樗溪
こ 1789 0000096966 極 白瀬中尉南極探検記 下 綱淵謙錠:著 新潮社
こ 1790 0000097006 極 白瀬中尉南極探検記 上 綱淵謙錠:著 新潮社
こ 1791 0000140004 國文學 11月号 解釈と教材の研究 學燈社
こ 1792 0000093732 国益を損なう英会話力不足 英語教育改革への提言 東北産業活性化センター:編 八朔社
こ 1793 0000108274 国産小麦のパンづくりテキスト 品種いろいろ 伊藤幹雄:著 農山漁村文化協会
こ 1794 0000108118 国産米粉でクッキング おそうざいからお菓子・パンまで 坂本広子:著 農山漁村文化協会
こ 1795 0000192104 国史大辞典 国史大辞典編集委員会 吉川弘文館
こ 1796 0000192278 国史大辞典 国史大辞典編集委員会 吉川弘文館
こ 1797 0000192112 国史大辞典 国史大辞典編集委員会 吉川弘文館
こ 1798 0000192203 国史大辞典10 と－にそ 国史大辞典編集委員会 吉川弘文館
こ 1799 0000192211 国史大辞典11 にた－ひ 国史大辞典編集委員会 吉川弘文館
こ 1800 0000192229 国史大辞典12 ふ－ほ 国史大辞典編集委員会 吉川弘文館
こ 1801 0000192237 国史大辞典13 ま－も 国史大辞典編集委員会 吉川弘文館
こ 1802 0000192245 国史大辞典14 や－わ 国史大辞典編集委員会 吉川弘文館
こ 1803 0000192252 国史大辞典15上 補遺　索引資料・地名 国史大辞典編集委員会 吉川弘文館
こ 1804 0000192260 国史大辞典15中 索引人名 国史大辞典編集委員会 吉川弘文館
こ 1805 0000192161 国史大辞典4 き－く 国史大辞典編集委員会 吉川弘文館
こ 1806 0000192153 国史大辞典5 け－こほ 国史大辞典編集委員会 吉川弘文館
こ 1807 0000192146 国史大辞典6 こま－しと 国史大辞典編集委員会 吉川弘文館
こ 1808 0000192179 国史大辞典7 しな－しん 国史大辞典編集委員会 吉川弘文館



一般書等（書名による五十音リスト）

こ 1809 0000192187 国史大辞典8 す－たお 国史大辞典編集委員会 吉川弘文館
こ 1810 0000192195 国史大辞典9 たか－て 国史大辞典編集委員会 吉川弘文館
こ 1811 0000115139 国定教科書 新潮選書 粉川宏:著 新潮社
こ 1812 0000075499 告白 チャールズ・Ｒ．ジェンキンス:著 角川書店
こ 1813 0000086405 告白 湊かなえ:著 双葉社
こ 1814 0000086439 告白 湊かなえ:著 双葉社
こ 1815 0000142034 国文学 解釈と鑑賞 特集=高村光太郎
こ 1816 0000115261 国宝大事典 1 講談社
こ 1817 0000115295 国宝大事典 2 講談社
こ 1818 0000115287 国宝大事典 3 講談社
こ 1819 0000115220 国宝大事典 4 講談社
こ 1820 0000115212 国宝大事典 5 講談社
こ 1821 0000105254 国民の歴史 西尾幹二:著 産経新聞ニュースサービス

こ 1822 0000123679 国立公園図鑑 国立公園協会:編集 大蔵省印刷局
こ 1823 0000085886 小暮写眞館 宮部みゆき:著 講談社
こ 1824 0000109330 こけし事典 土橋慶三:編著 岩崎美術社
こ 1825 0000070581 孤高の革命児 聖徳太子 Bigmanビジネスブックス 志茂田景樹:著 世界文化社
こ 1826 0000151928 こころ 瀬戸内晴美 講談社
こ 1827 0000152843 こころ きむ:詩 いろは出版
こ 1828 0000094268 こころがつかれたら開いて下さい やさしい仏さまとやさしいことばがあなたのこころをいやしてくれます。 武田仁:著 セルバ出版
こ 1829 0000076869 こころがホッとする考え方 ちょっとしたことでずっとラクに生きられる すがのたいぞう:著 すばる舎
こ 1830 0000068825 こころがムクムクッと元気になる本 疲れた心にスーッとしみ込む あだちさぶろう:著 すばる舎
こ 1831 0000080564 心眼力 柔らかく燃えて生きる30の智恵 野口嘉則:著 サンマーク出版
こ 1832 0000089334 こころげそう 男女九人お江戸の恋ものがたり 畠中恵:著 光文社
こ 1833 0000176966 心で楽しむ四季の譜(うた) 季節の移ろいをことば&絵で表現する 伊藤汀舟:著 オフィスRYUSHIN
こ 1834 0000115949 心とカラダのすべてがわかる女性の医学 明るく健康に生きるために 第三アートセンター:編集 池田書店
こ 1835 0000099754 心にナイフをしのばせて 奥野修司:著 文藝春秋
こ 1836 0000076919 心に残るとっておきの話 煌く人間群像・珠玉の佳話58篇 潮文社編集部:編 潮文社
こ 1837 0000074716 心に残るとっておきの話 第8集 潮文社編集部:編 潮文社
こ 1838 0000168591 心に響く樹々の物語 NATIONAL GEOGRAPHIC ダイアン・クック:写真・文 日経ナショナルジオグラフィック社

こ 1839 0000090209 心に吹く風 髪結い伊三次捕物余話 宇江佐真理:著 文藝春秋
こ 1840 0000119214 心の詩 斎藤時子
こ 1841 0000061044 心の鍵 下 めぐみ:〔著〕 角川春樹事務所
こ 1842 0000061176 心の鍵 上 めぐみ:〔著〕 角川春樹事務所
こ 1843 0000078543 こころのチキンスープ １１ ジャック・キャンフィールド:〔ほか〕編著 ダイヤモンド社
こ 1844 0000083196 こころのチキンスープ 15 ジャック・キャンフィールド:〔ほか〕編著 ダイヤモンド社
こ 1845 0000094292 こころの日曜日 45人のカウンセラーが語る心と気持ちのほぐし方 菅野泰蔵:編 法研



一般書等（書名による五十音リスト）

こ 1846 0000175463 心の休ませ方 「つらい時」をやり過ごす心理学 加藤諦三:著 ＰＨＰ研究所
こ 1847 0000077768 心を上手に透視する方法 トルステン・ハーフェナー:著 サンマーク出版
こ 1848 0000104117 心を伝える私の絵手紙 全国から届いた絵手紙634点 タツミムック 辰巳出版
こ 1849 0000059444 心を整える。 勝利をたぐり寄せるための56の習慣 長谷部誠:著 幻冬舎
こ 1850 0000122937 こころを見つめたいあなたへ こころの病の小さな診察室から 小松信明:著 角川学芸出版角川出版企画センター

こ 1851 0000115774 故事ことわざの辞典 尚学図書:編集 小学館
こ 1852 0000060590 こじはる 小嶋陽菜1stフォトブック 講談社MOOK 講談社
こ 1853 0000179317 五十歳からの生き方 中野孝次:著 海竜社
こ 1854 0000106963 五十年史 財団法人全日本剣道連盟
こ 1855 0000111849 御巡幸録 福島県
こ 1856 0000073312 古書の来歴 ジェラルディン・ブルックス:著 ランダムハウス講談社
こ 1857 0000071480 個人ではじめる輸入ビジネス ホントにカンタン！誰でもできる！ 角川フォレスタ 大須賀祐:著 角川学芸出版
こ 1858 0000189217 古関裕而物語 昭和音楽史上に燦然と輝く作曲家 斎藤秀隆:著 歴史春秋出版
こ 1859 0000104638 子育てハッピーアドバイスもっと知りたい小児科の巻 2 吉崎達郎:ほか著 １万年堂出版
こ 1860 0000116947 古代 会津の歴史 山口弥一郎
こ 1861 0000118588 古代・中世の女性と仏教 日本史リブレット 16 勝浦令子:著 山川出版社
こ 1862 0000039115 古代遺跡のひみつ 学研まんがひみつシリーズ 34 学研
こ 1863 0000109462 古代蝦夷を考える 高橋富雄:著 吉川弘文館
こ 1864 0000114884 古代王権と女性たち 横田健一:著 吉川弘文館
こ 1865 0000118570 古代寺院の成立と展開 日本史リブレット 17 岡本東三:著 山川出版社
こ 1866 0000109447 古代史津々浦々 列島の地域文化と考古学 森浩一:著 小学館
こ 1867 0000105791 古代史の謎 知れば知るほど 実業之日本社
こ 1868 0000105783 古代史の謎 知れば知るほど 実業之日本社
こ 1869 0000115030 古代住居のはなし 石野博信:著 吉川弘文館
こ 1870 0000108597 古代東北史 やさしい謎解き 新野直吉:著 歴史春秋出版
こ 1871 0000118448 古代都市平城京の世界 日本史リブレット 7 舘野和己:著 山川出版社
こ 1872 0000109389 古代日本語発掘 古点本の謎をさぐる 築島裕:著 学生社
こ 1873 0000114447 古代の蝦夷 北日本縄文人の末裔 歴史博物館シリーズ 工藤雅樹:著 河出書房新社
こ 1874 0000088179 五体不満足 乙武洋匡:著 講談社
こ 1875 0000169094 児玉誉士夫巨魁の昭和史 文春新書 904 有馬哲夫:著 文藝春秋
こ 1876 0000089615 小太郎の左腕 和田竜:著 小学館
こ 1877 0000116244 コタンの痕跡 アイヌ人権史の一断面
こ 1878 0000122614 こちら泌尿器科１１０番 入沢俊氏:著 草思社
こ 1879 0000082594 国家の品格 新潮新書 １４１ 藤原正彦:著 新潮社
こ 1880 0000102145 コツがわかるコーヒー教室 最新カラー版 高島君子:著 有紀書房
こ 1881 0000074369 国境 黒川博行:著 講談社
こ 1882 0000184689 こっちむいて･おはなしおもちゃ おはなしおばさんシリーズ④ 藤田浩子 一声社



一般書等（書名による五十音リスト）

こ 1883 0000086769 骨盤教室 KOTSUKYO 寺門琢己:著 幻冬舎
こ 1884 0000079392 ゴッホ殺人事件 下 高橋克彦:〔著〕 講談社
こ 1885 0000079368 ゴッホ殺人事件 上 高橋克彦:〔著〕 講談社
こ 1886 0000101931 古藤式スーパーウォーキング歩いてやせる! 酸素をたっぷりとりこむウォーキングで気軽にエクササイズ 理想の体型・健康体へまっしぐら! 古藤高良:著 土屋書店
こ 1887 0000176982 言の葉 2 森智恵美:著 ブイツーソリューション
こ 1888 0000177022 言の葉 3 森智恵美:著 ブイツーソリューション
こ 1889 0000168823 言の葉 4 森智恵美:著 ブイツーソリューション
こ 1890 0000176925 言の葉 水の調べ 森智恵美:著 ブイツーソリューション
こ 1891 0000108514 言葉に関する問答集 よくある「ことば」の質問 新「ことば」シリーズ 14 国立国語研究所:編集 財務省印刷局
こ 1892 0000107177 ことばの切っ先 心にせまるセリフ 葛西聖司:著 小学館
こ 1893 0000118802 子どもがじっと耳を傾ける魔法のおはなし 学校の先生がそっと教える 向山洋一:監修 ＰＨＰ研究所
こ 1894 0000113050 子どもが育つ魔法の言葉 ドロシー・ロー・ノルト:著 ＰＨＰ研究所
こ 1895 0000119388 子どもが育つ魔法の言葉 ドロシー・ロー・ノルト:著 ＰＨＰ研究所
こ 1896 0000106385 子どもたちの昭和史 写真集 「子どもたちの昭和史」編集委員会:編 大月書店
こ 1897 0000077891 子どもたちの戦友 宗田理:著 角川書店
こ 1898 0000094326 子どもと生きる 教師の一日 家本芳郎:著 高文研
こ 1899 0000206946 子どもとつくるペープサート 幼児と保育 山本駿次朗 小学館
こ 1900 0000092163 子どもとミュージアム 学校で使えるミュージアム活用ガイド 日本博物館協会:編集 ぎょうせい
こ 1901 0000070508 子供なんかにナメられたらアカン! 長田百合子:著 毎日新聞社
こ 1902 0000104448 子どもにクソババァと言われたら 思春期の子育て羅針盤 田村節子:文 教育出版
こ 1903 0000102285 こどもに食べさせたいごはんと野菜 自然の恵みをおいしく食べる食育レシピ 境野米子:著 学陽書房
こ 1904 0000061549 こどもにも分かるニュースを伝えたい ぼくの体験的報道論 池上彰:著 新潮社
こ 1905 0000119693 子どもの足が2時間で速くなる!魔法のポン・ピュン・ラン キラキラ輝くハッピー子育て塾 川本和久:著 ダイヤモンド社
こ 1906 0000113845 子どもの意欲を引き出す ＮＬＰ（神経言語プログラミング）活用事例集 Ｖｏｌ．１ チーム・ドルフィン:編著 公人の友社
こ 1907 0000113308 子どもの詩が生まれた 〔正〕 きりんの詩集 １ 灰谷健次郎:編 理論社
こ 1908 0000118968 子どもの学力がぐんぐん伸びる家庭楽習 学校の先生がそっと教える 杉淵鉄良:著 ＰＨＰ研究所
こ 1909 0000120147 子どもの可能性を伸ばす言葉、つみとる言葉 心をひらき、力を引き出す問いかけ 岸英光:著 ＰＨＰ研究所
こ 1910 0000119370 子どもの虐待 子どもと家族への治療的アプローチ 西沢哲:著 誠信書房
こ 1911 0000119222 子どもの権利条約と家族・福祉・教育・少年法 子どもたちの笑顔がみえますか 日本弁護士連合会:編・著 こうち書房
こ 1912 0000066225 子どもの心に風邪をひかせない子育て 7男2女一家11人の大家族石田さんチ 石田千惠子:著 マガジンハウス
こ 1913 0000097386 子供の十字軍 ベルトルト・ブレヒト:著 マガジンハウス
こ 1914 0000108100 子どもの好きなおやつ・お菓子大事典 食べもの文化編集部:編 芽ばえ社
こ 1915 0000113613 子どもの成長と読書 親子読書文庫 2 日本子どもの本研究会:編 岩崎書店
こ 1916 0000123554 子どものための矯正歯科 早期治療が賢い選択 鈴木純二:監修
こ 1917 0000082610 子どものための失敗学 人はだれでも失敗するもの 畑村洋太郎:著 講談社
こ 1918 0000113621 子どもの読書を見なおそう 親子読書文庫 1 代田昇:〔著〕 岩崎書店
こ 1919 0000113605 子どもの文化と読書活動 子どもたちにやさしさと豊かな創造力を 親子読書文庫 ６ 代田昇:著 岩崎書店



一般書等（書名による五十音リスト）

こ 1920 0000118901 子どもの本とは何か かわさき市民アカデミー講座ブックレット No.17 清水真砂子:著 川崎市生涯学習振興事業団かわさき市民アカデミー出版部

こ 1921 0000113639 子どもの本の実践書評
こ 1922 0000113001 子どもの本の森へ 河合隼雄:著 岩波書店
こ 1923 0000165977 子どもはなぜ勉強しなくちゃいけないの? 荒俣宏:〔著〕 日経BP社
こ 1924 0000079293 子どもよ死ぬな！ 涛川栄太:著 ポプラ社
こ 1925 0000119404 子供を愛しすぎてダメにする親 わが子を「自立」させないと、何が起きるか! ローリー・アシュナー:著 大和書房
こ 1926 0000098053 子供を伸ばす魔法の言葉 あなたの子供も驚くほど変わる シャロン伴野:著 コスモトゥーワン
こ 1927 0000068668 ことり屋おけい探鳥双紙 梶よう子:著 朝日新聞出版
こ 1928 0000115873 ことわざ事典 日本の故事・ことわざ7000の知恵 延原　政行
こ 1929 0000119149 子には魚を与えるな釣り方を教えよ! 15歳のわが子を司法試験(一次)に合格させた三好流教育法 三好義光:著 主婦と生活社
こ 1930 0000094730 この愛なくば 大石邦子
こ 1931 0000105197 この一冊で義と愛の戦国武将直江兼続がわかる! 名参謀の決断と発想法 鈴村進:著 こう書房
こ 1932 0000074575 この国のアルバム 富良野風話 倉本聡:著 理論社
こ 1933 0000092619 この国のかたち 1 司馬遼太郎:著 文藝春秋
こ 1934 0000090043 この国のかたち 2 司馬遼太郎:著 文藝春秋
こ 1935 0000090035 この国のかたち 3 司馬遼太郎:著 文藝春秋
こ 1936 0000090019 この国のかたち 4 司馬遼太郎:著 文藝春秋
こ 1937 0000090027 この国のかたち 5 司馬遼太郎:著 文藝春秋
こ 1938 0000058867 この子達を救いたい 浜井千恵:著 エフエー出版
こ 1939 0000102723 この言葉を忘れない 3.11語りつぎたい勇気と感動のつぶやき 『この言葉を忘れない』編集グループ:編 徳間書店
こ 1940 0000068858 この子はこの子でいいんだ。私は私でいいんだ これで、子どもの未来が輝く 明橋大二:著 １万年堂出版
こ 1941 0000191130 この生命ある限り 大石　邦子 株式会社講談社
こ 1942 0000061085 この涙が枯れるまで ゆき:著 スターツ出版
こ 1943 0000080408 この日ある愉しさ 中村汀女:著 海竜社
こ 1944 0000079863 この人と結婚するかも 中島たい子:著 集英社
こ 1945 0000079400 この星でいちばん美しい愛の物語 チンギス・アイトマートフ:著 花風社
こ 1946 0000118869 この本だいすき! 小松崎進:編著 高文研
こ 1947 0000191205 この窓の向こうへ 大石　邦子 株式会社講談社
こ 1948 0000096578 このみちをゆこうよ 金子みすゞ童謡集 金子みすゞ:著 ＪＵＬＡ出版局
こ 1949 0000080499 この世でいちばん大事な「カネ」の話 よりみちパン!セ 40 西原理恵子:著・装画・挿画 理論社
こ 1950 0000067132 この世で一番の奇跡 オグ・マンディーノ:著 ＰＨＰ研究所
こ 1951 0000167510 この世の春 下 宮部みゆき:著 新潮社
こ 1952 0000167502 この世の春 上 宮部みゆき:著 新潮社
こ 1953 0000089854 この世をば 上 永井路子:著 新潮社
こ 1954 0000192492 小林勇 文集 第一巻 小林勇 筑摩書房
こ 1955 0000192534 小林勇 文集 第五巻 小林勇 筑摩書房
こ 1956 0000192518 小林勇 文集 第三巻 小林勇 筑摩書房



一般書等（書名による五十音リスト）

こ 1957 0000192559 小林勇 文集 第七巻 小林勇 筑摩書房
こ 1958 0000192500 小林勇 文集 第二巻 小林勇 筑摩書房
こ 1959 0000192567 小林勇 文集 第八巻 小林勇 筑摩書房
こ 1960 0000192526 小林勇 文集 第四巻 小林勇 筑摩書房
こ 1961 0000192542 小林勇 文集 第六巻 小林勇 筑摩書房
こ 1962 0000141481 小林勇文集 第10巻 小林勇:著 筑摩書房
こ 1963 0000141457 小林勇文集 第11巻 小林勇:著 筑摩書房
こ 1964 0000092643 拳豪伝 下 津本陽:著 講談社
こ 1965 0000092635 拳豪伝 上 津本陽:著 講談社
こ 1966 0000110221 古墳 1,700 year’s ago 光文社文庫 堅田直:著 光文社
こ 1967 0000109504 古墳 古代を考える 白石太一郎:編 吉川弘文館
こ 1968 0000111328 古墳時代の研究 小林行雄:著 青木書店
こ 1969 0000115568 古墳時代の研究 11 石野博信:〔ほか〕編集 雄山閣出版
こ 1970 0000115550 古墳時代の研究 12 石野博信:〔ほか〕編集 雄山閣出版
こ 1971 0000115584 古墳時代の研究 6 石野博信:〔ほか〕編集 雄山閣出版
こ 1972 0000115592 古墳時代の研究 7 石野博信:〔ほか〕編集 雄山閣出版
こ 1973 0000115600 古墳時代の研究 8 石野博信:〔ほか〕編集 雄山閣出版
こ 1974 0000115329 古墳時代の日本列島 大塚初重:編 青木書店
こ 1975 0000115642 古墳辞典 大塚初重:編 東京堂出版
こ 1976 0000125633 古墳出土須恵器集成 第3巻 中村浩:編 雄山閣出版
こ 1977 0000125823 古墳出土須恵器集成 第4巻 中村浩:編 雄山閣出版
こ 1978 0000118562 古墳とその時代 日本史リブレット 4 白石太一郎:著 山川出版社
こ 1979 0000091124 後北条竜虎伝 海道竜一朗:著 新潮社
こ 1980 0000104158 独楽 安藤正樹:文 文渓堂
こ 1981 0000136846 ゴマの絵本 そだててあそぼう 58 ふくだやすこ:へん 農山漁村文化協会
こ 1982 0000070854 コマのつぶやき 駒木根文幸
こ 1983 0000096008 小峰城石垣 山口喜一郎
こ 1984 0000152140 米騒動の研究 第1巻 井上清:編 有斐閣
こ 1985 0000123638 米ぬか健康法 〔正〕 Ｊｏｓｅｉ　Ｓｅｖｅｎ　ｂｏｏｋｓ 河村通夫:著 小学館
こ 1986 0000069344 ごめん、愛してる 上 イギョンヒ:脚本 竹書房
こ 1987 0000100115 ごめんなさいといえる 三浦綾子:著 小学館
こ 1988 0000072553 ごめんね、ありがとう。 産まれることができなかった赤ちゃんから届いたメッセージ なかむらみつる:著 シンク・ディー
こ 1989 0000066977 木洩れ日に泳ぐ魚 恩田陸:著 中央公論新社
こ 1990 0000062232 古文書・手紙の読み方 増田孝:著 東京堂出版
こ 1991 0000115634 古文書字叢 根岸茂夫:〔ほか〕編集 柏書房
こ 1992 0000103192 古文書はこんなに面白い 油井宏子:著 柏書房
こ 1993 0000103226 古文書はこんなに魅力的 油井宏子:著 柏書房



一般書等（書名による五十音リスト）

こ 1994 0000103218 古文書はじめの一歩 油井宏子:著 柏書房
こ 1995 0000120675 古文書判読字典 浅井潤子:編 柏書房
こ 1996 0000108589 こよみ事典 川口謙二:著 東京美術
こ 1997 0000075614 コリアン世界の旅 野村進:著 講談社
こ 1998 0000059485 ゴルフ4スタンス理論 タイプ別でこんなに違う! 広戸聡一:監修 池田書店
こ 1999 0000097394 これが沖縄の米軍だ 基地の島に生きる人々 石川真生:写真 高文研
こ 2000 0000168641 これがすべてを変える 資本主義vs.気候変動 下 ナオミ・クライン:〔著〕 岩波書店
こ 2001 0000168633 これがすべてを変える 資本主義vs.気候変動 上 ナオミ・クライン:〔著〕 岩波書店
こ 2002 0000057943 これから起こる原発事故 原発問題の専門家からの警告 別冊宝島 1469 宝島社
こ 2003 0000092395 これからの相続対策と遺言の書き方 上手な残し方、残され方465の知恵 東京相続遺言研究会:編 主婦の友社
こ 2004 0000096446 これが私の戦争だった 一兵士の太平洋戦争 井手静:著 高校生文化研究会
こ 2005 0000162180 コレクション・クッキグ 福島県立美術館
こ 2006 0000171736 これだけできれば大丈夫!初心者女子のためのゴルフBOOK 中村香織
こ 2007 0000099812 これならできる獣害対策 イノシシ シカ サル 井上雅央:著 農山漁村文化協会
こ 2008 0000062224 これならわかる日本の歴史Q&A 1 加藤文三:〔ほか〕著 大月書店
こ 2009 0000062257 これならわかる日本の歴史Q&A 2 加藤文三:〔ほか〕著 大月書店
こ 2010 0000062265 これならわかる日本の歴史Q&A 3 加藤文三:〔ほか〕著 大月書店
こ 2011 0000089383 ころころろ 畠中恵:著 新潮社
こ 2012 0000067900 コロボックル絵物語 有川浩:作 講談社
こ 2013 0000116194 コンサイス外国人名事典
こ 2014 0000116160 コンサイス日本人名事典
こ 2015 0000116202 コンサイス日本地名事典
こ 2016 0000116186 コンサイス露和辞典
こ 2017 0000207480 コンジュジ 木崎みつ子:著 集英社
こ 2018 0000064964 昆虫 ニューワイド学研の図鑑 学研
こ 2019 0000129379 昆虫 ライフ大自然シリーズ 4 ピーター・ファーブ:著 タイムライフインターナショナル

こ 2020 0000111617 コンテナ園芸テクニック１０１条 図解 上村遥:著 農山漁村文化協会
こ 2021 0000106716 金銅仏 日本・韓国の古代仏教彫刻 姜友邦:監修 東北電力
こ 2022 0000070409 こんないき方もある 佐藤愛子:著 海竜社
こ 2023 0000113233 こんなとき子どもにこの本を あなたの子育てに確かなヒントを与える１１６冊の絵本 下村昇:編 自由国民社
こ 2024 0000094276 こんなとき子どもにこの本を あなたの子育てに確かなヒントを与える117冊の絵本 下村昇:著 自由国民社
こ 2025 0000119107 こんなときこんな絵本 子どもと読みたい絵本300冊 園田とき:編著 草土文化
こ 2026 0000098087 こんなときどうする?0・1・2歳児 保育Q&A101 徳永満理:監修 チャイルド本社
こ 2027 0000119974 こんなニッポンに誰がした 森永卓郎の政治経済学講座 森永卓郎:著 大月書店
こ 2028 0000075127 こんな日本に誰がした 戦後民主主義の代表者・大江健三郎への告発状 谷沢永一:著 クレスト社
こ 2029 0000066647 こんなふうに生きてみたら 心がホッとする、母から子への手紙 猪苗代町:編 幻冬舎
こ 2030 0000093971 コンニャクの絵本 そだててあそぼう 23 うちだしゅうじ:へん 農山漁村文化協会
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こ 2031 0000115980 コンパクト 新韓日小辞典 民瑞辞書編纂会:編 民瑞出版社
こ 2032 0000107797 コンビニ菓子でデコ★スイーツ作っちゃお! Ｊｕｎｋｏ:著 メディアファクトリー
こ 2033 0000165985 コンビニ人間 村田沙耶香:著 文藝春秋
こ 2034 0000061283 こんぺいとう 下 美嘉:著 スターツ出版
こ 2035 0000061325 こんぺいとう 上 美嘉:著 スターツ出版
こ 2036 0000111252 婚礼 ニッポンブライダル考
こ 2037 0000069757 壺霊 下 内田康夫:著 角川書店
こ 2038 0000069765 壺霊 上 内田康夫:著 角川書店
こ 2039 0000116442 暦と時の事典 日本の暦法と時法 内田正男:著 雄山閣
こ 2040 0000109314 暦と日本人 内田正男:著 雄山閣出版
こ 2041 0000109983 暦のはなし十二ヵ月 内田正男:著 雄山閣出版
さ 2042 0000112706 ザ・会津 戊辰戦争への旅 読売新聞社
さ 2043 0000069161 ザ・ゴール 2 エリヤフ・ゴールドラット:著 ダイヤモンド社
さ 2044 0000069179 ザ・ゴール 企業の究極の目的とは何か エリヤフ・ゴールドラット:著 ダイヤモンド社
さ 2045 0000069153 ザ・チョイス 複雑さに惑わされるな! エリヤフ・ゴールドラット:著 ダイヤモンド社
さ 2046 0000083626 ザ・パワー The Secret ロンダ・バーン:著 角川書店
さ 2047 0000077313 ザ・ホスト １ ステファニー・メイヤー:著 ソフトバンククリエイティブ

さ 2048 0000077321 ザ・ホスト ２ ステファニー・メイヤー:著 ソフトバンククリエイティブ

さ 2049 0000077271 ザ・ホスト ３ ステファニー・メイヤー:著 ソフトバンククリエイティブ

さ 2050 0000095869 ザ・万字固め 万城目学:著 ミシマ社
さ 2051 0000156547 災害対策全書 別冊 ひょうご震災記念２１世紀研究機構「国難」となる巨大災害に備える編集会議:編集 ひょうご震災記念21世紀研究機構「国難」となる巨大災害に備える編集会議

さ 2052 0000169482 災害と生きる日本人 潮新書 022 中西進:著 潮出版社
さ 2053 0000109322 祭儀と注釈 中世における古代神話 桜井好朗:著 吉川弘文館
さ 2054 0000166694 最強の働き方 世界中の上司に怒られ、凄すぎる部下・同僚に学んだ77の教訓 ムーギー・キム:著 東洋経済新報社
さ 2055 0000119032 最強の勉強術 重要なポイントがひと目でわかるイラスト図解版 平成暮らしの研究会:編 河出書房新社
さ 2056 0000098681 細菌戦部隊と自決した二人の医学者 常石敬一:著 新潮社
さ 2057 0000101832 再現・昭和30年代団地2DKの暮らし らんぷの本 青木俊也:著 河出書房新社
さ 2058 0000093302 西郷隆盛 富田常雄:著 偕成社
さ 2059 0000183749 最高に楽しい〈間取り〉の図鑑 エクスナレッジムック 本間至:著 エクスナレッジ
さ 2060 0000080002 最後だとわかっていたなら ノーマ　コーネット　マレック:作 サンクチュアリ・パブリッシング

さ 2061 0000080333 最後の命 中村文則:著 講談社
さ 2062 0000066886 最後の言葉 川嶋あい:著 つばさエンタテインメント

さ 2063 0000093328 最後の将軍 徳川慶喜 司馬遼太郎:〔著〕 文藝春秋
さ 2064 0000090720 最後の将軍 徳川慶喜 司馬遼太郎:著 文藝春秋
さ 2065 0000207308 最後の証人 角川文庫 ゆ14-2 柚月裕子:〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
さ 2066 0000068254 最後の花時計 遠藤周作:著 文藝春秋
さ 2067 0000066167 最後の冒険家 石川直樹:著 集英社
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さ 2068 0000107862 菜食・禁煙・がん予防 平山雄:著 女子栄養大学出版部
さ 2069 0000166777 最新金魚の飼い方・育て方 「金魚カタログ」32品種・全96点 主婦の友ベストBOOKS 佐藤昭広:監修 主婦の友社
さ 2070 0000097568 最新しつけ大百科 子どもを伸ばす育て方がわかる! ベネッセ・ムック 秦野悦子:総監修 ベネッセコーポレーション

さ 2071 0000060186 最新ソフトバレー・ハンドブック 日本バレーボール協会:編 大修館書店
さ 2072 0000115683 最新日本考古学用語辞典 大塚初重:編 柏書房
さ 2073 0000116129 最新日本語活用事典
さ 2074 0000107383 最新離乳食大百科 離乳食が手軽に楽しく作れる! ベネッセ・ムック 巷野悟郎:総監修 ベネッセコーポレーション

さ 2075 0000077941 再生 金融腐蝕列島 続 下 高杉良:著 角川書店
さ 2076 0000077958 再生 金融腐蝕列島 続 上 高杉良:著 角川書店
さ 2077 0000151431 再生可能エネルギー・スマートグリッド分野技術者育成事業 事業成果報告書 平成26年度 文部科学省 東日本大震災からの復興を担う専門人材育成支援事業

さ 2078 0000118133 西大寺舎利塔十二天 奈良の寺 21 岡田譲:〔著〕 岩波書店
さ 2079 0000129841 埼玉県の山 分県登山ガイド 打田４ニ一:著 山と渓谷社
さ 2080 0000065649 斎藤一人魔法のお悩み解決法 たった30秒! 小俣和美:著 東洋経済新報社
さ 2081 0000060038 斎藤佑樹と歩んだ1406日 應武篤良:著 ベースボール・マガジン社

さ 2082 0000176289 最果てアーケード 小川洋子:著 講談社
さ 2083 0000107755 材料別おかず百科
さ 2084 0000114348 祭礼行事 都道府県別 福島県 高橋秀雄:編 桜楓社
さ 2085 0000082115 幸いは降る星のごとく 橋本治:著 集英社
さ 2086 0000129460 佐賀県の山 分県登山ガイド 内田益充:著 山と渓谷社
さ 2087 0000090423 酒田さ行ぐさげ 日本橋人情横丁 宇江佐真理:著 実業之日本社
さ 2088 0000053470 魚 ニューワイド学研の図鑑 学研
さ 2089 0000038208 魚のひみつ 学研まんがひみつシリーズ １３ 学研
さ 2090 0000090712 坂の上の雲 1 司馬遼太郎:著 文藝春秋
さ 2091 0000090704 坂の上の雲 2 司馬遼太郎:著 文藝春秋
さ 2092 0000090779 坂の上の雲 3 司馬遼太郎:著 文藝春秋
さ 2093 0000090746 坂の上の雲 4 司馬遼太郎:著 文藝春秋
さ 2094 0000090753 坂の上の雲 5 司馬遼太郎:著 文藝春秋
さ 2095 0000090696 坂の上の雲 6 司馬遼太郎:著 文藝春秋
さ 2096 0000078667 佐賀のがばいばあちゃん 島田洋七:著 徳間書店
さ 2097 0000078659 佐賀のがばいばあちゃん 徳間文庫 し26-1 島田洋七:著 徳間書店
さ 2098 0000174458 坂ノ下の風景 中学生時代 片野伸雄
さ 2099 0000077529 坂の向こうに 鳥井綾子:著 芸林書房
さ 2100 0000107649 坂本広子のカンタン流手づくりパン おうちのパンのつくり方 発酵編 坂本広子:著 農山漁村文化協会
さ 2101 0000104216 坂本広子の台所育児 一歳から包丁を 坂本広子:著 農山漁村文化協会
さ 2102 0000067579 左岸 江国香織:著 集英社
さ 2103 0000057687 先送りできない日本 “第二の焼け跡”からの再出発 角川oneテーマ21 C-201 池上彰:〔著〕 角川書店
さ 2104 0000072736 鷺と雪 北村薫:著 文芸春秋



一般書等（書名による五十音リスト）

さ 2105 0000101741 作業療法士まるごとガイド 資格のとり方・しごとのすべて まるごとガイドシリーズ 6 日本作業療法士協会:監修 ミネルヴァ書房
さ 2106 0000071282 削除ボーイズ0326 方波見大志:著 ポプラ社
さ 2107 0000098640 作品集Ⅱ ふくしま
さ 2108 0000098632 作品集Ⅲ ふくしま
さ 2109 0000098657 作品集Ⅳ ふくしま
さ 2110 0000067835 昨夜のカレー、明日のパン 木皿泉:著 河出書房新社
さ 2111 0000080085 さくら 西加奈子:著 小学館
さ 2112 0000183681 桜風堂ものがたり 村山早紀:著 ＰＨＰ研究所
さ 2113 0000089573 さくら聖・咲く 佐倉聖の事件簿 2 畠中恵:著 実業之日本社
さ 2114 0000097691 桜ほうさら 宮部みゆき:著 ＰＨＰ研究所
さ 2115 0000075770 酒日誌 坪内祐三:著 マガジンハウス
さ 2116 0000079087 叫びと祈り ミステリ・フロンティア 60 梓崎優:著 東京創元社
さ 2117 0000164285 酒を飲みつゝ 高田宗彦
さ 2118 0000075879 サザエさんの〈昭和〉 鶴見俊輔:編 柏書房
さ 2119 0000059907 佐々木主浩 メジャーをゆるがす大魔神 素顔の勇者たち 平井勉:著 旺文社
さ 2120 0000185645 さざなみのよる 木皿泉:著 河出書房新社
さ 2121 0000073932 指し手の顔 下 脳男 2 首藤瓜於:著 講談社
さ 2122 0000073940 指し手の顔 上 脳男 2 首藤瓜於:著 講談社
さ 2123 0000119065 させられる教育 思考途絶する教師たち 野田正彰:著 岩波書店
さ 2124 0000120113 佐高信の筆刀両断 佐高信:著 七つ森書館
さ 2125 0000110163 佐竹永海
さ 2126 0000110759 定信と画僧白雲 集古十種の旅と風景
さ 2127 0000105544 定信と庭園 -南湖と大名庭園ー
さ 2128 0000152330 定本・富岡日記 和田英:著 創樹社
さ 2129 0000140541 定本光太郎回想 高村豊周:著 有信堂
さ 2130 0000075754 さちと赤鬼 田中もも:著 日本文学館
さ 2131 0000090837 沙中の回廊 下 宮城谷昌光:著 朝日新聞社
さ 2132 0000090845 沙中の回廊 上 宮城谷昌光:著 朝日新聞社
さ 2133 0000059535 サッカー小中高生のためのフィジカル・トレーニング 山本晃永:著 ベースボール・マガジン社

さ 2134 0000134965 サッカー小中高生のためのメディカル・サポート 山本晃永:著 ベースボール・マガジン社

さ 2135 0000085233 殺人の債権 森村誠一:著 中央公論社
さ 2136 0000083527 殺人の門 東野圭吾:著 角川書店
さ 2137 0000096651 雑談上手になる本 人づきあいが楽しくなるとっておきのノウハウ 中川昌彦:著 実務教育出版
さ 2138 0000093963 サトウキビの絵本 そだててあそぼう 24 すぎもとあきら:へん 農山漁村文化協会
さ 2139 0000098012 里山資本主義 日本経済は「安心の原理」で動く 角川ｏｎｅテーマ２１ Ｃ－２４９ 藻谷浩介:〔著〕 角川書店
さ 2140 0000123406 里山の自然をまもる 石井実:〔ほか〕著 築地書館
さ 2141 0000178475 悟る技術 効果超グレードアップ! 橋本陽輔:著 ヒカルランド



一般書等（書名による五十音リスト）

さ 2142 0000096636 曉の寺 三島由紀夫
さ 2143 0000091231 真田太平記 1 池波正太郎:著 朝日新聞社
さ 2144 0000091330 真田太平記 10 池波正太郎:著 朝日新聞社
さ 2145 0000091322 真田太平記 11 池波正太郎:著 朝日新聞社
さ 2146 0000091421 真田太平記 12 池波正太郎:著 朝日新聞社
さ 2147 0000091488 真田太平記 13 池波正太郎:著 朝日新聞社
さ 2148 0000091447 真田太平記 14 池波正太郎:著 朝日新聞社
さ 2149 0000091397 真田太平記 15 池波正太郎:著 朝日新聞社
さ 2150 0000091389 真田太平記 16 池波正太郎:著 朝日新聞社
さ 2151 0000091363 真田太平記 17 池波正太郎:著 朝日新聞社
さ 2152 0000091355 真田太平記 18 池波正太郎:著 朝日新聞社
さ 2153 0000091223 真田太平記 2 池波正太郎:著 朝日新聞社
さ 2154 0000091249 真田太平記 3 池波正太郎:著 朝日新聞社
さ 2155 0000091207 真田太平記 4 池波正太郎:著 朝日新聞社
さ 2156 0000091199 真田太平記 5 池波正太郎:著 朝日新聞社
さ 2157 0000091439 真田太平記 6 池波正太郎:著 朝日新聞社
さ 2158 0000091405 真田太平記 7 池波正太郎:著 朝日新聞社
さ 2159 0000091371 真田太平記 8 池波正太郎:著 朝日新聞社
さ 2160 0000091348 真田太平記 9 池波正太郎:著 朝日新聞社
さ 2161 0000152223 裁かれる医薬産業 サリドマイド ヘニング・シェストレーム:〔共著〕 岩波書店
さ 2162 0000129932 砂漠 ライフ大自然シリーズ 17 スターカー・レオポルド:著 タイムライフインターナショナル

さ 2163 0000086314 サファイア 湊かなえ:〔著〕 角川春樹事務所
さ 2164 0000169763 ざぶん庫 ざぶん賞実行委員会
さ 2165 0000109066 差別戒名の歴史 雄山閣Books 21 小林大二:著 雄山閣
さ 2166 0000057877 差別としての原子力 清水修二:著 リベルタ出版
さ 2167 0000101600 作法事典 暮らしの「作法」がひと目でわかる 塩月弥栄子:著 小学館
さ 2168 0000082990 さまよう刃 東野圭吾:著 朝日新聞社
さ 2169 0000086231 淋しい狩人 Miyuki Miyabe Early Collection 宮部みゆき:著 新潮社
さ 2170 0000121566 サメが人類を救う ひざの痛みに効く「サメ軟骨」の秘密 大野謹慶:著 日本医療企画
さ 2171 0000067702 さようなら、オレンジ 岩城けい:著 筑摩書房
さ 2172 0000074997 さよなら、海の女たち 椎名誠:著 集英社
さ 2173 0000079715 さよなら、日だまり 平田俊子:著 集英社
さ 2174 0000058164 さよなら、盲導犬ミッキー 近藤靖:著 幻冬舎
さ 2175 0000171637 さよならの儀式 宮部みゆき
さ 2176 0000072140 ざらざら 川上弘美:著 マガジンハウス
さ 2177 0000078493 サラダ記念日 俵万智歌集 俵万智:著 河出書房新社
さ 2178 0000193623 サラダ記念日 俵万智歌集 俵万智:著 河出書房新社



一般書等（書名による五十音リスト）

さ 2179 0000091652 サラバ! 上 西加奈子:著 小学館
さ 2180 0000115196 去りゆく農具 鷲山義雄
さ 2181 0000113225 サルに学ぼう、自然な子育て 岡安直比:著 草思社
さ 2182 0000070623 さるのこしかけ さくらももこ:著 集英社
さ 2183 0000079541 沢彦 火坂雅志:著 小学館
さ 2184 0000101808 沢村貞子が選んだ暮らしのびっくり知恵袋 家事の現場からひねり出した800人の黄金の秘訣集 女性自身ブックス 女性自身編集部:著 光文社
さ 2185 0000116723 さわやかなほめ方 うまい先生へたな先生 関根正明:著 学陽書房
さ 2186 0000102491 さわりで覚える映画の名曲50選 名作の旋律が甦るクライマックス・メドレー No.1 楽書ブックス 楽書ブックス編集部:編 楽書舘
さ 2187 0000102509 さわりで覚える映画の名曲50選 名作の旋律が甦るクライマックス・メドレー No.2 楽書ブックス 楽書ブックス編集部:編 楽書舘
さ 2188 0000167528 三鬼 三島屋変調百物語四之続 宮部みゆき:著 日本経済新聞出版社
さ 2189 0000112599 山岳地形と読図 山岳地形の見方と地図、コンパスを使ったナビゲーション ヤマケイ・テクニカルブック登山技術全書 8 平塚晶人:著 山と渓谷社
さ 2190 0000156695 産業医科大学 東日本大震災支援活動記録2011,2012 学校法人 産業医科大学
さ 2191 0000057059 三国志魂（スピリッツ） 下 荒川弘:著 コーエーテクモゲームス
さ 2192 0000151480 三国志魂(スピリッツ) 上 荒川弘:著 コーエーテクモゲームス
さ 2193 0000122127 山菜 見分け方食べ方 清水大典:著 家の光協会
さ 2194 0000112169 山菜、キノコ、木の実採り入門 採取と調理の楽しさを満喫 Ｏｕｔｄｏｏｒ　Ａ　ｔｏ　Ｚ－アウトドアのすべてがわかる－ １３ 鈴木アキラ:編著 山と渓谷社
さ 2195 0000099283 三十季の歩み
さ 2196 0000110700 三十年の歩み 福島県林業組合
さ 2197 0000116509 サンスクリット講読 インド思想篇 菅沼晃:著 平河出版社
さ 2198 0000116459 三省堂いけばな草花辞典 瀬川弥太郎:編 三省堂
さ 2199 0000090159 さんだらぼっち 髪結い伊三次捕物余話 宇江佐真理:著 文藝春秋
さ 2200 0000112847 山頭火と四国遍路 コロナ・ブックス 109 横山良一:文・写真 平凡社
さ 2201 0000181040 ざんねんないきもの事典 おもしろい!進化のふしぎ 今泉忠明:監修 高橋書店
さ 2202 0000113779 残念な人の思考法 日経プレミアシリーズ ０７５ 山崎将志:著 日本経済新聞出版社
さ 2203 0000067942 三匹のおっさん 有川浩:著 文藝春秋
さ 2204 0000067959 三匹のおっさん ふたたび 有川浩:著 文藝春秋
さ 2205 0000088534 散歩のあいまにこんなことを考えていた 松浦寿輝:著 文藝春秋
さ 2206 0000074419 三枚つづきの絵 クロード・シモン:〔著〕 白水社
さ 2207 0000107771 山野草・きのこ・木の実料理全532種
さ 2208 0000127472 山麓に生きる 馬場平開村７０周年記念誌 渡辺武郎編集責任者
さ 2209 0000146423 山麓に生きる 馬場平開村70周年記念誌 渡辺武郎編集責任者
し 2210 0000059758 試合に勝つフットサル 初心者から上級者まで、実戦で使えるフットサル・テクニック Sports level up book 相根澄:監修 実業之日本社
し 2211 0000184747 シアターあいうえお パネルシアターの世界 実技編② 弘前ひさし
し 2212 0000186072 慈雨 柚月裕子:著 集英社
し 2213 0000086710 慈雨の音 流転の海 第6部 宮本輝:著 新潮社
し 2214 0000078816 しあわせ読書のすすめ 本のソムリエが教える悩んだときに読んでほしい53冊 清水克衛:著 辰巳出版
し 2215 0000066761 幸せな私のはじめかた 宇佐美百合子:著 サンクチュアリ・パブリッシング



一般書等（書名による五十音リスト）

し 2216 0000077719 しあわせになろうよ 余命宣告6カ月を克服した私のがんサバイバル50の方法 関口哲平:著 徳間書店
し 2217 0000072173 幸せの風が吹いてくる 木村藤子:著 主婦と生活社
し 2218 0000173260 しあわせはいつも 相田みつを:著 文化出版局
し 2219 0000166025 幸せブーメランの法則 お金、仕事、最高の人生 望月俊孝:著 大和出版
し 2220 0000077842 シー・ラブズ・ユー 東京バンドワゴン 小路幸也:著 集英社
し 2221 0000097063 詩歌日本の抒情 ４ 講談社
し 2222 0000059576 ジーコのリーダー論 一人の天才をつくるより、“和”をつくるほうがずっとむずかしい ジーコ:著 ごま書房
し 2223 0000077206 シーズザデイ 鈴木光司:著 新潮社
し 2224 0000093872 シイタケの絵本 そだててあそぼう 35 おおもりせいじゅ:へん 農山漁村文化協会
し 2225 0000071217 ジーン・ワルツ 海堂尊:著 新潮社
し 2226 0000185488 自衛隊の闇組織 秘密情報部隊「別班」の正体 講談社現代新書 2496 石井暁:著 講談社
し 2227 0000070110 シェエラザード 下 浅田次郎:著 講談社
し 2228 0000070128 シェエラザード 上 浅田次郎:著 講談社
し 2229 0000078030 ジェノサイド 高野和明:著 角川書店
し 2230 0000183004 塩狩峠 新潮文庫 三浦綾子:著 新潮社
し 2231 0000099309 塩の道(奥州西海道)見て歩記 本宮町歴史文化サークル
し 2232 0000099341 塩の道をたどる
し 2233 0000119420 自壊する帝国 佐藤優:著 新潮社
し 2234 0000084731 鹿男あをによし 万城目学:著 幻冬舎
し 2235 0000129544 滋賀県の山 分県登山ガイド 片岡浜子:〔ほか〕著 山と渓谷社
し 2236 0000126086 自家製大図鑑 家庭でもつくれる手づくり食品レシピ100 エイムック 1688 枻出版社
し 2237 0000184333 自家製味噌のすすめ 日本の食文化再生に向けて 石村真一:編著 雄山閣
し 2238 0000091595 鹿の王 下 上橋菜穂子:著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
し 2239 0000091587 鹿の王 上 上橋菜穂子:著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
し 2240 0000169037 屍人荘の殺人 今村昌弘:著 東京創元社
し 2241 0000072801 死がやさしく笑っても 北方謙三:著 角川書店
し 2242 0000069682 叱られる力 聞く力 2 文春新書 960 阿川佐和子:著 文藝春秋
し 2243 0000108530 時間の森
し 2244 0000092759 史記 武帝紀 2 北方謙三:〔著〕 角川春樹事務所
し 2245 0000092742 史記 武帝紀 3 北方謙三:〔著〕 角川春樹事務所
し 2246 0000092734 史記 武帝紀 4 北方謙三:〔著〕 角川春樹事務所
し 2247 0000092726 史記 武帝紀 5 北方謙三:〔著〕 角川春樹事務所
し 2248 0000092718 史記 武帝紀 6 北方謙三:〔著〕 角川春樹事務所
し 2249 0000092684 史記 武帝紀 7 北方謙三:〔著〕 角川春樹事務所
し 2250 0000102582 四季彩彩
し 2251 0000087593 色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年 村上春樹:著 文藝春秋
し 2252 0000079210 四季で味わう豊かな人生 随筆のつぼみ～咲かせて実らせるのは貴方です 高山精雄:著 文芸社



一般書等（書名による五十音リスト）

し 2253 0000103457 四季の花のちぎり絵カード 初めての人にも楽しく作れる 佐藤せつ:著 海竜社
し 2254 0000122564 子宮ガン 早期発見早期治療が最もたいせつ 女医さんシリーズ 上坊敏子:著 主婦の友社
し 2255 0000101402 詩吟・剣舞読本 妻木　正麟
し 2256 0000077065 死刑台から教壇へ 私が体験した韓国現代史 康宗憲:著 角川学芸出版
し 2257 0000070938 自決こころの法廷 沢地久枝:著 日本放送出版協会
し 2258 0000122507 重富健一著作選集 第3巻〔上〕 重富健一:著 光陽出版社
し 2259 0000122499 重富健一著作選集 第3巻〔下〕 重富健一:著 光陽出版社
し 2260 0000168682 試験にでる小論文「10大テーマ」の受かる書き方 大学受験 樋口裕一:著 青春出版社
し 2261 0000118786 思考の整理学 ちくま文庫 外山滋比古:著 筑摩書房
し 2262 0000070516 仕事は楽しいかね? デイル・ドーテン:著 きこ書房
し 2263 0000096776 事実は小説よりも虚しく 短編小説 親を救えるか・悲願
し 2264 0000096800 事実は小説よりも虚しく 短編小説 親を救えるか・悲願
し 2265 0000096792 事実は小説よりも虚しく 短編小説 親を救えるか・悲願
し 2266 0000117846 詩集 大いなる日に 高村光太郎 道統社
し 2267 0000130054 詩集 智恵子抄その後 高村光太郎 龍星閣
し 2268 0000116632 思春期・こころの病 その病理を読み解く 吉田脩二:著 高文研
し 2269 0000069674 思春期にがんばってる子 お母さんもお父さんも、おまえのことが大好きだよ。たとえ学校へ行けなくても、おまえは、とってもいい奴だよ。 明橋大二:著 １万年堂出版
し 2270 0000098004 思春期は訴える 子どもの非行は大人の避行 福田年宏:著 築地書館
し 2271 0000057463 地震イツモノート キモチの防災マニュアル ポプラ文庫 し5-1 地震イツモプロジェクト:編 ポプラ社
し 2272 0000126441 詩人の妻 高村智恵子ノート 郷原宏:著 未来社
し 2273 0000091959 地震のひみつ 学研まんが新ひみつシリーズ 翠川三郎:監修 学研教育出版
し 2274 0000129601 静岡県の山 分県登山ガイド 加田勝利:著 山と渓谷社
し 2275 0000068205 静かな大地 池沢夏樹:著 朝日新聞社
し 2276 0000207936 しずくちゃん 33 ぎぼりつこ:作・絵 岩崎書店
し 2277 0000207928 しずくちゃん 34 ぎぼりつこ:作・絵 岩崎書店
し 2278 0000085134 沈まぬ太陽 1 山崎豊子:著 新潮社
し 2279 0000085126 沈まぬ太陽 2 山崎豊子:著 新潮社
し 2280 0000085118 沈まぬ太陽 3 山崎豊子:著 新潮社
し 2281 0000085100 沈まぬ太陽 4 山崎豊子:著 新潮社
し 2282 0000085092 沈まぬ太陽 5 山崎豊子:著 新潮社
し 2283 0000079004 沈むさかな 式田ティエン:著 宝島社
し 2284 0000082842 至誠の人松平容保 星亮一:著 新人物往来社
し 2285 0000180703 視線 鈴木康士画集 鈴木康士:著 新紀元社
し 2286 0000112110 自然木で木工 ネイチャーズクラフト 安藤光典:著 農山漁村文化協会
し 2287 0000123141 自然治癒力を高める連続講座 ９ ほんの木:編
し 2288 0000080556 自然のことのは ネイチャー・プロ編集室:構成・文 幻冬舎
し 2289 0000112292 自然を楽しむワイルドクラフト ネイチャーズクラフト 岩沢亮:著 農山漁村文化協会



一般書等（書名による五十音リスト）

し 2290 0000112201 自然を楽しむワイルドクラフト ネイチャーズクラフト 岩沢亮:著 農山漁村文化協会
し 2291 0000090332 持続する志 講談社文芸文庫 大江健三郎:〔著〕 講談社
し 2292 0000097121 時代小説 戊辰冬椿 総集編 高橋　善作
し 2293 0000090324 時代小説五十人集 下 新潮社:編 新潮社
し 2294 0000090316 時代小説五十人集 上 新潮社:編 新潮社
し 2295 0000077636 死体の叫び 保険金殺人鑑定 上野正彦:著 ぶんか社
し 2296 0000069336 死体は生きている 上野正彦:著 角川書店
し 2297 0000069328 死体は悲しい愛を語る 上野正彦:著 東京書籍
し 2298 0000066365 死体は切なく語る 上野正彦:著 東京書籍
し 2299 0000080374 時代を駆ける新島八重 野口信一:著 歴史春秋出版
し 2300 0000191643 下舘跡発掘調査報告書(第1次) 大玉村文化財調査報告書 第11集 大玉村教育委員会 大玉村教育委員会
し 2301 0000191759 下舘跡発掘調査報告書(第2次) 大玉村文化財調査報告書 第12集 大玉村教育委員会 大玉村
し 2302 0000099002 下町ロケット 池井戸潤:著 小学館
し 2303 0000170969 下町ロケット 〔3〕 池井戸潤:著 小学館
し 2304 0000170993 下町ロケット 〔4〕 池井戸潤:著 小学館
し 2305 0000158592 下町ロケット 2 池井戸潤:著 小学館
し 2306 0000097519 七三一部隊のはなし 十代のあなたへのメッセージ 西野留美子:著 明石書店
し 2307 0000077503 七大陸最高峰に立って 田部井淳子:著 小学館
し 2308 0000167957 字通 白川静:著 平凡社
し 2309 0000113175 しつけ 親の役割・教師の役割 渡邊　專一
し 2310 0000152199 湿原 下 加賀乙彦:著 朝日新聞社
し 2311 0000152207 湿原 上 加賀乙彦:著 朝日新聞社
し 2312 0000081950 実作 俳句入門 藤田湘子:著 立風書房
し 2313 0000183277 実践サバイバルのすすめ 日本の自然は食材の宝庫!災害時にもスグに役に立つ飢えない生活術が身につく本 ひと目でわかる!図解 大海淳:著 主婦と生活社
し 2314 0000119982 実践マーケティング 市場を読む!売れ筋をつかむ! ビジネス常識BOOK 竹内裕明:著 かんき出版
し 2315 0000122523 知っていますか 身近な薬草 福島県の薬用植物 福島県 (社)福島県薬剤師会
し 2316 0000113324 知ってて知らないからだ常識 健康法100問チェック 第2集 プレイブックス 松原英多:著 青春出版社
し 2317 0000059022 室内犬のしつけと飼い方 愛犬の上手なしつけ方から、楽しく育てる方法まで 日本文芸社
し 2318 0000097592 失敗しないさし木・つぎ木・とり木 尾亦芳則:著 西東社
し 2319 0000101857 失敗しない配偶者選び 県民性と相性〈西日本編〉
し 2320 0000065250 執筆前夜 女性作家10人が語る、プロの仕事の舞台裏。 Lacet 恩田陸:〔ほか述〕 新風舎
し 2321 0000116020 実用介護事典 新しい介護シリーズ 大田仁史:監修 講談社
し 2322 0000115576 実例 古文書判読演習 樋口政則:著 名著出版
し 2323 0000081315 実録死体農場 ビル・バス:著 小学館
し 2324 0000184986 事典古代の祭祀と年中行事 岡田莊司:編 吉川弘文館
し 2325 0000207357 自転しながら公転する 山本文緒:著 新潮社
し 2326 0000072306 児童虐待 現場からの提言 岩波新書　新赤版 １０３０ 川崎二三彦:著 岩波書店



一般書等（書名による五十音リスト）

し 2327 0000071878 自灯明 捨てる自分、活かす自分 玄侑宗久:著 三笠書房
し 2328 0000119008 私とシュタイナー教育 いま「学校」が失ったもの 子安美知子:著 学陽書房
し 2329 0000090407 死に急ぐ鯨たち 安部公房:著 新潮社
し 2330 0000068049 死神の精度 伊坂幸太郎:著 文藝春秋
し 2331 0000072926 死ぬ気まんまん 佐野洋子:著 光文社
し 2332 0000077347 死ぬまでになすべきこと 子供や配偶者はあてになりません 式田和子:著 主婦の友社
し 2333 0000072769 死ねばいいのに 京極夏彦:著 講談社
し 2334 0000098418 死の影に生きて 太平洋戦争下の中学生勤労動員日記 一九四四年一月一九日～一九四五年八月二八日 シリーズ・戦争の証言 1 小熊宗克:著 太平出版社
し 2335 0000097055 詩のささげもの 宗左近:著 新潮社
し 2336 0000069856 地の日天の海 下 内田康夫:著 角川書店
し 2337 0000069807 地の日天の海 上 内田康夫:著 角川書店
し 2338 0000089599 忍びの国 和田竜:著 新潮社
し 2339 0000086587 地の星 流転の海 第2部 宮本輝:著 新潮社
し 2340 0000084632 死は炎のごとく アジア・ノワール 梁石日:著 毎日新聞社
し 2341 0000122457 痔は自分でここまで治せる 痔の自己診断法から家庭での治療法、対処法まで専門医が詳しく解説 ビタミン文庫 山田紀彦:著 マキノ出版
し 2342 0000090662 司馬遼太郎の「遺言」 司馬遼太郎さんと私 夕刊フジ:編 産経新聞ニュースサービス

し 2343 0000075085 痺れる 沼田まほかる:著 光文社
し 2344 0000114033 事物起源辞典 衣食住編 朝倉治彦:〔ほか〕編 東京堂出版
し 2345 0000149989 自分でできる薬草ウマブドウ健康法 村上昌久:著 リヨン社
し 2346 0000170191 自分と子どもを放射能から守るには 今日からできる!キッチンでできる!チェルノブイリからのアドバイス ウラジーミル・バベンコ:著 世界文化社
し 2347 0000069096 自分の小さな「箱」から脱出する方法 人間関係のパターンを変えれば、うまくいく! アービンジャー・インスティチュート:著 大和書房
し 2348 0000065722 自分の中に毒を持て あなたは“常識人間”を捨てられるか 青春文庫 岡本太郎:著 青春出版社
し 2349 0000118885 自分の脳を自分で育てる たくましい脳をつくり、じょうずに使う くもんジュニアサイエンス 川島隆太:著 くもん出版
し 2350 0000078246 自分のバイオリズム〈完全版〉 幸運の波を先読みキャッチ! Seishun super books 高橋秀美:著 青春出版社
し 2351 0000070334 じぶんの花を 相田みつを:著 文化出版局
し 2352 0000083907 自分を愛して！ 病気と不調があなたに伝える〈からだ〉からのメッセージ リズ・ブルボー:著 ハート出版
し 2353 0000088716 自分をまもる本 いじめ、もうがまんしない ローズマリー・ストーンズ:著 晶文社
し 2354 0000097717 自閉症児の心を育てる その理解と療育 石井哲夫:著 明石書店
し 2355 0000097378 シベリア抑留秘史
し 2356 0000072967 死亡推定時刻 朔立木:著 光文社
し 2357 0000084814 資本主義の未来 レスター・Ｃ・サロー:〔著〕 TBSブリタニカ
し 2358 0000193037 志麻さんの台所ルール 毎日のごはん作りがラクになる、一生ものの料理のコツ タサン志麻:著 河出書房新社
し 2359 0000078691 島田紳助100の言葉 島田紳助:著 ヨシモトブックス
し 2360 0000129643 島根県の山 分県登山ガイド 長野至:〔ほか〕著 山と渓谷社
し 2361 0000078683 縞模様のパジャマの少年 ジョン・ボイン:作 岩波書店
し 2362 0000193813 自民党発!『原発のない国へ』宣言 2050年カーボンニュートラル実現に向けて 秋本真利:著 東京新聞
し 2363 0000082958 使命と魂のリミット 東野圭吾:著 新潮社



一般書等（書名による五十音リスト）

し 2364 0000089896 下北の大地 会津藩士広沢安任の生涯 星亮一:著 教育書籍
し 2365 0000097543 下北の大地 会津藩士広沢安任の生涯 星亮一:著 教育書籍
し 2366 0000066480 下山の思想 幻冬舎新書 い-5-2 五木寛之:著 幻冬舎
し 2367 0000119651 社会人のための法律Q&A オフィスウーノ
し 2368 0000080614 弱者の兵法 野村流必勝の人材育成論・組織論 野村克也:著 アスペクト
し 2369 0000181180 若冲 ぞうと出会った少年
し 2370 0000076778 寂聴生きいき帖 瀬戸内寂聴:著 祥伝社
し 2371 0000120121 寂聴般若心経 生きるとは 瀬戸内寂聴:著 中央公論社
し 2372 0000151027 写真アルバム 二本松・本宮の昭和
し 2373 0000192732 写真集 長崎の証言 増補改訂版 村里　榮著著 JRP日本リアリズム写真集団長崎支部

し 2374 0000106179 写真集 本宮
し 2375 0000116871 写真でみる日本生活図引 1 須藤功:編 弘文堂
し 2376 0000116863 写真でみる日本生活図引 2 須藤功:編 弘文堂
し 2377 0000116889 写真でみる日本生活図引 3 須藤功:編 弘文堂
し 2378 0000116905 写真でみる日本生活図引 4 須藤功:編 弘文堂
し 2379 0000116897 写真でみる日本生活図引 6 須藤功:編 弘文堂
し 2380 0000116913 写真で見る日本生活図引 つどう 須藤　功
し 2381 0000075481 社長をだせ!実録クレームとの死闘 川田茂雄:著 宝島社
し 2382 0000170233 借金2000万円を抱えた僕にドSの宇宙さんが教えてくれた超うまくいく口ぐせ 小池浩:著 サンマーク出版
し 2383 0000087254 シャッター切ってアジアを食す 三留理男:著 講談社
し 2384 0000089342 しゃばけ 畠中恵:著 新潮社
し 2385 0000108365 ジャム ジャム２５種・ペクチンの手づくりから販売まで 食品加工シリーズ ８ 小清水正美:著 農山漁村文化協会
し 2386 0000111039 写山楼谷文晁
し 2387 0000082446 上海 魔都100年の興亡 ハリエット・サージェント:〔著〕 新潮社
し 2388 0000077438 上海の長い夜 文革の嵐を耐え抜いた女性の物語 下 鄭念:著 原書房
し 2389 0000077446 上海の長い夜 文革の嵐を耐え抜いた女性の物語 上 鄭念:著 原書房
し 2390 0000073015 ジャンプ 佐藤正午:著 光文社
し 2391 0000090977 銃・病原菌・鉄 一万三〇〇〇年にわたる人類史の謎 下 ジャレド・ダイアモンド:著 草思社
し 2392 0000075846 銃・病原菌・鉄 一万三〇〇〇年にわたる人類史の謎 上 ジャレド・ダイアモンド:著 草思社
し 2393 0000123919 週2日だけ働いて農業で1000万円稼ぐ法 堀口博行:著 ダイヤモンド社
し 2394 0000162198 縦横無尽 小川千甕という生き方 小川千甕:著 求龍堂
し 2395 0000186429 週間朝日 臨時増刊 緊急復刊アサヒグラフ 東北関東大震災全記録 山口　一臣 朝日新聞
し 2396 0000109595 祝儀・吉書・呪符 中世村落の祈りと呪術 中世史研究選書 中野豈任:著 吉川弘文館
し 2397 0000113381 週休２日で子どもの頭が悪くなる！？ 尾木直樹:監修 主婦と生活社
し 2398 0000098806 従軍記 父が伝えたかったこと 佐藤　義治吉田　千鶴子
し 2399 0000068353 十五歳の残像 江国香織:著 新潮社
し 2400 0000082453 十歳のきみへ 九十五歳のわたしから 日野原重明:著 冨山房インターナショナル



一般書等（書名による五十音リスト）

し 2401 0000060129 柔道技バイブル 歴戦の柔道家が明かすワザの極意 SPORTS BIBLEシリーズ ベースボール・マガジン社:編 ベースボール・マガジン社

し 2402 0000065698 十二番目の天使 オグ・マンディーノ:著 求竜堂
し 2403 0000112144 週末自然観察入門 身近で出会う生きものたちのおもしろさ Ｏｕｔｄｏｏｒ　Ａ　ｔｏ　Ｚ－アウトドアのすべてがわかる－ １１ 藤本和典:著 山と渓谷社
し 2404 0000069112 シューマンの指 奥泉光:著 講談社
し 2405 0000093104 重耳 下 宮城谷昌光:著 講談社
し 2406 0000092908 重耳 上 宮城谷昌光:著 講談社
し 2407 0000093112 重耳 中 宮城谷昌光:著 講談社
し 2408 0000065383 周遊記 大内　賢一
し 2409 0000171058 周遊記 大内　賢一 歴史春秋出版株式会社
し 2410 0000109074 十六菊花紋の謎 日本民族の源流を探る 岩田明:著 潮文社
し 2411 0000070953 十六の話 司馬遼太郎:著 中央公論社
し 2412 0000071829 祝福 玄侑宗久:著 筑摩書房
し 2413 0000076323 宿命 「よど号」亡命者たちの秘密工作 高沢皓司:著 新潮社
し 2414 0000192427 シュトルム詩集 カラー版 世界の詩集5 訳：藤原　定 角川書店
し 2415 0000060087 ジュニアユースサッカーコーチングブック 育成年代の指導コンセプト&トレーニング・メニュー SPORTS BIBLEシリーズ サッカークリニック編集部:編集 ベースボール・マガジン社

し 2416 0000112516 樹皮を編む 谷川栄子の野山を編む 谷川栄子:著 農山漁村文化協会
し 2417 0000207076 趣味の酒つくり ドブロクをつくろう 笹野好太郎 農文協
し 2418 0000093229 修羅の都 会津藩燃ゆ 序章 星亮一:著 教育書籍
し 2419 0000076026 ジュリエット 伊島りすと:著 角川書店
し 2420 0000189100 首里の馬 高山羽根子:著 新潮社
し 2421 0000118497 受領と地方社会 日本史リブレット 12 佐々木恵介:著 山川出版社
し 2422 0000094250 手話(てことば)の本 1 井崎哲也:監修 あすなろ書房
し 2423 0000094227 手話(てことば)の本 2 井崎哲也:監修 あすなろ書房
し 2424 0000094235 手話(てことば)の本 3 井崎哲也:監修 あすなろ書房
し 2425 0000207290 手話でうたおうベスト50 下原幸世ほか 民衆社
し 2426 0000206953 手話によるメッセージソング 手遊び感覚で楽しめる 伊藤嘉子
し 2427 0000165753 手話の絵事典 基本表現がよくわかる 全国手話研修センター:監修 ＰＨＰ研究所
し 2428 0000080754 殉愛 百田尚樹:著 幻冬舎
し 2429 0000061309 純恋-スミレ- なぁな:著 スターツ出版
し 2430 0000107581 旬の地魚料理づくし 野村祐三:著 講談社
し 2431 0000073734 女医 下 シドニィ・シェルダン:作 アカデミー出版
し 2432 0000073742 女医 上 シドニィ・シェルダン:作 アカデミー出版
し 2433 0000106302 詳解会津若松城下絵図 甦る、いにしえの会津若松城下 野口信一:企画構成・監修・執筆 歴史春秋出版
し 2434 0000115907 小学館 プログレッシブ和英中辞典 近藤いね子:編集主幹 小学館
し 2435 0000116392 小学館西和中辞典 桑名一博:〔ほか〕編集 小学館
し 2436 0000059147 小学生から「新聞」を読む子は大きく伸びる! 1日10分の習慣ですごい効果! 池上彰:著 すばる舎
し 2437 0000098038 小学生の心がわかる本 低学年と高学年でちがう処方箋 健康双書 原田正文:著 農山漁村文化協会



一般書等（書名による五十音リスト）

し 2438 0000105486 城郭と城下町 1 小学館
し 2439 0000104786 城郭と城下町 10 小学館
し 2440 0000104869 城郭と城下町 2 小学館
し 2441 0000104851 城郭と城下町 3 小学館
し 2442 0000104844 城郭と城下町 4 小学館
し 2443 0000104836 城郭と城下町 5 小学館
し 2444 0000104828 城郭と城下町 6 小学館
し 2445 0000104810 城郭と城下町 7 小学館
し 2446 0000104802 城郭と城下町 8 小学館
し 2447 0000104794 城郭と城下町 9 小学館
し 2448 0000108340 生姜と葱の本 たっぷり食べて体質改善 蘇先生の家庭薬膳 蘇川博:著 農山漁村文化協会
し 2449 0000060475 将棋の子 講談社文庫 大崎善生:〔著〕 講談社
し 2450 0000192310 少国民体験をさぐる ボクラ少国民 補巻 山中　恒 辺境社
し 2451 0000192336 少国民ノート 山中　恒
し 2452 0000090787 城塞 下巻 司馬遼太郎:著 新潮社
し 2453 0000090803 城塞 上巻 司馬遼太郎:著 新潮社
し 2454 0000090795 城塞 中巻 司馬遼太郎:著 新潮社
し 2455 0000078303 常識として知っておきたい日本語 柴田武:著 幻冬舎
し 2456 0000086272 少女 ハヤカワ・ミステリワールド 湊かなえ:著 早川書房
し 2457 0000084269 小説 福島の方言 ややまひろし 民報印刷
し 2458 0000094367 小説「聖書」 旧約篇 ウォルター・ワンゲリン:著 徳間書店
し 2459 0000094383 小説「聖書」 使徒行伝 ウォルター・ワンゲリン:著 徳間書店
し 2460 0000094375 小説「聖書」 新約篇 ウォルター・ワンゲリン:著 徳間書店
し 2461 0000090191 小説・あぜ道の歌 小林哲:著 文芸社
し 2462 0000077230 小説・秒速５センチメートル Ａ　ｃｈａｉｎ　ｏｆ　ｓｈｏｒｔ　ｓｔｏｒｉｅｓ　ａｂｏｕｔ　ｔｈｅｉｒ　ｄｉｓｔａｎｃｅ ダ・ヴィンチブックス 新海誠:著 メディアファクトリー
し 2463 0000093039 小説上杉鷹山 下巻 童門冬二:著 学陽書房
し 2464 0000091306 小説上杉鷹山 下巻 童門冬二:著 学陽書房
し 2465 0000091280 小説上杉鷹山 下巻 童門冬二:著 学陽書房
し 2466 0000093047 小説上杉鷹山 上巻 童門冬二:著 学陽書房
し 2467 0000091298 小説上杉鷹山 上巻 童門冬二:著 学陽書房
し 2468 0000091314 小説上杉鷹山 上巻 童門冬二:著 学陽書房
し 2469 0000140749 小説智恵子抄 佐藤春夫:著 実業之日本社
し 2470 0000141085 小説智恵子抄 角川文庫 佐藤春夫:〔著〕 角川書店
し 2471 0000162156 小説土佐堀川 女性実業家・広岡浅子の生涯 古川智映子:著 潮出版社
し 2472 0000071506 小説明治大学 大下英治:著 ぶんか社
し 2473 0000193250 肖像に見る福島を築いた人々 平成13年度 夏の企画展 福島県立博物館
し 2474 0000071357 情緒の教育 岡潔:〔著〕 灯影舎



一般書等（書名による五十音リスト）

し 2475 0000167841 小動物の飼い方図鑑 ワイド版・動物図鑑シリーズ 河野朝城:監修 日東書院本社
し 2476 0000088674 聖徳太子 日と影の王子 下 黒岩重吾:著 文芸春秋
し 2477 0000091009 聖徳太子 日と影の王子 上 黒岩重吾:著 文藝春秋
し 2478 0000166678 情と理 カミソリ後藤田回顧録 下 講談社+α文庫 G137-2 後藤田正晴:〔著〕 講談社
し 2479 0000166660 情と理 カミソリ後藤田回顧録 上 講談社+α文庫 G137-1 後藤田正晴:〔著〕 講談社
し 2480 0000076851 少年H 下巻 妹尾河童:著 講談社
し 2481 0000076695 少年H 上巻 妹尾河童:著 講談社
し 2482 0000106757 少年少女の体育・スポーツ全集 9 岩崎書店
し 2483 0000119685 少年犯罪 からだの声を聴かなくなった脳 健康双書 瀬口豊広:著 農山漁村文化協会
し 2484 0000102830 少年ブーム 昭和レトロの流行もの 串間努:著 晶文社
し 2485 0000059980 少年野球勝つための基本とテクニック 走攻守の基本を学んで試合に勝つ 実用BEST BOOKS 小野寺信介:著 日本文芸社
し 2486 0000105189 常磐炭田の時代
し 2487 0000097915 消防車が好きになる本 知っていれば消防車を見る目が変わる イカロスMOOK 木下慎次:著 イカロス出版
し 2488 0000071399 情報は１冊のノートにまとめなさい １００円でつくる万能「情報整理ノート」 Ｎａｎａブックス ００６９ 奥野宣之:著 ナナ・コーポレート・コミュニケーション

し 2489 0000110833 縄文絵巻 福島県立博物館
し 2490 0000109942 縄文時代の基礎的構造 東北地方南部の歴史的個性 日下部善己
し 2491 0000140350 縄文人・弥生人は何を食べたか 普及版・季刊考古学 渡辺誠:編 雄山閣出版
し 2492 0000116517 縄文人は飲んべえだった ハイテクで探る古代の日本 岩田一平:著 朝日新聞社
し 2493 0000099622 縄文の響き 奥会津 BOON文化シリーズ 4 奥会津書房
し 2494 0000114587 縄文のマツリと暮らし 先史日本を復元する 3 小杉康:著 岩波書店
し 2495 0000140327 縄文のムラと社会 先史日本を復元する 2 松本直子:著 岩波書店
し 2496 0000118554 縄文の豊かさと限界 日本史リブレット 2 今村啓爾:著 山川出版社
し 2497 0000180000 縄文文化の研究 1 加藤晋平:〔ほか〕編集 雄山閣
し 2498 0000179986 縄文文化の研究 10 加藤晋平:〔ほか〕編集 雄山閣
し 2499 0000178624 縄文文化の研究 3 加藤晋平:〔ほか〕編集 雄山閣
し 2500 0000178632 縄文文化の研究 4 加藤晋平:〔ほか〕編集 雄山閣
し 2501 0000178640 縄文文化の研究 5 加藤晋平:〔ほか〕編集 雄山閣
し 2502 0000180026 縄文文化の研究 6 加藤晋平:〔ほか〕編集 雄山閣
し 2503 0000180018 縄文文化の研究 7 加藤晋平:〔ほか〕編集 雄山閣出版
し 2504 0000179978 縄文文化の研究 8 加藤晋平:〔ほか〕編集 雄山閣
し 2505 0000178616 縄文文化の研究 9 加藤晋平:〔ほか〕編集 雄山閣
し 2506 0000062182 庄屋日記にみる江戸の世相と暮らし Minerva21世紀ライブラリー 56 成松佐恵子:著 ミネルヴァ書房
し 2507 0000192351 勝利ノ日マデ ボクラ少国民 第五部 山中　恒 辺境社
し 2508 0000078238 症例A 多島斗志之:著 角川書店
し 2509 0000105270 昭和・平成家庭史年表 1926→1995 下川耿史:編 河出書房新社
し 2510 0000193326 昭和46年度 壇遺跡調査報告書
し 2511 0000191452 昭和57年度民俗文化財地域伝承活動事業資料 福島県の民俗芸能 福島県教育委員会



一般書等（書名による五十音リスト）

し 2512 0000191239 昭和期の戦争資料展 保原町歴史文化資料館 保原町教育委員会
し 2513 0000084772 小惑星探査機はやぶさの大冒険 星のかけらを拾って地球に戻るまで、６０億キロを、７年間かけて旅をした惑星探査機の運命。 山根一眞:著 マガジンハウス
し 2514 0000117770 昭和史 決定版 10 毎日新聞社
し 2515 0000117788 昭和史 決定版 11 毎日新聞社
し 2516 0000117796 昭和史 決定版 12 毎日新聞社
し 2517 0000117812 昭和史 決定版 13 毎日新聞社
し 2518 0000117994 昭和史 決定版 14 毎日新聞社
し 2519 0000117952 昭和史 決定版 15 毎日新聞社
し 2520 0000118075 昭和史 決定版 16 毎日新聞社
し 2521 0000118034 昭和史 決定版 17 毎日新聞社
し 2522 0000118141 昭和史 決定版 18 毎日新聞社
し 2523 0000117960 昭和史 決定版 2 毎日新聞社
し 2524 0000106294 昭和史 決定版 3 毎日新聞社
し 2525 0000118000 昭和史 決定版 4 毎日新聞社
し 2526 0000118042 昭和史 決定版 5 毎日新聞社
し 2527 0000118083 昭和史 決定版 6 毎日新聞社
し 2528 0000118125 昭和史 決定版 7 毎日新聞社
し 2529 0000118166 昭和史 決定版 8 毎日新聞社
し 2530 0000106286 昭和史 決定版 別巻 1 毎日新聞社
し 2531 0000118117 昭和史 決定版 別巻 2 毎日新聞社
し 2532 0000103408 昭和時代の傑作玩具
し 2533 0000104646 昭和史の事典 佐々木隆爾:編 東京堂出版
し 2534 0000091215 昭和史発掘 3 松本清張:著 文藝春秋
し 2535 0000091173 昭和史発掘 4 松本清張:著 文藝春秋
し 2536 0000091132 昭和史発掘 5 松本清張:著 文藝春秋
し 2537 0000107029 昭和戦史 大玉村従軍録
し 2538 0000096412 昭和天皇 第4部 福田和也:著 文藝春秋
し 2539 0000171355 昭和天皇の時代 4 運命の決断 保阪正康 ユーキャン
し 2540 0000183491 昭和天皇の戦争 「昭和天皇実録」に残されたこと・消されたこと 山田朗:著 岩波書店
し 2541 0000082248 昭和の犬 Perspective kid 姫野カオルコ:著 幻冬舎
し 2542 0000101998 昭和のくらし博物館 らんぷの本 小泉和子:文 河出書房新社
し 2543 0000130195 昭和文学全集 高村光太郎集・萩原朔太郎集 22 角川書店版
し 2544 0000098749 昭和萬葉集 巻十三
し 2545 0000098756 昭和萬葉集 巻四
し 2546 0000084822 ジョーカー・ゲーム 柳広司:著 角川書店
し 2547 0000090860 諸葛孔明 下 陳舜臣:著 中央公論社
し 2548 0000090878 諸葛孔明 上 陳舜臣:著 中央公論社



一般書等（書名による五十音リスト）

し 2549 0000059188 贖罪 酒井法子:著 朝日新聞出版
し 2550 0000086363 贖罪 ミステリ・フロンティア 55 湊かなえ:著 東京創元社
し 2551 0000108043 食材図典 Ｆｏｏｄ’ｓ　ｆｏｏｄ ２ 小学館
し 2552 0000107706 食材図典 FOOD’S FOOD 生鮮食材篇 小学館
し 2553 0000109363 食辞林 日本の食べ物・語源考 興津要:著 双葉社
し 2554 0000102103 食卓を脅かす食品照射 トニー・ウェブ:〔ほか〕著 三一書房
し 2555 0000067231 食堂かたつむり 小川糸:著 ポプラ社
し 2556 0000072041 食の堕落と日本人 小泉武夫:著 東洋経済新報社
し 2557 0000121608 食の堕落を救え! スローフードの挑戦者たち 小泉武夫:編著 広済堂出版
し 2558 0000107623 食の地図 日本各地の味を楽しむ 帝国書院編集部:著 帝国書院
し 2559 0000166223 職場体験学習に行ってきました。 中学生が本物の「仕事」をやってみた! 12 全国中学校進路指導・キャリア教育連絡協議会:監修 学研プラス
し 2560 0000166231 職場体験学習に行ってきました。 中学生が本物の「仕事」をやってみた! 13 全国中学校進路指導・キャリア教育連絡協議会:監修 学研プラス
し 2561 0000166249 職場体験学習に行ってきました。 中学生が本物の「仕事」をやってみた! 14 全国中学校進路指導・キャリア教育連絡協議会:監修 学研プラス
し 2562 0000166256 職場体験学習に行ってきました。 中学生が本物の「仕事」をやってみた! 15 全国中学校進路指導・キャリア教育連絡協議会:監修 学研プラス
し 2563 0000101774 食品の裏側 みんな大好きな食品添加物 安部司:著 東洋経済新報社
し 2564 0000126656 植物 タイムライフインターナショナル

し 2565 0000053462 植物 ニューワイド学研の図鑑 学研
し 2566 0000088146 植物図鑑 有川浩:著 角川書店
し 2567 0000114918 植物と行事 その由来を推理する 朝日選書 478 湯浅浩史:著 朝日新聞社
し 2568 0000109538 植物と考古学 考古学選書 40 ジョフリー・ディンブルビー:著 雄山閣出版
し 2569 0000114009 植物と民俗 民俗民芸双書 87 宇都宮貞子:著 岩崎美術社
し 2570 0000121012 植物の進化を探る 岩波新書 青版 705 前川文夫:著 岩波書店
し 2571 0000171876 食物アレルギーキャラクター図鑑 赤澤 晃 日本図書センター
し 2572 0000123158 食養で治すメタボリックシンドローム 内臓脂肪をつけずに燃やす 健康双書 藤城博:著 農山漁村文化協会
し 2573 0000080119 食をうたう 詩歌にみる人生の味わい 原田信男:著 岩波書店
し 2574 0000099382 諸国道中金の草鞋
し 2575 0000099424 諸国道中金の草鞋 六
し 2576 0000079384 女子アナ鑑賞案内 伊達直太:〔ほか〕著 同朋舎
し 2577 0000096438 女性カメラマンがとらえた沖縄と自衛隊 石川真生:写真・文 高文研
し 2578 0000094334 女性なら誰でも「母親」になれるのか 講談社ニューハードカバー 斎藤茂太:著 講談社
し 2579 0000109926 女性の仕事と生活の農村史 叢書聞きがたり農村史 2 東敏雄:編著 御茶の水書房
し 2580 0000082529 女性の品格 装いから生き方まで ＰＨＰ新書 ４１８ 坂東真理子:著 ＰＨＰ研究所
し 2581 0000082552 女性は「話し方」で９割変わる リュウ・ブックスアステ新書 ０４２ 福田健:著 経済界
し 2582 0000089722 初代総理伊藤博文 下 豊田穣:著 講談社
し 2583 0000089714 初代総理伊藤博文 上 豊田穣:著 講談社
し 2584 0000090654 女帝わが名は則天武后 山颯:著 草思社
し 2585 0000090472 書で綴る維新の群像 広論社出版局:編 広論社



一般書等（書名による五十音リスト）

し 2586 0000106690 書道 かな 伊藤　鳳雲
し 2587 0000082495 女優森光子 心にしみる芸談・人生観 長谷川正人:著 本の泉社
し 2588 0000150326 地雷をふんだゾウ 藤原幸一:写真・文 岩崎書店
し 2589 0000066845 白川静さんに学ぶ漢字は怖い 小山鉄郎:著 共同通信社
し 2590 0000100255 白川静著作集 １ 白川静:著 平凡社
し 2591 0000100313 白川静著作集 １０ 白川静:著 平凡社
し 2592 0000100305 白川静著作集 １１ 白川静:著 平凡社
し 2593 0000100297 白川静著作集 １２ 白川静:著 平凡社
し 2594 0000100289 白川静著作集 ２ 白川静:著 平凡社
し 2595 0000100271 白川静著作集 ３ 白川静:著 平凡社
し 2596 0000100263 白川静著作集 ４ 白川静:著 平凡社
し 2597 0000100230 白川静著作集 ５ 白川静:著 平凡社
し 2598 0000100222 白川静著作集 ６ 白川静:著 平凡社
し 2599 0000100354 白川静著作集 ７ 白川静:著 平凡社
し 2600 0000100347 白川静著作集 ８ 白川静:著 平凡社
し 2601 0000100339 白川静著作集 ９ 白川静:著 平凡社
し 2602 0000106146 しらさわ地元学
し 2603 0000192021 白沢村史 各論編Ⅰ 旧村沿革 民俗 白沢村史編纂委員会 白沢村
し 2604 0000192013 白沢村史　各論編Ⅱ　自然・地名・人物 白沢村史編纂委員会 白沢村
し 2605 0000192039 白沢村史　資料編　原始・古代・中世・近世・近代 白沢村史編纂委員会 白沢村
し 2606 0000105593 白沢村史 通史編
し 2607 0000110551 白沢の文化財 第10集 年中行事 白沢村教育委員会
し 2608 0000110601 白沢の文化財 第11集 民謡とわらべ歌 白沢村教育委員会
し 2609 0000110569 白沢の文化財 第12集 方言 白沢村教育委員会
し 2610 0000110643 白沢の文化財 第13集 ことわざとなぞ 白沢村教育委員会
し 2611 0000110593 白沢の文化財 第14集 名木・名勝地 白沢村教育委員会
し 2612 0000110585 白沢の文化財 第17集 白沢村のこじら講 白沢村教育委員会
し 2613 0000110510 白沢の文化財 第19集 白沢村の指定文化財と桜 白沢村教育委員会
し 2614 0000116582 白沢の文化財 第1集 民俗芸能と伝説 白沢村教育委員会
し 2615 0000111112 白沢の文化財 第2集 石造文化財 白沢村教育委員会白沢村文化財調査委員会

し 2616 0000111104 白沢の文化財 第3集 埋蔵文化財 白沢村教育委員会白沢村文化財調査委員会

し 2617 0000110650 白沢の文化財 第4集 白沢村教育委員会
し 2618 0000110619 白沢の文化財 第5集 絵馬 白沢村教育委員会
し 2619 0000110635 白沢の文化財 第6集 寺院と仏像 白沢村教育委員会
し 2620 0000110577 白沢の文化財 第7集 神社と伝説 白沢村教育委員会
し 2621 0000110544 白沢の文化財 第8集 昔話と伝説 白沢村教育委員会
し 2622 0000110627 白沢の文化財 第9集 古文書 白沢村教育委員会



一般書等（書名による五十音リスト）

し 2623 0000119586 知らなかった‘借金’完全マニュアル こんなにスゴイ!面白い!「借金」の現場 造事務所:編著 ダイヤモンド社
し 2624 0000156240 調べてみよう!!地面のボタンのなぞ 一番えらいボタンをさがせ!! 日本土地家屋調査士会連合会:編 日本加除出版
し 2625 0000049551 シリーズ鳥獣害を考える 1 農山漁村文化協会
し 2626 0000165720 シリーズ昔の農具 1 小川直之:監修 農山漁村文化協会
し 2627 0000165738 シリーズ昔の農具 2 小川直之:監修 農山漁村文化協会
し 2628 0000165746 シリーズ昔の農具 3 小川直之:監修 農山漁村文化協会
し 2629 0000121491 自律神経失調症の生活法 図解最新治療で治す 主婦と生活社
し 2630 0000153007 自立をささえるケア イラスト図解アイデア介護 2 小山朝子:著 旬報社
し 2631 0000140319 資料・日本歴史図録 笹間良彦:編著 柏書房
し 2632 0000077917 城あるきのススメ 春風亭昇太:著 小学館
し 2633 0000079269 白い犬とワルツを テリー・ケイ:著 新潮社
し 2634 0000060640 白いジャージ 2 ｒｅＹ:著 スターツ出版
し 2635 0000060632 白いジャージ 3 ｒｅＹ:著 スターツ出版
し 2636 0000060624 白いジャージ 4 ｒｅＹ:著 スターツ出版
し 2637 0000061101 白いジャージ 5 ｒｅＹ:著 スターツ出版
し 2638 0000061093 白いジャージ 6 ｒｅＹ:著 スターツ出版
し 2639 0000061135 白いジャージ 7 ｒｅＹ:著 スターツ出版
し 2640 0000061143 白いジャージ 8 ｒｅＹ:著 スターツ出版
し 2641 0000061150 白いジャージ 最終章 ｒｅＹ:著 スターツ出版
し 2642 0000060657 白いジャージ 先生と私 ｒｅＹ:著 スターツ出版
し 2643 0000150318 白い街あったかい雪 ポプラ社の絵本 23 鎌田實:文 ポプラ社
し 2644 0000093468 白樫の樹の下で 青山文平:著 文藝春秋
し 2645 0000152447 白露の風 風になった人に 門田徳子作品集 千田敬一木下真由美 門田百合子
し 2646 0000085266 白の十字架 森村誠一:著 角川書店
し 2647 0000107300 城の日本史 ビジュアル版 内藤昌:編著 角川書店
し 2648 0000191148 しろばんば 井上　靖 中央公論社
し 2649 0000082974 白夜行 東野圭吾:著 集英社
し 2650 0000067165 白ゆき姫殺人事件 湊かなえ:著 集英社
し 2651 0000102236 私を元気にするメイク にこにこブックス 2 かづきれいこ:著 筑摩書房
し 2652 0000071613 死を学ぶ 最期の日々を輝いて 柏木哲夫:著 有斐閣
し 2653 0000093484 新 日本古典文学大系 総目録
し 2654 0000122721 新・骨盤ダイエット お尻編 芝崎義夫:著 高橋書店
し 2655 0000114215 新・福島の和算 福島県和算研究保存会
し 2656 0000116053 新英和大辞典 小稲義男:〔ほか〕編 研究社
し 2657 0000115915 新英和中辞典 小稲義男:〔ほか〕編 研究社
し 2658 0000129999 進化 ライフ大自然シリーズ 1 ルース・ムーア:著 タイムライフインターナショナル

し 2659 0000121293 深海生物ファイル あなたの知らない暗黒世界の住人たち 北村雄一:著 ネコ・パブリッシング



一般書等（書名による五十音リスト）

し 2660 0000187625 新型コロナウイルス 正しく怖がるにはどうすればいいのか 木村良一:著 扶桑社
し 2661 0000093609 神去なあなあ日常 三浦しをん:著 徳間書店
し 2662 0000158683 真紅の人 蒲原二郎:著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
し 2663 0000089847 信玄戦旗 松本清張:〔著〕 角川書店
し 2664 0000168336 人口減少時代の土地問題 「所有者不明化」と相続、空き家、制度のゆくえ 中公新書 2446 吉原祥子:著 中央公論新社
し 2665 0000065342 信仰に迷わぬ百問答 織田隆弘:著 密門会出版部
し 2666 0000193136 震災遺産を考える 次の10年へつなぐために 福島県立博物館
し 2667 0000191510 震災からの教育復興 〔2〕 国立教育政策研究所:監修 悠光堂
し 2668 0000156588 震災避難所の史料 新潟県中越地震・東日本大震災 矢田俊文、長岡市立中央図書館文書資料室

し 2669 0000082941 新参者 東野圭吾:著 講談社
し 2670 0000046227 新十戒 シドニィ・シェルダン:作 アカデミー出版
し 2671 0000102004 新社会人のための101の常識
し 2672 0000120972 新釈・からだ事典 Medical essay 渡辺淳一:著 集英社
し 2673 0000105635 新宗教と日本人 浅見定雄:著 晩声社
し 2674 0000112730 信州の湖紀行 秘められた湖沼100選 窪田文明:著 郷土出版社
し 2675 0000086934 人生がときめく片づけの魔法 近藤麻理恵:著 サンマーク出版
し 2676 0000149963 人生がときめく片づけの魔法 2 近藤麻理恵:著 サンマーク出版
し 2677 0000120261 新世紀ビジュアル大辞典 学研
し 2678 0000077354 人生の贈り物 あなたの探し物は何ですか？ スペンサー・ジョンソン:著 扶桑社
し 2679 0000083709 人生のシナリオを書き換えるイメージの法則 第3の目と4つのシークレット 超☆きらめき 001 牧野内大史:著 ヒカルランド
し 2680 0000077867 人生の願いをかなえるイメージング 自信があふれ出す心の法則 ジョイ石井:著 青春出版社
し 2681 0000055707 人生は、楽しんだ者が勝ちだ 私の履歴書 米沢富美子:著 日本経済新聞出版社
し 2682 0000087122 人生はドンマイドンマイ 美輪明宏:著 家の光協会
し 2683 0000086462 人生はニャンとかなる! 明日に幸福をまねく68の方法 水野敬也:著 文響社
し 2684 0000084251 人生を変える「奇跡のコース」の教え マリアン・ウィリアムソン:著 太陽出版
し 2685 0000180802 しんせかい 山下澄人:著 新潮社
し 2686 0000072660 新世界より 下 貴志祐介:著 講談社
し 2687 0000072678 新世界より 上 貴志祐介:著 講談社
し 2688 0000113746 親切の不思議 第23回全日本「小さな親切」作文コンクール

し 2689 0000114280 新選漢和辞典 小林信明:編 小学館
し 2690 0000097535 新選組 沖田総司 星亮一:編 教育書籍
し 2691 0000152066 新選組血風録 司馬遼太郎:著 中央公論新社
し 2692 0000097550 新選組副長土方歳三 星亮一:編 教育書籍
し 2693 0000087957 心臓を貫かれて マイケル・ギルモア:著 文藝春秋
し 2694 0000183830 人体内放射能の除去技術 挙動と除染のメカニズム 青木芳朗:編 講談社
し 2695 0000112862 寝台列車の旅 時間をかける贅沢旅行 Shotor travel 『サライ』編集部:編 小学館
し 2696 0000115824 新潮世界文学小辞典 伊藤整:〔ほか〕編集 新潮社



一般書等（書名による五十音リスト）

し 2697 0000117853 新潮日本文学アルバム 8 新潮社
し 2698 0000158816 死んでいない者 滝口悠生:著 文藝春秋
し 2699 0000074476 シンデレラ・コンプレックス コレット・ダウリング:著 三笠書房
し 2700 0000083865 震度０ 横山秀夫:著 朝日新聞社
し 2701 0000076216 震度7を生き抜く 大震災から命を守るために 田代明美:著 時空出版
し 2702 0000114520 神と舞う俳優たち 伝承芸能の民俗 写真叢書 須藤功:著 青弓社
し 2703 0000178368 シンドラーに救われた少年 レオン・レイソン:著 河出書房新社
し 2704 0000106351 新日本紀行 風土に生きる人びと
し 2705 0000106328 新日本紀行1 春を待つ家族 北海道・東北
し 2706 0000106310 新日本紀行2 伝統に生きる 北陸・中部・関東
し 2707 0000106336 新日本紀行3 神々のふるさと 近畿・中国
し 2708 0000106344 新日本紀行4 南国の四季 四国・九州
し 2709 0000130609 新日本古典文学大系 1 佐竹昭広:〔ほか〕編集委員 岩波書店
し 2710 0000130591 新日本古典文学大系 11 佐竹昭広:〔ほか〕編集委員 岩波書店
し 2711 0000127183 新日本古典文学大系 12 佐竹昭広:〔ほか〕編集委員 岩波書店
し 2712 0000127241 新日本古典文学大系 13 佐竹昭広:〔ほか〕編集委員 岩波書店
し 2713 0000127282 新日本古典文学大系 14 佐竹昭広:〔ほか〕編集委員 岩波書店
し 2714 0000127324 新日本古典文学大系 15 佐竹昭広:〔ほか〕編集委員 岩波書店
し 2715 0000127316 新日本古典文学大系 16 佐竹昭広:〔ほか〕編集委員 岩波書店
し 2716 0000130617 新日本古典文学大系 17 佐竹昭広:〔ほか〕編集委員 岩波書店
し 2717 0000127209 新日本古典文学大系 19 佐竹昭広:〔ほか〕編集委員 岩波書店
し 2718 0000130641 新日本古典文学大系 2 佐竹昭広:〔ほか〕編集委員 岩波書店
し 2719 0000127233 新日本古典文学大系 20 佐竹昭広:〔ほか〕編集委員 岩波書店
し 2720 0000127225 新日本古典文学大系 21 佐竹昭広:〔ほか〕編集委員 岩波書店
し 2721 0000127217 新日本古典文学大系 22 佐竹昭広:〔ほか〕編集委員 岩波書店
し 2722 0000127274 新日本古典文学大系 23 佐竹昭広:〔ほか〕編集委員 岩波書店
し 2723 0000127357 新日本古典文学大系 24 佐竹昭広:〔ほか〕編集委員 岩波書店
し 2724 0000130567 新日本古典文学大系 25 佐竹昭広:〔ほか〕編集委員 岩波書店
し 2725 0000130476 新日本古典文学大系 28 佐竹昭広:〔ほか〕編集委員 岩波書店
し 2726 0000139618 新日本古典文学大系 29 佐竹昭広:〔ほか〕編集委員 岩波書店
し 2727 0000130682 新日本古典文学大系 3 佐竹昭広:〔ほか〕編集委員 岩波書店
し 2728 0000127308 新日本古典文学大系 30 佐竹昭広:〔ほか〕編集委員 岩波書店
し 2729 0000130542 新日本古典文学大系 31 佐竹昭広:〔ほか〕編集委員 岩波書店
し 2730 0000127407 新日本古典文学大系 32 佐竹昭広:〔ほか〕編集委員 岩波書店
し 2731 0000139733 新日本古典文学大系 33 佐竹昭広:〔ほか〕編集委員 岩波書店
し 2732 0000139691 新日本古典文学大系 34 佐竹昭広:〔ほか〕編集委員 岩波書店
し 2733 0000139709 新日本古典文学大系 36 佐竹昭広:〔ほか〕編集委員 岩波書店



一般書等（書名による五十音リスト）

し 2734 0000139717 新日本古典文学大系 37 佐竹昭広:〔ほか〕編集委員 岩波書店
し 2735 0000127373 新日本古典文学大系 38 佐竹昭広:〔ほか〕編集委員 岩波書店
し 2736 0000130526 新日本古典文学大系 39 佐竹昭広:〔ほか〕編集委員 岩波書店
し 2737 0000130666 新日本古典文学大系 4 佐竹昭広:〔ほか〕編集委員 岩波書店
し 2738 0000127399 新日本古典文学大系 41 佐竹昭広:〔ほか〕編集委員 岩波書店
し 2739 0000139428 新日本古典文学大系 52 佐竹昭広:〔ほか〕編集委員 岩波書店
し 2740 0000139774 新日本古典文学大系 57 佐竹昭広:〔ほか〕編集委員 岩波書店
し 2741 0000139410 新日本古典文学大系 58 佐竹昭広:〔ほか〕編集委員 岩波書店
し 2742 0000130492 新日本古典文学大系 59 佐竹昭広:〔ほか〕編集委員 岩波書店
し 2743 0000127191 新日本古典文学大系 60 佐竹昭広:〔ほか〕編集委員 岩波書店
し 2744 0000130674 新日本古典文学大系 62 佐竹昭広:〔ほか〕編集委員 岩波書店
し 2745 0000130625 新日本古典文学大系 64 佐竹昭広:〔ほか〕編集委員 岩波書店
し 2746 0000130534 新日本古典文学大系 66 佐竹昭広:〔ほか〕編集委員 岩波書店
し 2747 0000139659 新日本古典文学大系 67 佐竹昭広:〔ほか〕編集委員 岩波書店
し 2748 0000139667 新日本古典文学大系 68 佐竹昭広:〔ほか〕編集委員 岩波書店
し 2749 0000127258 新日本古典文学大系 71 佐竹昭広:〔ほか〕編集委員 岩波書店
し 2750 0000130583 新日本古典文学大系 73 佐竹昭広:〔ほか〕編集委員 岩波書店
し 2751 0000130559 新日本古典文学大系 75 佐竹昭広:〔ほか〕編集委員 岩波書店
し 2752 0000127290 新日本古典文学大系 8 佐竹昭広:〔ほか〕編集委員 岩波書店
し 2753 0000130500 新日本古典文学大系 82 佐竹昭広:〔ほか〕編集委員 岩波書店
し 2754 0000139683 新日本古典文学大系 83 佐竹昭広:〔ほか〕編集委員 岩波書店
し 2755 0000130484 新日本古典文学大系 87 佐竹昭広:〔ほか〕編集委員 岩波書店
し 2756 0000127332 新日本古典文学大系 88 佐竹昭広:〔ほか〕編集委員 岩波書店
し 2757 0000127381 新日本古典文学大系 89 佐竹昭広:〔ほか〕編集委員 岩波書店
し 2758 0000130658 新日本古典文学大系 90 佐竹昭広:〔ほか〕編集委員 岩波書店
し 2759 0000130633 新日本古典文学大系 92 佐竹昭広:〔ほか〕編集委員 岩波書店
し 2760 0000127431 新日本古典文学大系 94 佐竹昭広:〔ほか〕編集委員 岩波書店
し 2761 0000139675 新日本古典文学大系 95 佐竹昭広:〔ほか〕編集委員 岩波書店
し 2762 0000139600 新日本古典文学大系 96 佐竹昭広:〔ほか〕編集委員 岩波書店
し 2763 0000127449 新日本古典文学大系 97 佐竹昭広:〔ほか〕編集委員 岩波書店
し 2764 0000127340 新日本古典文学大系 99 佐竹昭広:〔ほか〕編集委員 岩波書店
し 2765 0000139626 新日本古典文学大系 別巻 佐竹昭広:〔ほか〕編集委員 岩波書店
し 2766 0000127365 新日本古典文学大系 別巻〔2〕 佐竹昭広:〔ほか〕編集委員 岩波書店
し 2767 0000127266 新日本古典文学大系 別巻〔3〕 佐竹昭広:〔ほか〕編集委員 岩波書店
し 2768 0000139725 新日本古典文学大系 別巻〔4〕 佐竹昭広:〔ほか〕編集委員 岩波書店
し 2769 0000127175 新日本古典文学大系 別巻〔5〕 佐竹昭広:〔ほか〕編集委員 岩波書店
し 2770 0000072504 審判 白水Ｕブックス １５４ カフカ:著 白水社



一般書等（書名による五十音リスト）

し 2771 0000080481 新版劒岳 点の記 新田次郎:原作 文藝春秋
し 2772 0000120766 神秘の儀式 平伏愛 モリアオガエル観察記 今井速水
し 2773 0000111898 新ふくしまの低山５０ ハイキングガイド 奥田博:著 歴史春秋出版
し 2774 0000117531 新福島風土記
し 2775 0000120469 人物20世紀 樺山紘一:〔ほか〕編集 講談社
し 2776 0000109835 神仏混淆の歴史探訪 東京美術選書 36 川口謙二:著 東京美術
し 2777 0000130088 人物書誌大系 8 日外アソシエーツ
し 2778 0000206961 新聞紙で遊ぼう！「雨の日だってへっちゃら！」 熊丸みつ子:著 かもがわ出版
し 2779 0000169425 新ペープサート カンタンにつくれて、すぐ楽しめる! 阿部恵:著 ひかりのくに
し 2780 0000080317 神へ帰る ニール・ドナルド・ウォルシュ:著 サンマーク出版
し 2781 0000116798 新編大言海 大槻文彦:著 富山房
し 2782 0000116830 新編日本史辞典 京大日本史辞典編纂会:編 東京創元社
し 2783 0000088336 新三河物語 下巻 宮城谷昌光:著 新潮社
し 2784 0000088393 新三河物語 上巻 宮城谷昌光:著 新潮社
し 2785 0000151852 新約太宰治 田中和生:著 講談社
し 2786 0000168344 新訳日本奥地紀行 東洋文庫 840 イザベラ・バード:〔著〕 平凡社
し 2787 0000070920 深夜特急 第１便 沢木耕太郎:著 新潮社
し 2788 0000116491 新弥生紀行 北の森から南の海へ
し 2789 0000066316 親鸞 完結篇下 五木寛之:著 講談社
し 2790 0000066282 親鸞 完結篇上 五木寛之:著 講談社
し 2791 0000093013 親鸞 激動篇下 五木寛之:著 講談社
し 2792 0000093021 親鸞 激動篇上 五木寛之:著 講談社
し 2793 0000066241 親鸞 下 五木寛之:著 講談社
し 2794 0000066324 親鸞 上 五木寛之:著 講談社
し 2795 0000095588 人類の誕生と大移動 生命ふしぎ図鑑 イアン・タターソル:著 西村書店東京出版編集部
し 2796 0000109736 神話伝説事典
し 2797 0000122465 歯原病 悪い噛み合わせがあなたの体を蝕んでいる 佐藤収:著 現代書林
し 2798 0000076349 真珠夫人 下 中島丈博:著 扶桑社
し 2799 0000076356 真珠夫人 上 中島丈博:著 扶桑社
し 2800 0000130070 実説・智恵子抄 草野心平 弥生書房
し 2801 0000158808 四十九日のレシピ ポプラ文庫 い4-2 伊吹有喜:〔著〕 ポプラ社
す 2802 0000123620 水 その学際的アプローチ 日本学術振興会:編集 日本学術振興会
す 2803 0000076182 水晶婚 玉岡かおる:著 講談社
す 2804 0000083048 水神 下 帚木蓬生:著 新潮社
す 2805 0000083089 水神 上 帚木蓬生:著 新潮社
す 2806 0000109132 水洗トイレは古代にもあった トイレ考古学入門 黒崎直:著 吉川弘文館
す 2807 0000084277 垂直の記憶 岩と雪の7章 山野井泰史:著 山と渓谷社



一般書等（書名による五十音リスト）

す 2808 0000100511 スイッチを押すとき 山田悠介:著 文芸社
す 2809 0000121806 水田のはたらき エコロジカル・ライフ 関矢信一郎:著 家の光協会
す 2810 0000123422 水田ものがたり 縄文時代から現代まで 山崎不二夫:〔著〕 山崎農業研究所
す 2811 0000122275 水は答えを知っている その結晶にこめられたメッセージ 江本勝:著 サンマーク出版
す 2812 0000107847 炊飯器でホットケーキミックスのおやつ Very Easy! Gakken Hit Mook 飯田順子:〔著〕 学研
す 2813 0000108175 炊飯器料理 ごはんもおかずも一緒にスイッチオン！ ブティック・ムック ｎｏ．８１４ ブティック社
す 2814 0000177204 水墨画・旅の自然美 水墨画の達人シリーズ 62 手塚五峰:著 秀作社出版
す 2815 0000106617 水墨淡彩十二ヶ月 井村夢丘
す 2816 0000181131 水力発電が日本を救う 今あるダムで年間2兆円超の電力を増やせる 竹村公太郎:著 東洋経済新報社
す 2817 0000088641 数学者が見た二本松戦争 武士道の精髄を尽くした戦い 渡部由輝:著 並木書房
す 2818 0000186270 数学者が見た二本松戦争 武士道の精髄を尽くした戦い 渡部由輝:著 並木書房
す 2819 0000109777 数字でみる日本の100年 日本国勢図会長期統計版 矢野恒太記念会:編 国勢社
す 2820 0000111344 スーパー日本史 スーパー文庫 古川清行:著 講談社
す 2821 0000125781 須恵器集成図録 第4巻 雄山閣出版
す 2822 0000141846 須恵器大成 田辺昭三 角川書店
す 2823 0000110114 須恵器窯跡の分布と変遷 考古学選書 36 中村浩:著 雄山閣出版
す 2824 0000089557 すえずえ 畠中恵:著 新潮社
す 2825 0000103622 スカーフアレンジの本 伝統のおしゃれな結び方 主婦の友社:編集 主婦の友社
す 2826 0000115766 図解 考古学辞典 水野清一:編 東京創元社
す 2827 0000113985 図解・単位の歴史辞典 小泉袈裟勝:編 柏書房
す 2828 0000141838 図解・日本の人類遺跡 小野昭:〔ほか〕編 東京大学出版会
す 2829 0000109157 図解・日本の中世遺跡 小野正敏:編集代表 東京大学出版会
す 2830 0000102277 図解運転テクニック この通りにやれば必ず上達する 川崎純子:著 日本実業出版社
す 2831 0000123836 図解おもしろ子ども菜園 教室、ベランダ、軒先で 竹村久生:著 農山漁村文化協会
す 2832 0000064832 図解造形美術の事典 技法と資料 東陽出版
す 2833 0000111716 図解漬け物お国めぐり 秋冬編 農山漁村文化協会:編 農山漁村文化協会
す 2834 0000120196 図解漬け物お国めぐり 春夏編 農山漁村文化協会:編 農山漁村文化協会
す 2835 0000103135 図解フラワーデザインの基礎知識 本多洋子:著 農山漁村文化協会
す 2836 0000107599 図解包丁さばき百科 魚・貝・肉・野菜・くだもの 主婦と生活社:編 主婦と生活社
す 2837 0000111542 図解やさしい盆栽づくり 小笠原伸二:著 家の光協会
す 2838 0000091611 過ぎ去りし王国の城 宮部みゆき:著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
す 2839 0000080846 好きな人がいる君へ 嘘みたいにうまくいく恋の法則 永尾カルビ:著 大和書房
す 2840 0000112870 すぐにできるドラム缶炭やき術 杉浦銀治:監修 創森社
す 2841 0000095661 スクラップ・アンド・ビルド 羽田圭介:著 文藝春秋
す 2842 0000104240 すぐれた脳に育てる 手と指の実践トレーニング33 久保田競:著 ＢＬ出版
す 2843 0000060293 すぐわかるラグビー ルールと試合 上田昭夫:監修 成美堂出版
す 2844 0000099440 鈴の鳴る道 花の詩画集 星野富弘:著 偕成社



一般書等（書名による五十音リスト）

す 2845 0000173286 鈴の鳴る道 花の詩画集 星野富弘:著 偕成社
す 2846 0000108845 図説 会津只見の民具
す 2847 0000173336 図説 いわきの歴史 里見庫男 郷土出版社
す 2848 0000105965 図説 大玉の歴史
す 2849 0000120493 図説 日本文化の歴史 1 小学館
す 2850 0000114371 図説 日本文化の歴史 10 小学館
す 2851 0000140418 図説 日本文化の歴史 11 小学館
す 2852 0000140426 図説 日本文化の歴史 12 小学館
す 2853 0000140442 図説 日本文化の歴史 13 小学館
す 2854 0000157602 図説 日本文化の歴史 2 小学館
す 2855 0000157594 図説 日本文化の歴史 3 小学館
す 2856 0000157586 図説 日本文化の歴史 4 小学館
す 2857 0000157578 図説 日本文化の歴史 5 小学館
す 2858 0000157610 図説 日本文化の歴史 6 小学館
す 2859 0000157560 図説 日本文化の歴史 7 小学館
す 2860 0000140434 図説 日本文化の歴史 8 小学館
す 2861 0000140459 図説 日本文化の歴史 9 小学館
す 2862 0000108969 図説 発掘が語る日本史 1 坪井清足:監修 新人物往来社
す 2863 0000117507 図説 福島県史 福島県
す 2864 0000096032 図説 福島県史 福島県
す 2865 0000174557 図説　福島県の岩石 福島県立博物館 福島県立博物館
す 2866 0000110478 図説 ふくしまの古墳 福島県立博物館
す 2867 0000110775 図説 ふくしまの古墳 福島県立博物館
す 2868 0000109181 図説 福島の仏像
す 2869 0000105981 図説　本宮乃歴史
す 2870 0000123794 図説・中国文化百華 ００９ 農山漁村文化協会
す 2871 0000108944 図説・中国文化百華 010 農山漁村文化協会
す 2872 0000113902 図説イェルサレムの歴史 ダン＝バハト:著 東京書籍
す 2873 0000114850 図説江戸時代食生活事典 日本風俗史学会:編 雄山閣出版
す 2874 0000116525 図説草木名彙辞典 柏書房
す 2875 0000105973 図説二本松・安達の歴史 福島県の歴史シリーズ 安藤公男:〔ほか〕編集委員 郷土出版社
す 2876 0000077537 図説幕末・維新おもしろ事典 三笠書房
す 2877 0000115626 図説仏教語大辞典 中村元:編著 東京書籍
す 2878 0000112235 図説盆栽実技 第１巻 木原進:著 農山漁村文化協会
す 2879 0000112227 図説盆栽実技 第２巻 木原進:著 農山漁村文化協会
す 2880 0000112219 図説盆栽実技 第３巻 木原進:著 農山漁村文化協会
す 2881 0000115105 図説民俗建築大事典 日本民俗建築学会:編 柏書房



一般書等（書名による五十音リスト）

す 2882 0000080853 ズッコケ中年三人組 那須正幹:著 ポプラ社
す 2883 0000086942 すっぴん魂 室井滋:著 文藝春秋
す 2884 0000087536 すっぴん魂カッパ巻 室井滋:著 文藝春秋
す 2885 0000069302 スティーブ・ジョブズ 1 ウォルター・アイザックソン:著 講談社
す 2886 0000069294 スティーブ・ジョブズ 2 ウォルター・アイザックソン:著 講談社
す 2887 0000088609 捨て犬を救う街 渡辺真子:著 WAVE出版
す 2888 0000087791 すてきなすてきな世界のため ハートソング 2 マティ・ステパネク:著 ＰＨＰ研究所
す 2889 0000183590 素敵な日本人 東野圭吾短編集 東野圭吾:著 光文社
す 2890 0000169458 ステップ 重松清:著 中央公論新社
す 2891 0000123026 ステップアップ集落営農 法人化とむらの和を両立させる 森本秀樹:著 農山漁村文化協会
す 2892 0000088104 ストーリー・セラー 有川浩:著 新潮社
す 2893 0000087346 ストレイト・ストーリー 村上竜:著 集英社
す 2894 0000060277 ストレッチバイブル アスリート編 SPORTS BIBLEシリーズ 長畑芳仁:著 ベースボール・マガジン社

す 2895 0000060269 ストレッチバイブル レベルアップ編 SPORTS BIBLEシリーズ 長畑芳仁:著 ベースボール・マガジン社

す 2896 0000060236 ストレッチバイブル レベルアップ編 SPORTS BIBLEシリーズ 長畑芳仁:著 ベースボール・マガジン社

す 2897 0000184093 ストロベリーライフ 荻原浩:著 毎日新聞出版
す 2898 0000067082 砂の王国 下 荻原浩:著 講談社
す 2899 0000066969 砂の王国 上 荻原浩:著 講談社
す 2900 0000069989 砂冥宮 内田康夫:著 実業之日本社
す 2901 0000186841 スノーデン・ファイル徹底検証 日本はアメリカの世界監視システムにどう加担してきたか 小笠原みどり:著 毎日新聞出版
す 2902 0000172684 スノーデン独白 消せない記録 エドワード・スノーデン:著 河出書房新社
す 2903 0000059642 スノーフィールドの楽しみ方 真っ白な雪の世界でもうひとつのアウトドア Outdoor handbook 14 清水秀俊:著 地球丸
す 2904 0000060426 ズバリ的中13星座占い Ｊ・Ｅ・ベッカー:著 日本文芸社
す 2905 0000078352 スピカ 原発占拠 高嶋哲夫:著 宝島社
す 2906 0000167197 スピノザ 実践の哲学 平凡社ライブラリー 440 Ｇ．ドゥルーズ:著 平凡社
す 2907 0000084434 スピン 山田悠介:〔著〕 角川書店
す 2908 0000117713 スペイン美術
す 2909 0000181149 すべてがうまくいく 素直な心が奇蹟を起こす 松下幸之助:文 ＰＨＰ研究所
す 2910 0000122739 住まいのダニとアトピー性皮膚炎 脱ステロイド療法の診断と治療 原重正:著 同時代社
す 2911 0000207498 スマホ脳 新潮新書 882 アンデシュ・ハンセン:著 新潮社
す 2912 0000111997 炭に生き炭に生かされて よみがえる炭&炭やき 金丸正江:著 創森社
す 2913 0000102889 住みよい家の間取りプラン 自分で間取りを考える本 家づくりの会:編著 主婦と生活社
す 2914 0000191494 住吉B遺跡発掘調査報告書(第1次・第2次) 大玉村文化財調査報告書 第7集 大玉村教育委員会 大玉村教育委員会
す 2915 0000088732 スローワルツの川 ロバート・ジェームズ・ウォラー:著 文芸春秋
す 2916 0000108902 図録 民具の基礎知識 “調べる歴史”への入門シリーズ 宮本馨太郎:編 柏書房
す 2917 0000109652 図録・近世女性生活史入門事典 原田伴彦:〔ほか〕著 柏書房
す 2918 0000191296 図録・山漁村生活史事典 秋山高志林英夫前村松夫三浦圭一森杉夫 柏書房株式会社



一般書等（書名による五十音リスト）

す 2919 0000113894 図録・石器入門事典 縄文 鈴木道之助:著 柏書房
す 2920 0000113951 図録・石器入門事典 先土器 加藤晋平:著 柏書房
す 2921 0000113944 図録・拓本入門事典 篠崎四郎:著 柏書房
す 2922 0000108936 図録・農民生活史事典 秋山高志:〔ほか〕編 柏書房
す 2923 0000114090 図録・民具入門事典 宮本馨太郎:編 柏書房
す 2924 0000174466 諏訪峠ブナ林調査(2005年8月) 片野伸雄
す 2925 0000174474 諏訪林道ﾌﾞﾅ林調査報告 2006年12月 片野伸雄
す 2926 0000082008 スワンレイク 野島伸司:著 幻冬舎
せ 2927 0000102632 生活復興のための15章
せ 2928 0000101212 生活便利大百科 学研
せ 2929 0000075507 世紀末・中国 中国ジャーナリスト集団:著 東銀座出版社
せ 2930 0000074732 生協の白石さん 白石昌則:著 講談社
せ 2931 0000126185 税金のしくみ 知りたいことがすぐわかる! ＴＳ税制研究グループ:著 新星出版社
せ 2932 0000097931 政権交代の内幕 民主党は日本をどう変えるのか Ｖｏｉｃｅ　ｓｅｌｅｃｔ 上杉隆:著 ＰＨＰ研究所
せ 2933 0000093195 靜御前伝説とその時代 悲劇の舞姫終焉の地 今泉　正顕 歴史春秋社
せ 2934 0000206979 せいさくパネルシアター 阿部恵 東洋文化出版
せ 2935 0000079145 セイジ 辻内智貴:著 筑摩書房
せ 2936 0000076752 生死長夜 瀬戸内寂聴:著 講談社
せ 2937 0000073528 政治的に正しいおとぎ話 ジェームズ・フィン・ガーナー:著 ディーエイチシー
せ 2938 0000078600 生死同源 篠原佳年:著 幻冬舎
せ 2939 0000083287 聖獣配列 下 松本清張:著 新潮社
せ 2940 0000083329 聖獣配列 上 松本清張:著 新潮社
せ 2941 0000066589 青春の門 第1部 五木寛之:著 講談社
せ 2942 0000066555 青春の門 第2部 五木寛之:著 講談社
せ 2943 0000066563 青春の門 第3部 五木寛之:著 講談社
せ 2944 0000066571 青春の門 第4部 五木寛之:著 講談社
せ 2945 0000066530 青春の門 第5部 五木寛之:著 講談社
せ 2946 0000066514 青春の門 第6部 五木寛之:著 講談社
せ 2947 0000082933 聖女の救済 東野圭吾:著 文芸春秋
せ 2948 0000169490 精神科医が教える3秒で部下に好かれる方法 伊藤直:著 文藝春秋
せ 2949 0000121947 精神障害 心の病と地域社会 河北新報社学芸部:編 無明舎出版
せ 2950 0000074187 正伝野口英世 北篤:著 毎日新聞社
せ 2951 0000071266 生と死の接点 河合隼雄:著 岩波書店
せ 2952 0000085142 聖なる怠け者の冒険 森見登美彦:著 朝日新聞出版
せ 2953 0000082123 聖なる母性より愛をこめて 愛の時代の訪れを告げる聖母意識からのメッセージ Anemone books 姫乃宮亜美:著 飛鳥新社
せ 2954 0000088450 聖なる恋愛コード81 あなたを至福に導くスピリチュアル恋愛術 Ｍａｓａｋｏ:著 徳間書店
せ 2955 0000097048 西南戦争 岩井護:著 成美堂出版



一般書等（書名による五十音リスト）

せ 2956 0000078212 制覇する者 下 竹島将:著 集英社
せ 2957 0000075788 制覇する者 上 竹島将:著 集英社
せ 2958 0000153114 生物30億年の進化史 Newton mook ダグラス・パルマー:著 ニュートンプレス
せ 2959 0000123646 生命とは何だろう？ 知のトレッキング叢書 長沼毅:著 集英社インターナショナル

せ 2960 0000122325 生命の暗号 2 村上和雄:著 サンマーク出版
せ 2961 0000122309 生命の暗号 あなたの遺伝子が目覚めるとき 村上和雄:著 サンマーク出版
せ 2962 0000126383 西洋の詩 東洋の詩 平川祐弘:著 河出書房新社
せ 2963 0000157867 西洋美術館 小学館
せ 2964 0000112334 世界「夢の旅」BEST50 Beautiful world 講談社
せ 2965 0000112326 世界「夢の旅」BEST50 Beautiful world 講談社
せ 2966 0000112342 世界「夢の旅」BEST50 Beautiful world 2 講談社
せ 2967 0000112300 世界遺産の旅 Green mook 小学館
せ 2968 0000095836 世界遺産姫路城を鉄骨でつつむ。 よみがえる白鷺城のすべて 文藝春秋:編 文藝春秋
せ 2969 0000112896 世界遺産マチュピチュ完全ガイド 地球の歩き方BOOKS ダイヤモンド・ビッグ社
せ 2970 0000166264 世界遺産マチュピチュに村を創った日本人 「野内与吉」物語 野内セサル良郎:編 新紀元社
せ 2971 0000180893 世界遺産マチュピチュに村を創った日本人 「野内与吉」物語 野内セサル良郎:編 新紀元社
せ 2972 0000059477 世界一のあきらめない心 なでしこジャパン栄光への軌跡 江橋よしのり:著 小学館
せ 2973 0000113704 世界一やさしい問題解決の授業 ｐｒｏｂｌｅｍ　ｓｏｌｖｉｎｇ　ｋｉｄｓ 渡辺健介:著 ダイヤモンド社
せ 2974 0000187559 世界一わかりやすい新型コロナウイルス完全対策BOOK 寺嶋毅:監修 宝島社
せ 2975 0000057513 世界一わかりやすい放射能の本当の話 正しく理解して、放射能から身を守る 別冊宝島編集部:編 宝島社
せ 2976 0000068189 世界がもし100人の村だったら 池田香代子:再話 マガジンハウス
せ 2977 0000060509 世界から猫が消えたなら 川村元気:著 マガジンハウス
せ 2978 0000113472 世界危機をチャンスに変えた幕末維新の知恵 ＰＨＰ新書 ６０６ 原口泉:著 ＰＨＰ研究所
せ 2979 0000099077 世界詩人全集 18 新潮社
せ 2980 0000192443 世界女流名詩集 カラー版 世界の詩集12 訳：深尾須磨子 角川書店角川書店
せ 2981 0000158170 世界全地図 ライブアトラス 講談社
せ 2982 0000158162 世界大地図 小学館
せ 2983 0000178418 世界でもっとも貧しい大統領ホセ・ムヒカの言葉 佐藤美由紀:著 双葉社
せ 2984 0000065102 世界の歌名曲集
せ 2985 0000184713 世界のおはなしむかーしむかし おはなしおばさんシリーズ⑤ 藤田浩子 一声社
せ 2986 0000087627 世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド 村上春樹:著 新潮社
せ 2987 0000119727 世界のグロービッシュ 1500語で通じる驚異の英語術 ジャン＝ポール・ネリエール:著 東洋経済新報社
せ 2988 0000104703 世界の国旗 森重民造:著 偕成社
せ 2989 0000155648 世界の詩集 カラー版 1 角川書店
せ 2990 0000109611 世界の食文化 1 石毛直道:監修 農山漁村文化協会
せ 2991 0000116590 世界の食文化 ２ 石毛直道:監修 農山漁村文化協会
せ 2992 0000109512 世界の食文化 3 石毛直道:監修 農山漁村文化協会



一般書等（書名による五十音リスト）

せ 2993 0000112409 世界のスパホテル The\best selection せきねきょうこ:著 河出書房新社
せ 2994 0000072058 世界の中心で、愛をさけぶ 片山恭一:著 小学館
せ 2995 0000112532 世界の名景ベスト50 渋川育由:編 河出書房新社
せ 2996 0000178483 世界の果てのこどもたち 中脇初枝:著 講談社
せ 2997 0000110320 世界の文化遺跡と日本を考える
せ 2998 0000184309 世界の文化遺跡と日本を考える 財)文化財保護振興財団
せ 2999 0000207837 世界の歴史 〔別巻1〕 集英社版・学習漫画 集英社
せ 3000 0000207845 世界の歴史 〔別巻2〕 集英社版・学習漫画 集英社
せ 3001 0000207639 世界の歴史 1 集英社版・学習漫画 集英社
せ 3002 0000207720 世界の歴史 10 集英社版・学習漫画 集英社
せ 3003 0000207738 世界の歴史 11 集英社版・学習漫画 集英社
せ 3004 0000207746 世界の歴史 12 集英社版・学習漫画 集英社
せ 3005 0000207753 世界の歴史 13 集英社版・学習漫画 集英社
せ 3006 0000207761 世界の歴史 14 集英社版・学習漫画 集英社
せ 3007 0000207779 世界の歴史 15 集英社版・学習漫画 集英社
せ 3008 0000207787 世界の歴史 16 集英社版・学習漫画 集英社
せ 3009 0000207795 世界の歴史 17 集英社版・学習漫画 集英社
せ 3010 0000207803 世界の歴史 18 集英社版・学習漫画 集英社
せ 3011 0000207811 世界の歴史 19 集英社版・学習漫画 集英社
せ 3012 0000207647 世界の歴史 2 集英社版・学習漫画 集英社
せ 3013 0000207829 世界の歴史 20 集英社版・学習漫画 集英社
せ 3014 0000207654 世界の歴史 3 集英社版・学習漫画 集英社
せ 3015 0000207662 世界の歴史 4 集英社版・学習漫画 集英社
せ 3016 0000207670 世界の歴史 5 集英社版・学習漫画 集英社
せ 3017 0000207688 世界の歴史 6 集英社版・学習漫画 集英社
せ 3018 0000207696 世界の歴史 7 集英社版・学習漫画 集英社
せ 3019 0000207704 世界の歴史 8 集英社版・学習漫画 集英社
せ 3020 0000207712 世界の歴史 9 集英社版・学習漫画 集英社
せ 3021 0000085746 世界は危険で面白い 渡部陽一:著 産経新聞出版
せ 3022 0000093310 世界文学全集 37 集英社
せ 3023 0000192450 世界恋愛名詩集 カラー版 世界の詩集11 編：宗　左近 角川書店
せ 3024 0000176941 関越えの郷 白河名所めぐり 椎名亮介 白河観光物産協会
せ 3025 0000099226 積達大概録
せ 3026 0000123059 積達大概録 巻一 菅野正一編集
せ 3027 0000123075 積達大概録 巻三 菅野正一編集
せ 3028 0000123067 積達大概録 巻二 菅野正一編集
せ 3029 0000117010 関根遺跡発掘調査報告書Ⅱ



一般書等（書名による五十音リスト）

せ 3030 0000099028 石仏寄進施主覚張
せ 3031 0000099069 石仏寄進施主覚張
せ 3032 0000114512 石仏調査ハンドブック 庚申懇話会:共著 雄山閣出版
せ 3033 0000172635 背高泡立草 古川真人:著 集英社
せ 3034 0000120089 接客サービス読本 お客様を満足させるサービスの極意! ぜんにち経営実務選書シリーズ 経営実務研究会:編 全日出版
せ 3035 0000107060 節供の古典 花と生活文化の歴史 桜井満:著 雄山閣出版
せ 3036 0000174821 雪原の足あと 坂本直行画文集 坂本直行:著 茗渓堂
せ 3037 0000088328 絶唱 湊かなえ:〔著〕
せ 3038 0000181123 摂食障害。食べて、吐いて、死にたくて。 遠野なぎこ:著 ブックマン社
せ 3039 0000103481 絶対かわいい!ひざ丈スカート S・M・Lサイズが作れます レディブティックシリーズ 1409 ブティック社
せ 3040 0000151662 絶対達成マインドのつくり方 科学的に自信をつける4つのステップ 横山信弘:著 ダイヤモンド社
せ 3041 0000094284 絶対話力 土岐大介:著 東洋経済新報社
せ 3042 0000078881 せっちゃんのごちそう 辛淑玉:著 日本放送出版協会
せ 3043 0000067686 切羽へ 井上荒野:著 新潮社
せ 3044 0000076638 絶筆 梨元です、恐縮です。 ぼくの突撃レポーター人生録 梨元勝:著 展望社
せ 3045 0000107979 絶品手づくりこんにゃく 秘伝わら灰こんにゃく、糸こんにゃくから、精粉こんにゃくまで 永田勝也:著 農山漁村文化協会
せ 3046 0000073916 ゼツメツ少年 重松清:著 新潮社
せ 3047 0000091967 絶滅動物のひみつ 2 学研まんが新ひみつシリーズ 今泉忠明:監修 学研教育出版
せ 3048 0000091975 絶滅動物のひみつ 学研まんが新ひみつシリーズ 今泉忠明:監修 学研教育出版
せ 3049 0000071571 瀬戸内寂聴さんと行く「源氏物語」こころの旅 家庭画報編集部:編 世界文化社
せ 3050 0000064865 せまり来る巨大地震 全家庭必備版 ニュートンムック 竹内均:総編集 ニュートンプレス
せ 3051 0000097014 蝉しぐれ 高橋照雄:著 新風舎
せ 3052 0000058586 セラピードッグの子守歌 認知症患者と犬たちの３５００日 介護ライブラリー 真並恭介:著 講談社
せ 3053 0000080465 零崎曲識の人間人間 講談社ノベルス ニJ-21 西尾維新:著 講談社
せ 3054 0000096891 零戦燃ゆ 飛翔篇 柳田邦男:著 文藝春秋
せ 3055 0000158543 禅、シンプル生活のすすめ 一日ひとつ、すぐにできる“心の洗い方” 知的生きかた文庫 ま41-1 枡野俊明:著 三笠書房
せ 3056 0000098426 戦火に生きた父母たち 東京泉南中 生徒の記録 聞き書き シリーズ・戦争の証言 7 小林桂三郎:編 太平出版社
せ 3057 0000171629 戦艦武蔵 新潮文庫 よ－５－１ 吉村昭:著 新潮社
せ 3058 0000094573 選挙参謀 関口哲平:著 角川書店
せ 3059 0000185140 全国高等学校野球選手権大会100回史 下巻 朝日新聞社:編著 朝日新聞出版
せ 3060 0000185132 全国高等学校野球選手権大会100回史 上巻 朝日新聞社:編著 朝日新聞出版
せ 3061 0000105924 戦国城と合戦 知れば知るほど 二木謙一:監修 実業之日本社
せ 3062 0000104737 戦国武将 知れば知るほど 実業之日本社
せ 3063 0000087874 戦後史の正体 1945-2012 「戦後再発見」双書 1 孫崎享:著 創元社
せ 3064 0000071886 禅語遊心 玄侑宗久:著 筑摩書房
せ 3065 0000098475 戦災孤児の記録 戦火に生きた子ら シリーズ・戦争の証言 2 田宮虎彦:編 太平出版社
せ 3066 0000178491 戦場のコックたち 深緑野分:著 東京創元社



一般書等（書名による五十音リスト）

せ 3067 0000083923 センス・オブ・ワンダー レイチェル・カーソン:〔著〕 新潮社
せ 3068 0000190546 せんせい。 新潮文庫 し-43-17 重松清:著 新潮社
せ 3069 0000118992 せんせいけらいになれ 理論社名作の愛蔵版 灰谷健次郎:著 理論社
せ 3070 0000071258 センセイの鞄 川上弘美:著 平凡社
せ 3071 0000072579 戦前の少年犯罪 管賀江留郎:著 築地書館
せ 3072 0000096974 戦争 血と涙で綴った証言 下巻 朝日新聞テーマ談話室:編 朝日ソノラマ
せ 3073 0000094763 戦争 血と涙で綴った証言 上巻 朝日新聞テーマ談話室:編 朝日ソノラマ
せ 3074 0000095018 戦争・平和と教育
せ 3075 0000116236 戦争のほんとうの恐さを知る財界人の直言 品川正治:著 新日本出版社
せ 3076 0000097204 戦争の横顔
せ 3077 0000067801 禅空を生きる アジャシャンティ:著 太陽出版
せ 3078 0000090050 仙台藩帰らざる戦士たち 歴史ドキュメント 星亮一:著 教育書籍
せ 3079 0000089938 仙台藩帰らざる戦士たち 歴史ドキュメント 星亮一:著 教育書籍
せ 3080 0000193342 選定ふくしまの水文化 (ファイル)
せ 3081 0000071837 禅と脳 「禅的生活」が脳と身体にいい理由 玄侑宗久:著 大和書房
せ 3082 0000088294 千日のマリア 小池真理子:著
せ 3083 0000075283 潜入 在日中国人の犯罪 富坂聡:著 文芸春秋
せ 3084 0000068890 千の風になって 新井満:日本語詩 講談社
せ 3085 0000074294 千の風になって ちひろの空 新井満:日本語詩 講談社
せ 3086 0000073148 千の花になって 斉木香津:著 小学館
せ 3087 0000187492 線は、僕を描く 砥上裕將:著 講談社
せ 3088 0000061127 センパイ・秘密の恋 前田希美:原案 学研パブリッシング
せ 3089 0000109348 前方後円墳 埋葬されない墓をもとめて 茂木雅博:著 同朋舎出版
せ 3090 0000121749 専門医が教えるうつに負けない５７の読む薬 Ｓｕｐｅｒ　ｄｏｃｔｏｒ　ｓｅｒｉｅｓ 斎藤茂太:著 幻冬舎
せ 3091 0000093393 千里眼運命の暗示 松岡圭祐:著 小学館
せ 3092 0000083238 千里眼トランス・オブ・ウォー 松岡圭祐:著 小学館
せ 3093 0000062240 川柳旅日記 その1 同成社江戸時代史叢書 29 山本光正:著 同成社
せ 3094 0000088633 千両花嫁 とびきり屋見立て帖 山本兼一:著 文藝春秋
そ 3095 0000070656 そういうふうにできている さくらももこ:著 新潮社
そ 3096 0000070615 そういうふうにできている さくらももこ:著 新潮社
そ 3097 0000078386 そうか、もう君はいないのか 城山三郎:著 新潮社
そ 3098 0000073007 象が空を 1982-1992 沢木耕太郎:著 文藝春秋
そ 3099 0000085563 造花の蜜 連城三紀彦:〔著〕 角川春樹事務所
そ 3100 0000108910 葬儀の歴史 雄山閣Books 3 芳賀登:著 雄山閣出版
そ 3101 0000070227 蒼穹の昴 下 浅田次郎:著 講談社
そ 3102 0000070235 蒼穹の昴 上 浅田次郎:著 講談社
そ 3103 0000104067 造形あそびアイデア事典 リサイクル クラフト 佐藤諒:著 東京書籍



一般書等（書名による五十音リスト）

そ 3104 0000130351 造型美論 高村光太郎 筑摩書房
そ 3105 0000120345 総合百科事典ポプラディア 1 ポプラ社
そ 3106 0000120436 総合百科事典ポプラディア 10 ポプラ社
そ 3107 0000120444 総合百科事典ポプラディア 11 ポプラ社
そ 3108 0000120428 総合百科事典ポプラディア 12 ポプラ社
そ 3109 0000120337 総合百科事典ポプラディア 3 ポプラ社
そ 3110 0000120329 総合百科事典ポプラディア 4 ポプラ社
そ 3111 0000120402 総合百科事典ポプラディア 5 ポプラ社
そ 3112 0000120394 総合百科事典ポプラディア 6 ポプラ社
そ 3113 0000120386 総合百科事典ポプラディア 7 ポプラ社
そ 3114 0000120378 総合百科事典ポプラディア 8 ポプラ社
そ 3115 0000120360 総合百科事典ポプラディア 9 ポプラ社
そ 3116 0000120451 総合百科事典ポプラディア プラス1-2005補遺 ポプラ社
そ 3117 0000074450 相剋の森 熊谷達也:著 集英社
そ 3118 0000077107 捜査官 末浦広海:著 講談社
そ 3119 0000105148 葬式はどうあるべきか 大倉隆浄:著 国書刊行会
そ 3120 0000081877 早春 その他 藤沢周平:著 文藝春秋
そ 3121 0000065805 想像ラジオ いとうせいこう:著 河出書房新社
そ 3122 0000116541 相続税は「不動産」で減らせ！ 専門家がそっと教える賢い節税法のすべて 曽根恵子:著 ＰＨＰ研究所
そ 3123 0000059212 そうだったのか!現代史 池上彰:著 ホーム社
そ 3124 0000193177 創立二十周年記念誌 大玉村立大玉中学校
そ 3125 0000099325 創立百周年記念誌 百年のあゆみ 福島県安達郡大玉村立大山小学校

そ 3126 0000066258 ソウルメイト 「運命の人」についての7つの考察 飯田史彦:著 ＰＨＰ研究所
そ 3127 0000087890 ソース あなたの人生の源は、ワクワクすることにある。 マイク・マクマナス:著 ヴォイス
そ 3128 0000138586 ソーセージの絵本 つくってあそぼう 8 伊賀の里モクモク手づくりファーム:へん 農山漁村文化協会
そ 3129 0000096537 祖神・守護神 東京美術選書 21 川口謙二:著 東京美術
そ 3130 0000110403 続 国見の民話 国見町教育委員会
そ 3131 0000114108 続 房総人物まんだら 清野文男
そ 3132 0000099432 続 戊辰冬椿 高橋　善作
そ 3133 0000116970 続・会津の歴史 葛西　富夫
そ 3134 0000106682 続・書道 かな 伊藤　鳳雲
そ 3135 0000193771 ぞくぞく村のちびっこおばけグー･スー･ピー ぞくぞく村のおばけシリーズ③ 末吉暁子 あかね書房
そ 3136 0000116624 素材　ｄｅ　料理 クッキング新事典 １ 学研
そ 3137 0000116616 素材de料理 クッキング新事典
そ 3138 0000071670 そして、死刑は執行された 続 合田士郎:著 恒友出版
そ 3139 0000082875 そして、だれも… 星新一ちょっと長めのショートショート ７ 星新一:作 理論社
そ 3140 0000074559 そして粛清の扉を 黒武洋:〔著〕 新潮社



一般書等（書名による五十音リスト）

そ 3141 0000074526 そしてベルナは星になった 郡司ななえ:著 ナナ・コーポレート・コミュニケーション

そ 3142 0000070367 育てたように子は育つ 相田みつをいのちのことば 相田みつを:書 小学館
そ 3143 0000070300 育てたように子は育つ 相田みつをいのちのことば 相田みつを:書 小学館
そ 3144 0000166066 卒業 雪月花殺人ゲーム 講談社文庫 東野圭吾:〔著〕 講談社
そ 3145 0000121798 速効!! ツボ健康法 芹沢勝助（筑波大学名誉教授） 緒方出版
そ 3146 0000121632 即効手のひらツボ秘法 最新医学が解明した高麗手指針新法の驚くべき効果 ビタミン文庫 谷津三雄:著 マキノ出版
そ 3147 0000079046 その子 鈴木その子:著 新潮社
そ 3148 0000106401 その時歴史が動いた 26 ＮＨＫ取材班:編 KTC中央出版
そ 3149 0000108431 そば 手打ち・そばつゆの技法から開店まで 食品加工シリーズ ２ 服部隆:著 農山漁村文化協会
そ 3150 0000080424 傍聞き 長岡弘樹:著 双葉社
そ 3151 0000136630 ソバの絵本 そだててあそぼう 8 またのとしこ:へん 農山漁村文化協会
そ 3152 0000172312 蕎麦屋のしきたり 藤村和夫
そ 3153 0000060160 ソフトボールピッチングの極意 トッププレーヤーに学ぶ! SPORTS BIBLEシリーズ ベースボール・マガジン社:編 ベースボール・マガジン社

そ 3154 0000087718 空 舞い降りた神秘の暗号 Ｍａｎａ:著 三楽舎プロダクション
そ 3155 0000073882 空が落ちる 下 シドニィ・シェルダン:著 アカデミー出版
そ 3156 0000073890 空が落ちる 上 シドニィ・シェルダン:著 アカデミー出版
そ 3157 0000166082 空から見ててね いのちをすくう“供血猫”ばた子の物語 集英社みらい文庫 は-3-1 はせがわまみ:写真・文 集英社
そ 3158 0000069609 空飛ぶ広報室 有川浩:著 幻冬舎
そ 3159 0000175646 空飛ぶタイヤ Jノベル・コレクション 池井戸潤:著 実業之日本社
そ 3160 0000072991 空の上で本当にあった心温まる物語 三枝理枝子:著 あさ出版
そ 3161 0000069476 空の中 有川浩:著 メディアワークス
そ 3162 0000060673 空の道 もう二度と流れない雲 続 наяч:著 アスキー・メディアワークス

そ 3163 0000151621 ソラマメの絵本 そだててあそぼう 71 こぐれきよし:へん 農山漁村文化協会
そ 3164 0000100388 それいけ！アンパンマン やなせたかし
そ 3165 0000088245 そろそろ「社会運動」の話をしよう 他人ゴトから自分ゴトへ。社会を変えるための実践論 田中優子:編 明石書店
そ 3166 0000086157 ソロモンの偽証 第2部 宮部みゆき:著 新潮社
そ 3167 0000086223 ソロモンの偽証 第3部 宮部みゆき:著 新潮社
そ 3168 0000140079 そんざい 精神衛生と教育 4月号 NOVA出版
そ 3169 0000170142 そんな軽い命なら私にください 余命ゼロいのちのメッセージ 渡部成俊:著 大和書房
そ 3170 0000120642 村落共同体と性的規範 夜這い概論 赤松啓介:著 言叢社
た 3171 0000077545 ダ・ヴィンチ・コード 下 ダン・ブラウン:著 角川書店
た 3172 0000077552 ダ・ヴィンチ・コード 上 ダン・ブラウン:著 角川書店
た 3173 0000193706 ターボ！ネコマンガ デスノバ
た 3174 0000127456 第35回全国高等学校総合文化祭 記録集
た 3175 0000118844 第50回愛鳥週間「全国野鳥保護のつどい」愛鳥文集 野鳥たちのメッセージ 第50回愛鳥週間「全国野鳥保護のつどい」福島県実行委員会

た 3176 0000103994 第70回県美協記念展 2002
た 3177 0000078584 ダイアナが遺した言葉 二十世紀の薔薇 須藤甚一郎:著 ケイエスエス



一般書等（書名による五十音リスト）

た 3178 0000078055 体育部長物語 関根　春生 文芸社
た 3179 0000179267 ダイイング・アイ 東野圭吾:著 光文社
た 3180 0000107458 ダイエットの秘訣は「日本の食生活全集」から学んだ おかずとおやつ編 和田はつ子:著 農山漁村文化協会
た 3181 0000107664 ダイエットの秘訣は「日本の食生活全集」から学んだ ごはんと汁もの編 和田はつ子:著 農山漁村文化協会
た 3182 0000157776 大絵馬ものがたり 1 須藤功:著 農山漁村文化協会
た 3183 0000157768 大絵馬ものがたり 2 須藤功:著 農山漁村文化協会
た 3184 0000157750 大絵馬ものがたり 3 須藤功:著 農山漁村文化協会
た 3185 0000157743 大絵馬ものがたり 4 須藤功:著 農山漁村文化協会
た 3186 0000157735 大絵馬ものがたり 5 須藤功:著 農山漁村文化協会
た 3187 0000092957 太王四神記 下 安秉道:著 晩声社
た 3188 0000092965 太王四神記 上 安秉道:著 晩声社
た 3189 0000118455 大王と地方豪族 日本史リブレット 5 篠川賢:著 山川出版社
た 3190 0000073197 体温を上げると健康になる 斎藤真嗣:著 サンマーク出版
た 3191 0000082107 大家族 嫁の夢・姑の知恵 橋田寿賀子:著 サイマル出版会
た 3192 0000187781 大河の一滴 五木寛之:著 幻冬舎
た 3193 0000097832 大恐慌入門 何が起こっているか？これからどうなるか？どう対応すべきか？ 朝倉慶:著 徳間書店
た 3194 0000114405 大系日本福島 産業と経済
た 3195 0000114397 大系日本福島 自然と地理
た 3196 0000114413 大系日本福島 人と組織
た 3197 0000114439 大系日本福島 文化と民俗
た 3198 0000114421 大系日本福島 歴史と政治
た 3199 0000078428 大航海 63 白川静と知の考古学
た 3200 0000092874 太公望 下 宮城谷昌光:著 文藝春秋
た 3201 0000092890 太公望 上 宮城谷昌光:著 文藝春秋
た 3202 0000092882 太公望 中 宮城谷昌光:著 文藝春秋
た 3203 0000096727 大国の興亡 １５００年から２０００年までの経済の変遷と軍事闘争 上巻 ポール・ケネディ:著 草思社
た 3204 0000110924 太鼓台新調記念誌
た 3205 0000086819 醍醐の桜 水上勉:著 新潮社
た 3206 0000093203 醍醐の桜 水上勉:著 新潮社
た 3207 0000075473 太古へ ニュージーランドそしてブータン 辰濃和男:著 朝日新聞社
た 3208 0000093997 ダイコンの絵本 そだててあそぼう 21 ささきひさし:へん 農山漁村文化協会
た 3209 0000113357 胎児はほんとに天才だった やってみてわかった 吉木稔朗:著 コスモトゥーワン
た 3210 0000109637 大正から昭和初年の農民像 叢書聞きがたり農村史 1 東敏雄:編著 御茶の水書房
た 3211 0000130112 大正期の青春群像 ヒューマニズムの胎動 東珠樹:著 美術公論社
た 3212 0000107896 大正時代の知恵に学ぶ野菜の食べ方〈178種類〉 魚柄仁之助:著 飛鳥新社
た 3213 0000116343 大辞林
た 3214 0000061408 大好きやったんやで 下 れい:著 河出書房新社



一般書等（書名による五十音リスト）

た 3215 0000061416 大好きやったんやで 上 れい:著 河出書房新社
た 3216 0000094052 ダイズの絵本 そだててあそぼう 9 こくぶんまきえ:へん 農山漁村文化協会
た 3217 0000074815 ダイスをころがせ! 真保裕一:著 毎日新聞社
た 3218 0000075036 大切な人に贈りたい24の物語 読むだけで人生が変わる「心のサプリ」 中山和義:著 フォレスト出版
た 3219 0000076760 大切なひとへ 生きることば 瀬戸内寂聴:著 光文社
た 3220 0000191767 台田遺跡発掘調査報告書(第2次) 大玉村文化財調査報告書 第9集 大玉村教育委員会 大玉村教育委員会
た 3221 0000191536 台田遺跡発掘報告 1984年2月 安達郡大玉村教育委員会
た 3222 0000191544 大壇遺跡発掘調査報告書(第1次) 大玉村文化財調査報告書 第6集 大玉村教育委員会 大玉村教育委員会
た 3223 0000107854 太一×ケンタロウ男子ごはんの本 国分太一:著 M.Co.
た 3224 0000120220 太一×ケンタロウ男子ごはんの本 その2 国分太一:著 M.Co.
た 3225 0000084897 大地の子 下 山崎豊子:著 文藝春秋
た 3226 0000154799 大地の子 下 山崎豊子:著 文藝春秋
た 3227 0000154773 大地の子 上 山崎豊子:著 文藝春秋
た 3228 0000184341 大地の子 上 山崎豊子:著 文藝春秋
た 3229 0000084905 大地の子 中 山崎豊子:著 文藝春秋
た 3230 0000154781 大地の子 中 山崎豊子:著 文藝春秋
た 3231 0000175075 大東亜戦争全史 明治百年史叢書 第35巻 服部卓四郎:著 原書房
た 3232 0000107961 台所でつくるシャンパン風ドブロク 30分で仕込んで3日で飲める 山田陽一:著 農山漁村文化協会
た 3233 0000102780 台所の一万年 食べる営みの歴史と未来 百の知恵双書-VISUAL STUDY BOOKS- 011 山口昌伴:著 農山漁村文化協会
た 3234 0000150219 第二楽章 福島への思い 吉永小百合:編 スタジオジブリ
た 3235 0000088807 第二句集 春の舞扇 渡辺　民子
た 3236 0000120592 対日平和条約
た 3237 0000152652 大日本帝国の崩壊 天皇昭和紀 ねずまさし 至誠堂
た 3238 0000070565 たいのおかしら さくらももこ:著 集英社
た 3239 0000110718 代表的日本人 二宮尊徳 野馬追の里歴史民俗資料館
た 3240 0000098723 太平洋戦争航空史話 下巻 中公文庫 秦郁彦:著 中央公論社
た 3241 0000068478 逮捕されるまで 空白の2年7カ月の記録 市橋達也:著 幻冬舎
た 3242 0000110767 大名具足と相馬の武具 原町市制施行五十周年記念 野馬追の里原町市立博物館
た 3243 0000076018 タイヨウのうた Ａｎｇｅｌ　Ｗｏｒｋｓ 坂東賢治:原案 ＳＤＰ
た 3244 0000085167 太陽の塔 森見登美彦:著 新潮社
た 3245 0000089904 太陽を曳く馬 下 高村薫:著 新潮社
た 3246 0000090068 太陽を曳く馬 上 高村薫:著 新潮社
た 3247 0000191486 平世26年度 福島県避難者意向調査 全体報告書 応急仮設住宅入居実態調査 福島県　生活環境部　避難者支援課

た 3248 0000113795 ダウン症の子をもって 正村公宏:著 新潮社
た 3249 0000158691 倒れるときは前のめり 有川浩:著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
た 3250 0000140533 高田博厚著作集 4 高田博厚:著 朝日新聞社
た 3251 0000060053 高橋尚子金メダルへの絆 小出義雄:著 日本文芸社
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た 3252 0000059964 高橋尚子夢はきっとかなう 黒井克行:著 学研
た 3253 0000130427 高村光雲懐古談 高村光雲 新人物往来社
た 3254 0000130344 高村光太郎 吉本隆明:著 春秋社
た 3255 0000130286 高村光太郎 北川太一:著 アムリタ書房
た 3256 0000117804 高村光太郎 芹沢俊介
た 3257 0000140574 高村光太郎 Century books 福田清人:編著 清水書院
た 3258 0000117887 高村光太郎 愛と狂気で貫く波瀾の青春 高橋勇 すばる書房
た 3259 0000126326 高村光太郎 芸術と病理 パトグラフィ双書 12 町沢静夫:著 金剛出版
た 3260 0000126318 高村光太郎 考 ぼろぼろな駝鳥 高木馨 文治堂書店
た 3261 0000141366 高村光太郎 高貴なる生の廃屋 上村武男 弓立社
た 3262 0000140590 高村光太郎 講談社現代新書 601 駒尺喜美:著 講談社
た 3263 0000140582 高村光太郎 講談社現代新書 601 駒尺喜美:著 講談社
た 3264 0000130443 高村光太郎 山居7年 佐藤隆房　序詩・草野心平 筑摩書房
た 3265 0000126300 高村光太郎 新装版現代詩読本 5 思潮社
た 3266 0000141069 高村光太郎 青春の伝記 高橋勇 鶴書房
た 3267 0000140624 高村光太郎 造型 吉本隆明・北川太一編・高村規編 春秋社
た 3268 0000130146 高村光太郎 その愛と美
た 3269 0000141358 高村光太郎 文芸読本 河出書房新社
た 3270 0000140608 高村光太郎 レグルス文庫 60 嶋岡晨:〔著〕 第三文明社
た 3271 0000126482 高村光太郎・智恵子 その造形世界
た 3272 0000130229 高村光太郎・宮沢賢治 日本文学研究資料叢書 日本文学研究資料刊行会:編 有精堂
た 3273 0000130237 高村光太郎研究 草野心平:編 筑摩書房
た 3274 0000141077 高村光太郎研究 有精堂選書 23 角田敏郎:著 有精堂出版
た 3275 0000126391 高村光太郎詩がたみ 愛と真実 宝文館叢書 佐川英三:編著 宝文館出版
た 3276 0000117861 高村光太郎詩集 旺文社文庫 高村光太郎:著 旺文社
た 3277 0000130252 高村光太郎集 集英社
た 3278 0000140665 高村光太郎資料 第2集 高村光太郎:著 文治堂書店
た 3279 0000140673 高村光太郎資料 第3集 高村光太郎:著 文治堂書店
た 3280 0000140681 高村光太郎資料 第4集 高村光太郎:著 文治堂書店
た 3281 0000125583 高村光太郎資料 第5集 高村光太郎:著 文治堂書店
た 3282 0000125542 高村光太郎資料 第6集 高村光太郎:〔著〕 文治堂書店
た 3283 0000125575 高村光太郎全詩集 高村光太郎:著 新潮社
た 3284 0000140491 高村光太郎選集 2 高村光太郎:著 春秋社
た 3285 0000140475 高村光太郎選集 3 高村光太郎:著 春秋社
た 3286 0000140483 高村光太郎選集 4 高村光太郎:著 春秋社
た 3287 0000140566 高村光太郎選集 5 高村光太郎:著 春秋社
た 3288 0000140509 高村光太郎選集 6 高村光太郎:著 春秋社



一般書等（書名による五十音リスト）

た 3289 0000130435 高村光太郎全集 第11巻 高村光太郎:〔著〕 筑摩書房
た 3290 0000125526 高村光太郎全集 第13巻 高村光太郎:〔著〕 筑摩書房
た 3291 0000125484 高村光太郎全集 第14巻 高村光太郎:〔著〕 筑摩書房
た 3292 0000141440 高村光太郎全集 第14巻 高村光太郎:〔著〕 筑摩書房
た 3293 0000125518 高村光太郎全集 第15巻 高村光太郎:〔著〕 筑摩書房
た 3294 0000125476 高村光太郎全集 第16巻 高村光太郎:〔著〕 筑摩書房
た 3295 0000125443 高村光太郎全集 第17巻 高村光太郎:〔著〕 筑摩書房
た 3296 0000125435 高村光太郎全集 第18巻 高村光太郎:〔著〕 筑摩書房
た 3297 0000140467 高村光太郎選集 第1巻 高村光太郎:著 春秋社
た 3298 0000141192 高村光太郎全集 第1巻 高村光太郎:〔著〕 筑摩書房
た 3299 0000125559 高村光太郎全集 第2巻 高村光太郎:〔著〕 筑摩書房
た 3300 0000125500 高村光太郎全集 第3巻 高村光太郎:〔著〕 筑摩書房
た 3301 0000125609 高村光太郎全集 第4巻 高村光太郎:〔著〕 筑摩書房
た 3302 0000125591 高村光太郎全集 第5巻 高村光太郎:〔著〕 筑摩書房
た 3303 0000141374 高村光太郎全集 第5巻 高村光太郎:〔著〕 筑摩書房
た 3304 0000125567 高村光太郎全集 第6巻 高村光太郎:〔著〕 筑摩書房
た 3305 0000130401 高村光太郎全集 第7巻 高村光太郎:〔著〕 筑摩書房
た 3306 0000130393 高村光太郎全集 第8巻 高村光太郎:〔著〕 筑摩書房
た 3307 0000130385 高村光太郎全集 第9巻 高村光太郎:〔著〕 筑摩書房
た 3308 0000130450 高村光太郎像 佐藤春夫 現代社
た 3309 0000130302 高村光太郎読本 その生涯と作品 近代日本文学読本 草野心平:編 学研
た 3310 0000141044 高村光太郎におけるアメリカ 潟沼誠二:著 桜楓社
た 3311 0000130245 高村光太郎の青春像 松島光秋:著 栄光出版社
た 3312 0000125468 高村光太郎の生と詩 井田康子 明治書院
た 3313 0000140558 高村光太郎の人間と芸術 吉田精一:編著 教育出版センター
た 3314 0000130211 高村光太郎論 請川利夫:著 教育出版センター
た 3315 0000130120 高村光太郎論 請川利夫:著 教育出版センター
た 3316 0000130294 高村智恵子 アルバム -その愛と美の軌跡ー
た 3317 0000130328 高村智恵子―その若き日― 松島光秋 永田書房
た 3318 0000123802 タガメ 田んぼの生きものたち 市川憲平:文・写真 農山漁村文化協会
た 3319 0000067058 だから、あなたも生きぬいて 大平光代:著 講談社
た 3320 0000151902 だから、女は「男」をあてにしない 田嶋陽子:著 講談社
た 3321 0000122200 だから言ったじゃありませんか!ボケないための十ヵ条 松原英多:著 日本テレビ放送網
た 3322 0000184853 宝島 HERO’s ISLAND 真藤順丈:著 講談社
た 3323 0000119578 抱かれる子どもはよい子に育つ 確かな「存在感」をはぐくむ愛の心理学 石田勝正:著 ＰＨＰ研究所
た 3324 0000072165 タクシー王子、東京を往く。 日本交通・三代目若社長「新人ドライバー日誌」 川鍋一朗:著 文藝春秋
た 3325 0000086801 沢庵 書きおろし歴史小説シリーズ 水上勉:著 学研



一般書等（書名による五十音リスト）

た 3326 0000093245 沢庵と崇伝 黒衣はためく日々 下 寺内大吉:著 毎日新聞社
た 3327 0000088849 武田信玄 林の巻 新田次郎:著 文藝春秋
た 3328 0000092494 武田信玄 火の巻 新田次郎:著 文藝春秋
た 3329 0000092502 武田信玄 山の巻 新田次郎:著 文藝春秋
た 3330 0000100933 タケの絵本 そだててあそぼう 69 うちむらえつぞう:へん 農山漁村文化協会
た 3331 0000096586 竹の春 渡邉美恵子
た 3332 0000178277 タスキメシ 額賀澪:著 小学館
た 3333 0000060723 出せない手紙 愛しい君へつづったリアル恋歌 魔法のｉらんど大賞２００８「出せない手紙」プロジェクト:〔編〕 主婦の友社
た 3334 0000104588 たたいていいの?たたいちゃダメなの? たたくのは、しつけ?それとも…?ママたちの〈思い〉と〈悩み〉が集まった本です。 たまひよブックス たまひよこっこクラブ:編 ベネッセコーポレーション

た 3335 0000058115 闘う日本 東日本大震災1カ月の全記録 産経新聞社:著 産経新聞出版
た 3336 0000101436 正しい靴の選び方 足と歩きにこだわる人へ 古藤高良:編著 同文書院
た 3337 0000180430 正訓古事記 尾島眞治編著 東京信頼舎
た 3338 0000121772 立ち枯れる山 写真ドキュメント 宮下正次:著 新日本出版社
た 3339 0000091108 奪還 引き裂かれた二十四年 蓮池透:著 新潮社
た 3340 0000059527 卓球を始める人のために 基本技術と確実に強くなる戦型別練習法 スポーツ入門シリーズ 1 大島俊之助:著 池田書店
た 3341 0000123745 たった３センチで人生が変わる座り方 片平悦子:著 朝日新聞出版
た 3342 0000093344 韃靼疾風録 下巻 司馬遼太郎:著 中央公論新社
た 3343 0000093351 韃靼疾風録 上巻 司馬遼太郎:著 中央公論新社
た 3344 0000167460 伊達政宗の研究 小林清治:著 吉川弘文館
た 3345 0000094789 たとへば君 四十年の恋歌 河野裕子:著 文藝春秋
た 3346 0000079764 ダナエ 藤原伊織:著 文藝春秋
た 3347 0000167411 田中正造と足尾鉱毒問題 土から生まれたリベラル・デモクラシー 三浦顕一郎:著 有志舎
た 3348 0000101527 田中宥久子の体整形マッサージ 美しき一枚皮 応用スペシャル編 田中宥久子:著 講談社
た 3349 0000101535 田中宥久子の造顔マッサージ 10年前の顔になる 田中宥久子:著 講談社
た 3350 0000155358 たなばた 福島県たなばた展 第六十回記念 たなばた編集委員会 福島民報社
た 3351 0000176602 田辺聖子の古典まんだら 下 田辺聖子:著 新潮社
た 3352 0000176701 田辺聖子の古典まんだら 上 田辺聖子:著 新潮社
た 3353 0000080978 谷川VS羽生100番勝負 最高峰の激闘譜! 日本将棋連盟書籍:編 日本将棋連盟
た 3354 0000152157 他人の国、自分の国 日系アメリカ人オザキ家三代の記録 大谷勲:文・写真 角川書店
た 3355 0000076893 狸の幸福 夜明けの新聞の匂い 曽野綾子:著 新潮社
た 3356 0000073494 種まく子供たち 小児ガンを体験した七人の物語 佐藤律子:編 ポプラ社
た 3357 0000112128 楽しいファミリーキャンプ入門 山や海で親子で遊ぶ Ｏｕｔｄｏｏｒ　Ａ　ｔｏ　Ｚ－アウトドアのすべてがわかる－ １４ 武蔵野ビリケン堂:編著 山と渓谷社
た 3358 0000058032 頼もしいぞニッポン自衛隊
た 3359 0000123497 タバコの害とたたかって スモークバスター奮戦記 ノンフィクション・ワールド 渡辺文学:著 大日本図書
た 3360 0000069641 旅猫リポート 有川浩:著 文藝春秋
た 3361 0000087353 ダブル・ファンタジー 村山由佳:著 文藝春秋
た 3362 0000079467 ダブルフェイス 久間十義:著 幻冬舎



一般書等（書名による五十音リスト）

た 3363 0000089565 たぶんねこ 畠中恵:著 新潮社
た 3364 0000108357 たべもの食べ方事典 気になる農薬と添加物の対処法 阿部絢子:著 文化出版局
た 3365 0000105130 たべもの日本史 イラスト版 永山久夫:著 河出書房新社
た 3366 0000107839 食べるなら、どっち!? 不安食品見極めガイド sanctuary books 渡辺雄二:著 サンクチュアリ出版
た 3367 0000193383 玉井城の位置と構造 -先学の業績紹介を含めてー 日下部善己 福島県考古学会
た 3368 0000169797 玉井神社に掲額された三十六歌仙 菅野正一
た 3369 0000169805 玉井神社に掲額された三十六歌仙 菅野正一
た 3370 0000169771 玉井神社に掲額された三十六歌仙 菅野正一
た 3371 0000169813 玉井神社に掲額された三十六歌仙 菅野正一
た 3372 0000084947 魂 柳美里:著 小学館
た 3373 0000084293 魂の体外旅行 体外離脱の科学 ロバート・Ａ・モンロー:著 日本教文社
た 3374 0000169128 騙し絵の牙 塩田武士:著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
た 3375 0000191635 玉貫遺跡発掘調査報告書(第1次) 大玉村文化財調査報告書 第13集 大玉村教育委員会
た 3376 0000069583 たまゆら あさのあつこ:著 新潮社
た 3377 0000110981 田村市史 田村市のことば 田村市教育委員会
た 3378 0000141671 田村俊子 瀬戸内晴美:著 文藝春秋
た 3379 0000141184 田村俊子 小川未明 竹林無想庵 坪田譲治 集 筑摩書房
た 3380 0000126292 田村俊子とわたし 丸岡秀子:〔著〕 ドメス出版
た 3381 0000104554 試して選んだ自然流子育てガイド はせくらみゆき:著 ほんの木
た 3382 0000064808 ダヤンのパステル教室 池田あきこ:著 エム・ピー・シー
た 3383 0000169300 たゆたえども沈まず 原田マハ:著 幻冬舎
た 3384 0000086199 誰か 宮部みゆき:著 実業之日本社
た 3385 0000094771 誰が「白雪姫」を誘惑したか 金成陽一:著 大和書房
た 3386 0000100362 誰かが足りない 宮下奈都:著 双葉社
た 3387 0000070474 誰かへの手紙のように 山田太一:著 マガジンハウス
た 3388 0000081737 誰か僕を止めてください 少年犯罪の病理 産経新聞大阪社会部:著 角川書店
た 3389 0000183814 誰でも美しくなれる10の法則 全米No.1ファッションアドバイザーが教える ティム・ガン:著 宝島社
た 3390 0000108324 だれでも簡単、すぐできる！５０℃洗い驚異の調理法とおいしいレシピ タカコ・ナカムラ:著 実業之日本社
た 3391 0000064782 だれでもかんたんスケッチ 船本清司:著 マール社
た 3392 0000101840 だれでも簡単にできる家のカビ・ダニ退治法 市川栄一:著 主婦と生活社
た 3393 0000184788 だれでも作れるかわいい壁画構成 柳深雪 黎明書房
た 3394 0000107946 誰でもできる手づくりワイン 仕込み2時間2か月で飲みごろ 永田十蔵:著 農山漁村文化協会
た 3395 0000121558 誰にでもできる「気」のコツのコツ Ｋｏｄａｎｓｈａ　ｓｏｐｈｉａ　ｂｏｏｋｓ 安田隆:著 講談社
た 3396 0000109009 誰にでもわかる福島県の方言 福島郷土文化研究会:編 歴史春秋社
た 3397 0000081885 誰にでもわかる福島県の方言 方言で話せば心が伝わる 福島郷土文化研究会:編 歴史春秋出版
た 3398 0000121962 だれにもわかるやさしい飲み水の話 本間都:著 北斗出版
た 3399 0000069146 誰も書けなかった死後世界地図 百年前の英国で大反響のベストセラーが現代に甦る! Ａ．ファーニス:著 コスモトゥーワン



一般書等（書名による五十音リスト）

た 3400 0000150342 だれもが知ってる小さな国 有川浩:著 講談社
た 3401 0000077925 単騎、千里を走る。 ヅォウジンジー:脚本 幻冬舎
た 3402 0000176313 断捨離 新・片づけ術 やましたひでこ:著 マガジンハウス
た 3403 0000083634 断捨離のすすめ モノを捨てればうまくいく DO BOOKS 川畑のぶこ:著 同文舘出版
た 3404 0000072009 誕生死・想 ２６２通のハガキにつづられた誕生死 流産・死産・新生児死で子をなくした親の会:編 三省堂
た 3405 0000078899 誕生花&誕生石物語366 ジャン・ルイ・松岡:著 日本文芸社
た 3406 0000073320 誕生日大全 サッフィ・クロフォード:著 主婦の友社
た 3407 0000087601 ダンス・ダンス・ダンス 下 村上春樹:著 講談社
た 3408 0000087635 ダンス・ダンス・ダンス 上 村上春樹:著 講談社
た 3409 0000083386 探偵ガリレオ 東野圭吾:著 文藝春秋
た 3410 0000180448 ダンテ神曲 古典文学研究会 三星社出版部
た 3411 0000097022 端野の夜明け
た 3412 0000080812 段ボールハウスで見る夢 新宿ホームレス物語 中村智志:著 草思社
た 3413 0000139238 たんぼくん 上原ゆう子:作 郷土出版社
た 3414 0000120964 田んぼの生きものおもしろ図鑑 湊秋作:編著 農山漁村文化協会
ち 3415 0000156570 地域防災データ総覧 「東日本大震災関係調査(平成25年度)編」 一般財団法人　消防科学総合センター

ち 3416 0000076539 小さいおうち 中島京子:著 文藝春秋
ち 3417 0000073833 小さいときから考えてきたこと 黒柳徹子:著 新潮社
ち 3418 0000112029 小さな空間を美しく飾るガーデニングのアイデア１２７ 新・週末主義 講談社:編 講談社
ち 3419 0000095158 ちいさなちいさな めにみえないびせいぶつのせかい ニコラ・デイビス:文 ゴブリン書房
ち 3420 0000191197 小さなもの集まれ！ 雛道具から古民家模型まで 福島県立博物館 福島県立博物館
ち 3421 0000114488 小さな歴史と大きな歴史 塚本学:著 吉川弘文館
ち 3422 0000065417 チーズの絵本 つくってあそぼう 7 かわぐちおさむ:へん 農山漁村文化協会
ち 3423 0000077362 チーズはどこへ消えた？ スペンサー・ジョンソン:著 扶桑社
ち 3424 0000107995 チーズを楽しむ生活 Tanoshimu seikatsu 本間るみ子:著 河出書房新社
ち 3425 0000071134 チーム・バチスタの栄光 海堂尊:著 宝島社
ち 3426 0000082685 チェーン・ポイズン 本多孝好:著 講談社
ち 3427 0000126490 智恵子紙絵 高村智恵子:〔作〕 筑摩書房
ち 3428 0000130336 智恵子抄 詩集 高村光太郎:著 竜星閣
ち 3429 0000130021 智恵子抄 詩集 高村光太郎:著 竜星閣
ち 3430 0000130468 智恵子抄 詩集 高村光太郎:著 竜星閣
ち 3431 0000141598 智恵子と光太郎 金田和枝:文 歴史春秋出版
ち 3432 0000117903 智恵子と光太郎 高村光太郎試論 平田好輝:著 東宣出版
ち 3433 0000072884 知価革命 工業社会が終わる　知価社会が始まる 堺屋太一:著 ＰＨＰ研究所
ち 3434 0000074963 地下生活者 椎名誠:著 集英社
ち 3435 0000070102 地下鉄(メトロ)に乗って 浅田次郎:著 徳間書店
ち 3436 0000129890 地球 タイムライフインターナショナル



一般書等（書名による五十音リスト）

ち 3437 0000157990 地球、たいしたもんだね シゲさんの八十八カ国放浪記 金井重:著 成星出版
ち 3438 0000121244 地球温暖化とオゾン層破壊 泉邦彦:著 新日本出版社
ち 3439 0000099648 地球環境46億年の大変動史 DOJIN選書 24 田近英一:著 化学同人
ち 3440 0000121855 地球環境問題と原子力 日本科学者会議:編 リベルタ出版
ち 3441 0000121954 地球にやさしい暮らし方 上野景平:著 講談社
ち 3442 0000101691 地球にやさしいライフスタイル かけがえのない地球のためにあなたができることは? 環境情報普及センター:編集 第一法規出版
ち 3443 0000095711 地球は「行動の星」だから、動かないと何も始まらないんだよ。 斎藤一人:著 サンマーク出版
ち 3444 0000104018 地球を救う133の方法 アースデイ日本:編 家の光協会
ち 3445 0000141242 智惠子の紙絵 〔高村智惠子:作〕 社会思想社
ち 3446 0000171744 チコちゃんに叱られる
ち 3447 0000071654 知事抹殺 つくられた福島県汚職事件 佐藤栄佐久:著 平凡社
ち 3448 0000070789 地図のない道 須賀敦子:著 新潮社
ち 3449 0000104661 地図の読み方 2万5000分の1 BE-PAL BOOKS 平塚晶人:著 小学館
ち 3450 0000112789 チチカカ湖めざして グレートジャーニー人類5万キロの旅 2 関野吉晴:著 小峰書店
ち 3451 0000121319 乳ガンの発見 最新・完全マニュアル 米国国立衛生研究所:編 祥伝社
ち 3452 0000072157 乳と卵 川上未映子:著 文芸春秋
ち 3453 0000060210 父と息子 イチローと私の二十一年 鈴木宣之:著 二見書房
ち 3454 0000091496 乳のごとき故郷 藤沢周平:著 文藝春秋
ち 3455 0000087619 父の詫び状 向田邦子:著 文藝春秋
ち 3456 0000083618 父吉田健一 吉田暁子:著 河出書房新社
ち 3457 0000113696 知的障害者が入所施設ではなく地域で暮らすための本 当事者と支援者のためのマニュアル ピープルファースト東久留米:編 生活書院
ち 3458 0000079566 知と熱 日本ラグビーの変革者・大西鉄之祐 藤島大:著 文藝春秋
ち 3459 0000084590 血と骨 梁石日:著 幻冬舎
ち 3460 0000060566 知の武装 救国のインテリジェンス 新潮新書 551 手嶋龍一:著 新潮社
ち 3461 0000129858 千葉県の山 分県登山ガイド 中西俊明:〔ほか〕著 山と渓谷社
ち 3462 0000070599 ちび象ランディと星になった少年 坂本小百合:著 文春ネスコ
ち 3463 0000075515 ちひろ・愛の絵筆 いわさきちひろの生涯 滝いく子:著 労働旬報社
ち 3464 0000122390 チベット医学 身体のとらえ方と診断・治療 イェシェー・ドゥンデン:著 地湧社
ち 3465 0000119958 チベット永遠の書 宇宙より遥かに深く Ｔ．イリオン:著 徳間書店
ち 3466 0000193029 地方議員は必要か 3万2千人の大アンケート 文春新書 1267 ＮＨＫスペシャル取材班:著 文藝春秋
ち 3467 0000108613 地方史研究の現状 1 日本歴史学会:編 吉川弘文館
ち 3468 0000108605 地方史研究の現状 2 日本歴史学会:編 吉川弘文館
ち 3469 0000156562 地方自治体における震災時BCPの作成手法に関する調査研究報告書 平成25年度 危機管理体制調査研究報告書 （一財）日本防火・危機管理促進会

ち 3470 0000120808 痴呆に挑む 学習療法の基礎知識 川島隆太:著 くもん出版
ち 3471 0000098673 巷音
ち 3472 0000075689 地名から歴史を読む方法 地名の由来に秘められた意外な日本史 KAWADE夢新書 武光誠:著 河出書房新社
ち 3473 0000116376 地名語源辞典 〔正〕 山中襄太:〔著〕 校倉書房



一般書等（書名による五十音リスト）

ち 3474 0000116566 地名苗字読み解き事典 丹羽基二:著 柏書房
ち 3475 0000093880 チャの絵本 そだててあそぼう 44 ふちのうえひろこ:へん 農山漁村文化協会
ち 3476 0000108019 ちゃんとした手紙とはがきが書ける本。 Magazine House mook マガジンハウス
ち 3477 0000071969 中陰の花 玄侑宗久:著 文芸春秋
ち 3478 0000067215 宙返り 下 大江健三郎:著 講談社
ち 3479 0000066928 宙返り 上 大江健三郎:著 講談社
ち 3480 0000113720 中学生からの勉強法 未来を切り開く学力シリーズ 小河勝:共著 文芸春秋
ち 3481 0000113027 中学生の教科書 死を想え 島田雅彦:〔ほか〕著 四谷ラウンド
ち 3482 0000119024 中学生の最短・最速勉強法 必勝受験マニュアル 樋口新一:著 桐書房
ち 3483 0000059816 中高生のためのバスケットボール トランジション・プラクティス 勝敗を分ける“攻防の切り替え”を高める SPORTS BIBLEシリーズ 倉石平:著 ベースボール・マガジン社

ち 3484 0000119636 中高生の薬物汚染 知るべきこととできること 健康双書 水谷修:〔ほか〕著 農山漁村文化協会
ち 3485 0000121756 中高年男性高血糖値糖尿病予防 食事のイメージを変えよう 女子栄養大学出版部
ち 3486 0000112649 中高年の山歩き・山登り 自然をまるごと楽しもう! 主婦の友生活シリーズ 主婦の友社
ち 3487 0000102939 中国お皿の上の物語 2 押田洋子:文・絵 東京書籍
ち 3488 0000098459 中国人強制連行の記録 花岡暴動を中心に シリーズ・戦争の証言 11 石飛仁:著 太平出版社
ち 3489 0000117648 中国美術
ち 3490 0000109793 中世奥羽の土器・陶磁器 東北中世考古学会:編 高志書院
ち 3491 0000121681 中性脂肪(トリグリセライド) 成人病を防ぐ食事と知識 ホームドクターシリーズ 高橋書店
ち 3492 0000116533 中世史用語事典 佐藤和彦:編 新人物往来社
ち 3493 0000118547 中世に国家はあったか 日本史リブレット 19 新田一郎:著 山川出版社
ち 3494 0000118505 中世の家と性 日本史リブレット 20 高橋秀樹:著 山川出版社
ち 3495 0000109405 中世の蝦夷地 中世史研究選書 海保嶺夫:著 吉川弘文館
ち 3496 0000105098 中世の食生活 断食と宴 叢書・ウニベルシタス 378 ブリジット・アン・ヘニッシュ:〔著〕 法政大学出版局
ち 3497 0000109397 中世の葬送・墓制 石塔を造立すること 中世史研究選書 水藤真:著 吉川弘文館
ち 3498 0000110999 中世結城家文書 重要文化財指定記念
ち 3499 0000155440 中南米スイッチ 気ままな中南米旅行記 旅音:著 新紀元社
ち 3500 0000093815 チューリップの絵本 そだててあそぼう 50 いまにしひでお:へん 農山漁村文化協会
ち 3501 0000067249 超(スーパー)小学生 太田あや:著 小学館
ち 3502 0000080523 超少年 長野まゆみ:〔著〕 河出書房新社
ち 3503 0000085720 長女ですが、なにか？ 長女セキララ読本 リコ:編著 金園社
ち 3504 0000105312 朝鮮王朝実録 朴永圭:著 キネマ旬報社
ち 3505 0000095703 頂点への道 錦織圭:著 文藝春秋
ち 3506 0000108639 蝶になったたましい 昔話と遊魂信仰 水沢謙一:著 野島出版
ち 3507 0000107920 調理以前の料理の常識 渡辺香春子:著 講談社
ち 3508 0000180992 長流の畔 流転の海 第8部 宮本輝:著 新潮社
ち 3509 0000129940 鳥類 タイムライフインターナショナル

ち 3510 0000102087 超ロング・セラー絶滅寸前商品 Shotor library 『サライ』編集部:編 小学館



一般書等（書名による五十音リスト）

ち 3511 0000102343 超ロングセラー大図鑑 花王石鹸からカップヌードルまで 竹内書店新社編集部:著 竹内書店新社
ち 3512 0000180745 直虎の城 山名美和子:著 時事通信出版局
ち 3513 0000078501 チョコレート革命 俵万智:著 河出書房新社
ち 3514 0000207332 チョコレート工場の秘密 講談社英語文庫 ロアルド・ダール:著 講談社インターナショナル

ち 3515 0000108142 チョコレートのお菓子 おいしいホームメイド 大川雅子:〔著〕 雄鶏社
ち 3516 0000089367 ちょちょら 畠中恵:著 新潮社
ち 3517 0000089375 ちょちょら 畠中恵:著 新潮社
ち 3518 0000000729 ちょっとしたことでていねいに暮らせる４５のコツ 今日からできる！暮らしを楽しむアイデア・ブック 金子由紀子:著 すばる舎
ち 3519 0000094144 ちょっとちょっとあそびの本 あき
ち 3520 0000094151 ちょっとちょっとあそびの本 なつ
ち 3521 0000098988 ちょっとちょっとあそびの本 はる
ち 3522 0000094136 ちょっとちょっとあそびの本 ふゆ
ち 3523 0000046219 ちょっとの勇気でこんなに変われる! 時間がなくても…お金がなくても…フツーの人でも… 川崎葉子:著 致知出版社
ち 3524 0000098442 チョンタルの詩 メキシコ・インディオ古謡 荻田政之助:編訳 誠文堂新光社
ち 3525 0000097444 チョンタルの詩 メキシコ・インディオ古謡 荻田政之助:編訳 誠文堂新光社
ち 3526 0000066183 ちょん髷とネクタイ 時代小説を楽しむ 池内紀:著 新潮社
ち 3527 0000070417 チンギス・ハン その生涯、死、そして復活 ジョン・マン:著 東京書籍
ち 3528 0000077727 鎮魂 さらば、愛しの山口組 盛力健児:著 宝島社
ち 3529 0000082149 鎮魂歌(レクイエム) 不夜城 2 馳星周:著 角川書店
ち 3530 0000077073 沈底魚 曽根圭介:著 講談社
ち 3531 0000070219 珍妃の井戸 浅田次郎:著 講談社
ち 3532 0000089417 ちんぷんかん 畠中恵:著 新潮社
つ 3533 0000066597 ツインソウル 死にゆく私が体験した奇跡 飯田史彦:著 ＰＨＰ研究所
つ 3534 0000158550 疲れない体をつくる免疫力 今ある「疲れ・ストレス」を撃退する習慣 知的生きかた文庫 あ34-1 安保徹:著 三笠書房
つ 3535 0000070052 月島慕情 浅田次郎:著 文藝春秋
つ 3536 0000110379 月舘町の石塔 月舘町教育委員会
つ 3537 0000086520 月と蟹 道尾秀介:著 文藝春秋
つ 3538 0000083535 月のナイフ 吉岡忍:作 理論社
つ 3539 0000167478 月の満ち欠け 佐藤正午:著 岩波書店
つ 3540 0000107813 つくって食べたいふるさとおやつ 藤清光:著 農山漁村文化協会
つ 3541 0000089508 つくも神さん、お茶ください 畠中恵:著 新潮社
つ 3542 0000111724 漬物 漬け方・売り方・施設のつくり方 食品加工シリーズ ３ 佐竹秀雄:著 農山漁村文化協会
つ 3543 0000120204 漬けもの350種 基本漬けから即席漬けまで 遠藤きよ子:著 家の光協会
つ 3544 0000076489 対馬丸 大城立裕:〔ほか〕著 理論社
つ 3545 0000107086 伝えたいふるさとの100話
つ 3546 0000075457 土の中の子供 中村文則:〔著〕 新潮社
つ 3547 0000086892 土を喰ふ日々 わが精進十二ケ月 水上勉:著 文化出版局



一般書等（書名による五十音リスト）

つ 3548 0000123430 つながる脳 藤井直敬:著 NTT出版
つ 3549 0000108225 つなげていきたい野崎洋光の二十四節気の食 野崎洋光:著 家の光協会
つ 3550 0000057869 津波と原発 佐野眞一:著 講談社
つ 3551 0000112607 椿の湖(うみ) 地球環境と民話 民話の手帖 日本民話の会:編集 童心社
つ 3552 0000183558 ツバキ文具店 小川糸:著 幻冬舎
つ 3553 0000079244 つばさ 下 ダニエル・スティール:作 アカデミー出版
つ 3554 0000079251 つばさ 上 ダニエル・スティール:作 アカデミー出版
つ 3555 0000078782 つばさものがたり 雫井脩介:著 小学館
つ 3556 0000170258 妻籠の歴史 南木曽町博物館
つ 3557 0000076968 妻の言い分・夫の言い分 妻から夫へ、夫から妻へ、はじめて手紙を書いてみた… 築地書館編集部:編 築地書館
つ 3558 0000066704 妻の超然 絲山秋子:著 新潮社
つ 3559 0000158832 つまをめとらば 青山文平:著 文藝春秋
つ 3560 0000154377 積木くずし 親と子の二百日戦争 角川文庫 6100 穂積隆信:〔著〕 角川書店
つ 3561 0000183541 罪の声 塩田武士:著 講談社
つ 3562 0000172643 罪の轍 奥田英朗:著 新潮社
つ 3563 0000090480 露の玉垣 乙川優三郎:著 新潮社
つ 3564 0000072264 つらいときに読む本 ＮＯ　ＭＩＮＤ．ＮＯ　ＬＩＦＥ． 小林昭洋:著 サンマーク出版
つ 3565 0000096743 徒然草全釈 語釈・文法・参考 松尾聡:著 清水書院
つ 3566 0000137620 翼のない天使たち ポプラの森 2 折原みと:著 ポプラ社
つ 3567 0000113159 翼ひろげる子 子どもの生きる場所は、家庭、学校、友達の３つ。そのどれか１つにでも自分のことを受け止めてもらえるならば、子どもは生き 明橋大二:著 １万年堂出版
つ 3568 0000087148 翼を失った天使 ミゲル・デリベス
て 3569 0000207043 出会い 大学 一 大学一法律事務所
て 3570 0000073296 手足のないチアリーダー 佐野有美:著 主婦と生活社
て 3571 0000184754 手あそび･ゆびあそび･うたあそびベスト10 アド･グリーン保育実技選書 田中靖子･黒岩貞子 アドグリン
て 3572 0000089839 ティアラ fighting princess Ｃｈａｃｏ:著 スターツ出版
て 3573 0000189092 帝銀事件と日本の秘密戦 山田朗:著 新日本出版社
て 3574 0000061630 ティッピ アフリカに育まれた少女 シルヴィ　ドゥグレ:写真 映像文化センター
て 3575 0000078709 停電の夜に Crest books ジュンパ・ラヒリ:著 新潮社
て 3576 0000060228 テーピングバイブル スポーツ選手に必要なテーピングを知り尽くす コーチ編 SPORTS BIBLEシリーズ 高橋仁:著 ベースボール・マガジン社

て 3577 0000168708 テーラー伊三郎 川瀬七緒:著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
て 3578 0000083436 手紙 東野圭吾:著 毎日新聞社
て 3579 0000082735 手紙 親愛なる子供たちへ 角智織:日本語訳詞 角川書店
て 3580 0000102251 てがるにできるボランティア Hikari books 永沢千春:著 ヒカリコーポレーション
て 3581 0000075226 敵 筒井康隆:著 新潮社
て 3582 0000073262 できる人とできない人の小さな違い ジェフ・ケラー:著 ディスカヴァー・トゥエンティワン

て 3583 0000083881 出口のない海 横山秀夫:著 講談社
て 3584 0000069260 デス・ゾーン8848M エヴェレスト大量遭難の真実 アナトリ・ブクレーエフ:著 角川書店



一般書等（書名による五十音リスト）

て 3585 0000060079 手塚一志の肩(ショルダーズ)バイブル インナリングエクササイズ 手塚一志:著 ベースボール・マガジン社

て 3586 0000060137 手塚一志の上達道場 バッティングの巻 手塚一志:著 ベースボール・マガジン社

て 3587 0000059683 手塚一志の上達道場 ピッチングの巻 手塚一志:著 ベースボール・マガジン社

て 3588 0000072348 哲学 島田紳助:著 幻冬舎
て 3589 0000070904 哲学 島田紳助:著 幻冬舎
て 3590 0000107607 手づくり暮らし 『いなか暮らしの本』編集部:編 宝島社
て 3591 0000111989 手づくり道具で燻製自由自在 キッチンで、ベランダで、アウトドアで 鈴木雅己:著 農山漁村文化協会
て 3592 0000103986 手作りの押し花 暮らしを彩る永遠の花たち ハンドクラフトシリーズ 139 ワールド・プレス・フラワー協会:〔編〕 グラフ社
て 3593 0000206987 てづくりパネルシアター① 月下和恵 東洋文化出版
て 3594 0000065755 徹底推理・竜馬暗殺の真相 大浦章郎:著 新人物往来社
て 3595 0000116657 徹底批判『国民の歴史』 「教科書に真実と自由を」連絡会:編 大月書店
て 3596 0000153957 鉄道員(ぽっぽや) 浅田次郎:著 集英社
て 3597 0000074922 鉄塔のひと その他の短篇 椎名誠:著 新潮社
て 3598 0000083253 鉄のしぶきがはねる まはら三桃:著 講談社
て 3599 0000178038 鉄の骨 池井戸潤:著 講談社
て 3600 0000093716 てではなそう さとうけいこ:さく Parco出版局
て 3601 0000113480 てではなそう 2 さとうけいこ:さく Parco出版局
て 3602 0000119230 てではなそう 3 さとうけいこ:さく Parco出版局
て 3603 0000172411 テニアン 太平洋から日本を見つめ続ける島 吉永直登:著 あけび書房
て 3604 0000076315 てのひらたけ 高田侑:著 双葉社
て 3605 0000075994 てのひらのメモ 夏樹静子:著 文藝春秋
て 3606 0000081521 てのひらの闇 藤原伊織:著 文藝春秋
て 3607 0000074880 デパートへ行こう! 真保裕一:著 講談社
て 3608 0000067223 手はいつ生えてくるの 手のない書家の回想 小畑延子:著 バジリコ
て 3609 0000172981 てぶくろをかいに 新美南吉
て 3610 0000113878 寺子屋式古文書手習い 吉田豊:著 柏書房
て 3611 0000112854 寺崎勉新野宿ライダー 心すれば野宿ライダーになれるかもしれない本 寺崎勉:著 山海堂
て 3612 0000075960 てるてる坊主の照子さん 下 なかにし礼:著 新潮社
て 3613 0000079889 てるてる坊主の照子さん 上 なかにし礼:著 新潮社
て 3614 0000073791 テレビ大捜査線 君塚良一:著 講談社
て 3615 0000078717 手を洗うのが止められない 強迫性障害 ジュディス・ラパポート:著 晶文社
て 3616 0000086488 天涯の花 宮尾登美子:著 集英社
て 3617 0000088831 転換期の戦略 6 経済界
て 3618 0000119099 転換期を拓く英語教育 菊地英 三友社出版
て 3619 0000124149 天空の絵 神戸重通写真集 神戸重通:著 東方出版
て 3620 0000095604 天空の蜂 東野圭吾:著 講談社
て 3621 0000093070 天空の舟 小説伊尹伝 下 宮城谷昌光:著 文藝春秋



一般書等（書名による五十音リスト）

て 3622 0000093088 天空の舟 小説伊尹伝 上 宮城谷昌光:著 文藝春秋
て 3623 0000108738 天狗廻状
て 3624 0000117838 典型 高村光太郎詩集 高村光太郎:著 中央公論社
て 3625 0000171678 てんげんつう 畠中 恵
て 3626 0000066753 天国で君に逢えたら 飯島夏樹:著 新潮社
て 3627 0000061218 天国までの49日間 櫻井千姫:著 スターツ出版
て 3628 0000070169 天国までの百マイル 浅田次郎:著 朝日新聞社
て 3629 0000158840 天才 石原慎太郎:著 幻冬舎
て 3630 0000119701 天才児を育てた24人の母親 日本で初めて明かされた早期教育体験談集 池田幸彦:監修 コスモトゥーワン
て 3631 0000077198 天才たちは10代、20代に何をしたか 知られざる家庭・環境、そして勉強法 芹沢俊介:著 中経出版
て 3632 0000075119 天才の息子 ベレー帽をとった手塚治虫 手塚真:著 ソニー・マガジンズ
て 3633 0000119479 点字・点訳入門 活字への架け橋 Kosaido books 遠藤謙一:著 広済堂出版
て 3634 0000091553 天使が教えてくれた「おしゃれの法則」 ＬＩＣＡ:著 サンマーク出版
て 3635 0000061051 天使がくれたもの Ｃｈａｃｏ:著 スターツ出版
て 3636 0000114389 展示デザインの原理 The Design of Educational Exhibits

て 3637 0000079277 天使と悪魔 下 ダン・ブラウン:著 角川書店
て 3638 0000079285 天使と悪魔 上 ダン・ブラウン:著 角川書店
て 3639 0000119461 点字と朗読を学ぼう 本間一夫:〔ほか〕編 福村出版
て 3640 0000078402 天使になった男 ジョー・タイ:〔著〕 ディスカヴァー・トゥエンティワン

て 3641 0000058818 天使になったペットたち 犬編 大和書房:編 大和書房
て 3642 0000075192 天使の鼓笛隊 辻邦生:著 筑摩書房
て 3643 0000070573 天使の事典 バビロニアから現代まで ジョン・ロナー:著 柏書房
て 3644 0000093526 天使のみつけかた おーなり由子:著 大和書房
て 3645 0000092171 電車いっぱい図鑑 いろいろ400 チャイルドブックこども百科 井上廣和:監修 チャイルド本社
て 3646 0000180695 電車痛勤あるある 電車痛勤友の会:編著 新紀元社
て 3647 0000060608 電車をデザインする仕事 「ななつ星in九州」のデザイナー水戸岡鋭治の流儀 水戸岡鋭治:著 日本能率協会マネジメントセンター

て 3648 0000104091 伝承遊び事典 芸術教育研究所:編 黎明書房
て 3649 0000093260 天璋院篤姫 下 宮尾登美子:著 講談社
て 3650 0000093278 天璋院篤姫 上 宮尾登美子:著 講談社
て 3651 0000102210 伝承写真館日本の食文化 1 農文協:編集 農山漁村文化協会
て 3652 0000108316 伝承写真館日本の食文化 ２ 農文協:編集 農山漁村文化協会
て 3653 0000111443 天職事典 好きな仕事が見つかる本 造事務所:編著 ＰＨＰ研究所
て 3654 0000107698 電子レンジでおいしいおかず 手軽でおいしい早ワザメニュー 成美堂出版
て 3655 0000107615 電子レンジでおやおやおやつ! 子どももおとなもすぐできる面白おいしい! ニュー・ライフ・ブックス ベルクッキンググループ:編 文化出版局
て 3656 0000081034 テンダー・ラブ それは愛の最高の表現です。 日野原重明:著 ユーリーグ
て 3657 0000090563 天地人 下 火坂雅志:著 日本放送出版協会
て 3658 0000090514 天地人 上 火坂雅志:著 日本放送出版協会



一般書等（書名による五十音リスト）

て 3659 0000067843 天地明察 冲方丁:著 角川書店
て 3660 0000166702 伝統工芸ってなに? 見る・知る・楽しむガイドブック 日本工芸会東日本支部:編 芸艸堂
て 3661 0000107482 伝統料理 福島県いわき市伝統郷土食調査委員会

て 3662 0000096594 天人五衰 豊饒の海 4 三島由紀夫:著 新潮社
て 3663 0000186874 天皇制と歴史学 史学史的分析から “本の泉社”転換期から学ぶ歴史書シリーズ 宮地正人:著 本の泉社
て 3664 0000186866 天皇と軍隊の近代史 けいそうブックス 加藤陽子:著 勁草書房
て 3665 0000088856 天皇と東条英機の苦悩 A級戦犯の遺書と終戦秘録 塩田道夫:著 日本文芸社
て 3666 0000093377 天皇になろうとした将軍 それからの太平記足利義満のミステリー 井沢元彦:著 小学館
て 3667 0000109843 天皇陵を発掘せよ 大古墳の研究はなぜ必要か 三一新書 1056 石部正志:〔ほか〕編著 三一書房
て 3668 0000110726 天の絹絲 福島県立博物館
て 3669 0000081570 天の瞳 少年編1 灰谷健次郎:著 角川書店
て 3670 0000081547 天の瞳 少年編2 灰谷健次郎:著 角川書店
て 3671 0000082339 天の瞳 幼年編1 灰谷健次郎:著 新潮社
て 3672 0000082297 天の瞳 幼年編2 灰谷健次郎:著 新潮社
て 3673 0000086579 天の夜曲 流転の海 第4部 宮本輝:著 新潮社
て 3674 0000105247 天平の三姉妹 聖武皇女の矜持と悲劇 中公新書 2038 遠山美都男:著 中央公論新社
て 3675 0000077248 天窓のある家 篠田節子:著 実業之日本社
て 3676 0000176503 天命 五木寛之:著 東京書籍
と 3677 0000092866 弩 下川博:著 小学館
と 3678 0000084459 ドアD 山田悠介:著 幻冬舎
と 3679 0000076497 問いのない答え 長嶋有:著 文藝春秋
と 3680 0000093443 トイレの神様 植村花菜:著 宝島社
と 3681 0000102988 東映特撮大全 仮面の忍者赤影 キャプテンウルトラ ジャイアントロボの世界 スタジオ・ハード:編 双葉社
と 3682 0000079483 倒壊する巨塔 アルカイダと「9.11」への道 下 ローレンス・ライト:〔著〕 白水社
と 3683 0000079475 倒壊する巨塔 アルカイダと「9.11」への道 上 ローレンス・ライト:〔著〕 白水社
と 3684 0000062331 東海道名所図会を読む 粕谷宏紀:著 東京堂出版
と 3685 0000071662 同期 今野敏:著 講談社
と 3686 0000112714 東京五つ星の手みやげ 岸朝子:選 東京書籍
と 3687 0000112821 東京五つ星の手みやげ 続 岸朝子:選 東京書籍
と 3688 0000183806 東京が壊滅する日 フクシマと日本の運命 広瀬隆:著 ダイヤモンド社
と 3689 0000073395 東京影同心 杉本章子:著 講談社
と 3690 0000098434 東京空襲下の150日 帝都炎上 シリーズ・戦争の証言 6 茂原照作:著 太平出版社
と 3691 0000120477 東京書籍百年史
と 3692 0000076059 東京で何してる? 豊田道倫:著 河出書房新社
と 3693 0000072629 東京島 桐野夏生:著 新潮社
と 3694 0000129866 東京都の山 分県登山ガイド 12 桑子登:〔ほか〕著 山と渓谷社
と 3695 0000108332 東京のうまいもの 散歩のとき何か食べたくなって コロナ・ブックス １１ 池波正太郎:著 平凡社



一般書等（書名による五十音リスト）

と 3696 0000116137 東京の消えた地名辞典 竹内誠:編 東京堂出版
と 3697 0000090811 峠 後編 司馬遼太郎:著 新潮社
と 3698 0000090886 峠 前編 司馬遼太郎:著 新潮社
と 3699 0000175331 東慶寺花だより 井上ひさし:著 文藝春秋
と 3700 0000103150 陶芸入門
と 3701 0000069138 道化師の蝶 円城塔:著 講談社
と 3702 0000072918 峠の群像 下 堺屋太一:著 日本放送出版協会
と 3703 0000073205 峠の群像 上 堺屋太一:著 日本放送出版協会
と 3704 0000073221 峠の群像 中 堺屋太一:著 日本放送出版協会
と 3705 0000158584 道元「禅」の言葉 ゆっくり読む、ゆっくり生きる 知的生きかた文庫 さ37-2 境野勝悟:著 三笠書房
と 3706 0000105890 道元禅師物語 浜田けい子:作 金の星社
と 3707 0000151878 道元断章 『正法眼蔵』と現代 中野孝次:著 岩波書店
と 3708 0000113811 登校拒否はとまらない 第二の国民病か 三一新書 １０５５ 竹見智恵子:著 三一書房
と 3709 0000185454 東郷平八郎 読みなおす日本史 田中宏巳:著 吉川弘文館
と 3710 0000084400 投竿翁遊々日記 夢枕獏:著 ＰＨＰ研究所
と 3711 0000099291 同時代への発言 三村　達道
と 3712 0000072843 どうして私、片づけられないの？ 毎日が気持ちいい！ＡＤＨＤハッピーマニュアル 桜井公子:著 大和出版
と 3713 0000076836 道州制が見えてきた 鈴木文熹:著 本の泉社
と 3714 0000103168 籐手芸 手工芸入門 長谷川正勝:〔著〕 主婦の友社
と 3715 0000118323 唐招提寺鑑真像と木彫群 奈良の寺 20 西川新次:〔共著〕 岩波書店
と 3716 0000118240 唐招提寺金堂と講堂 奈良の寺 18 工藤圭章:〔ほか著〕 岩波書店
と 3717 0000118281 唐招提寺金堂の仏像 奈良の寺 19 田辺三郎助:〔共著〕 岩波書店
と 3718 0000099036 東条英機「わが無念」 獄中手記・日米開戦の真実 佐藤早苗:著 光文社
と 3719 0000118984 東大合格生のノートはかならず美しい 徹底分析・二〇〇冊 太田あや:著 文藝春秋
と 3720 0000118232 東大寺大仏と大仏殿 奈良の寺 14 前田泰次:〔ほか著〕 岩波書店
と 3721 0000118208 東大寺南大門と二王 奈良の寺 17 太田博太郎:〔ほか著〕 岩波書店
と 3722 0000118273 東大寺法華堂の乾漆像 奈良の寺 15 町田甲一:〔ほか著〕 岩波書店
と 3723 0000126375 道程 高村光太郎
と 3724 0000057323 東電・原発おっかけマップ 鹿砦社特別取材班:編著 鹿砦社
と 3725 0000156943 堂々日本史 1 ＮＨＫ取材班:編 KTC中央出版
と 3726 0000156851 堂々日本史 10 ＮＨＫ取材班:編 KTC中央出版
と 3727 0000156844 堂々日本史 11 ＮＨＫ取材班:編 KTC中央出版
と 3728 0000156836 堂々日本史 12 ＮＨＫ取材班:編 KTC中央出版
と 3729 0000156828 堂々日本史 13 ＮＨＫ取材班:編 KTC中央出版
と 3730 0000156810 堂々日本史 14 ＮＨＫ取材班:編 KTC中央出版
と 3731 0000156802 堂々日本史 15 ＮＨＫ取材班:編 KTC中央出版
と 3732 0000156794 堂々日本史 16 ＮＨＫ取材班:編 KTC中央出版



一般書等（書名による五十音リスト）

と 3733 0000156786 堂々日本史 17 ＮＨＫ取材班:編 KTC中央出版
と 3734 0000156778 堂々日本史 18 ＮＨＫ取材班:編 KTC中央出版
と 3735 0000156760 堂々日本史 19 ＮＨＫ取材班:編 KTC中央出版
と 3736 0000156935 堂々日本史 2 ＮＨＫ取材班:編 KTC中央出版
と 3737 0000156752 堂々日本史 20 ＮＨＫ取材班:編 KTC中央出版
と 3738 0000156745 堂々日本史 21 ＮＨＫ取材班:編 KTC中央出版
と 3739 0000156737 堂々日本史 22 ＮＨＫ取材班:編 KTC中央出版
と 3740 0000156729 堂々日本史 23 ＮＨＫ取材班:編 KTC中央出版
と 3741 0000104687 堂々日本史 24 ＮＨＫ取材班:編 KTC中央出版
と 3742 0000156927 堂々日本史 3 ＮＨＫ取材班:編 KTC中央出版
と 3743 0000156919 堂々日本史 4 ＮＨＫ取材班:編 KTC中央出版
と 3744 0000156901 堂々日本史 5 ＮＨＫ取材班:編 KTC中央出版
と 3745 0000156893 堂々日本史 6 ＮＨＫ取材班:編 KTC中央出版
と 3746 0000156877 堂々日本史 8 ＮＨＫ取材班:編 KTC中央出版
と 3747 0000156885 堂々日本史 8 ＮＨＫ取材班 KTC中央出版
と 3748 0000156869 堂々日本史 9 ＮＨＫ取材班:編 KTC中央出版
と 3749 0000156711 堂々日本史 別巻2 ＮＨＫ取材班:編 KTC中央出版
と 3750 0000156703 堂々日本史 別巻3 ＮＨＫ取材班:編 KTC中央出版
と 3751 0000122424 糖尿病・合併症 私を救った金針菰エキス 佐野鎌太郎:監修 ジュピター出版
と 3752 0000121236 糖尿病は快癒する 新・糖尿病の生活バイブル 秋場竜一:著 DHC
と 3753 0000108415 豆腐 おいしいつくり方と売り方の極意 食品加工シリーズ ４ 仁藤斉:著 農山漁村文化協会
と 3754 0000065003 動物 ニューワイド学研の図鑑 学研
と 3755 0000045047 どうぶつクイズ王withペット大集合!ポチたま 横山験也:著 ほるぷ出版
と 3756 0000058446 どうぶつたちに、ありがとう 児玉小枝:著 日本出版社
と 3757 0000072900 どうぶつたちへのレクイエム 児玉小枝:著 日本出版社
と 3758 0000171710 動物と話す練習 10日で学ぶアニマルコミュニケーション 杉真理子(ｱﾆﾏﾙｺﾐｭﾆｹｰﾀｰ) (株)BABｼﾞｬﾊﾟﾝ
と 3759 0000126672 動物の行動 ライフ大自然シリーズ 9 ニコ・ティンバーゲン:著 タイムライフインターナショナル

と 3760 0000074088 東宝特撮メカニック大全 1954-2003 川北紘一:監修 新紀元社
と 3761 0000112482 東北 ’01～’02 アイじゃぱん JTB
と 3762 0000108977 東北からの弥生文化
と 3763 0000058057 東北関東大震災
と 3764 0000114132 東北の木地玩具 伝統こけし
と 3765 0000105338 東北の交流史 渡辺信夫:編 無明舎出版
と 3766 0000110734 東北の国土づくり50年 建設省　東北地方建設局
と 3767 0000181065 東北の古代史 1 熊谷公男:企画編集委員 吉川弘文館
と 3768 0000181073 東北の古代史 2 熊谷公男:企画編集委員 吉川弘文館
と 3769 0000181081 東北の古代史 3 熊谷公男:企画編集委員 吉川弘文館



一般書等（書名による五十音リスト）

と 3770 0000181099 東北の古代史 4 熊谷公男:企画編集委員 吉川弘文館
と 3771 0000181107 東北の古代史 5 熊谷公男:企画編集委員 吉川弘文館
と 3772 0000166710 東北の中世史 1 柳原敏昭:企画編集委員 吉川弘文館
と 3773 0000166728 東北の中世史 2 柳原敏昭:企画編集委員 吉川弘文館
と 3774 0000166736 東北の中世史 3 柳原敏昭:企画編集委員 吉川弘文館
と 3775 0000166751 東北の中世史 4 柳原敏昭:企画編集委員 吉川弘文館
と 3776 0000166744 東北の中世史 5 柳原敏昭:企画編集委員 吉川弘文館
と 3777 0000123844 東北の電気物語
と 3778 0000167536 東北の名城を歩く 南東北編 飯村均:編 吉川弘文館
と 3779 0000109223 東北の歴史 下巻 豊田武:編 吉川弘文館
と 3780 0000109249 東北の歴史 上巻 豊田武:編 吉川弘文館
と 3781 0000109231 東北の歴史 中巻 豊田武:編 吉川弘文館
と 3782 0000109215 東北の歴史100問100答 歴史教育者協議会東北ブロック:編 新興出版社
と 3783 0000108696 東北民間信仰の研究 岩崎敏夫著作集 下 岩崎敏夫:著 名著出版
と 3784 0000109868 東北民間信仰の研究 岩崎敏夫著作集 下 岩崎敏夫:著 名著出版
と 3785 0000083733 東北むら半世紀 毎日新聞東京本社地方部特報班:著 無明舎出版
と 3786 0000102475 童謡 野ばら社編集部:編集 野ばら社
と 3787 0000098780 童謡詩人金子みすゞの生涯 矢崎節夫:著 ＪＵＬＡ出版局
と 3788 0000102442 童謡唱歌名曲集
と 3789 0000065060 童謡唱歌名曲集 ピアノ伴奏付 第2集 堀野羽津子:共編 成美堂出版
と 3790 0000065052 童謡唱歌名曲集 ピアノ伴奏付 第3集 堀野羽津子:共編 成美堂出版
と 3791 0000075333 東レ前田勝之助の原点 現実を直視せよ 綱淵昭三:著 実業之日本社
と 3792 0000192005 東和町史第１巻通史編　通史・旧村沿革 東和町 東和町
と 3793 0000191965 東和町史第２巻資料編Ⅰ　原始・古代・中世・近世 東和町 東和町
と 3794 0000191957 東和町史第３巻資料編Ⅱ　近代・現代 東和町 東和町
と 3795 0000115246 童話日本史 下
と 3796 0000115253 童話日本史 上
と 3797 0000065607 遠ざかる祖国 逢坂剛:著 講談社
と 3798 0000139477 ドガロートレック
と 3799 0000089474 ときぐすり 畠中恵:著 文藝春秋
と 3800 0000060947 ドキドキ恋愛 下 舞:著 竹書房
と 3801 0000060954 ドキドキ恋愛 上 舞:著 竹書房
と 3802 0000072835 時の渚 笹本稜平:著 文芸春秋
と 3803 0000070805 時のほとりで 沢地久枝:著 講談社
と 3804 0000152298 ドキュメント太平洋戦争 2 汐文社
と 3805 0000152413 ドキュメント太平洋戦争 3 汐文社
と 3806 0000098715 ドキュメント太平洋戦争 4 汐文社



一般書等（書名による五十音リスト）

と 3807 0000152454 ドキュメント太平洋戦争 5 汐文社
と 3808 0000152496 ドキュメント太平洋戦争 6 汐文社
と 3809 0000190595 毒親 毒親育ちのあなたと毒親になりたくないあなたへ ポプラ新書 170 中野信子:著 ポプラ社
と 3810 0000116418 独和新辞典
と 3811 0000160325 徳川家康 10 続明星瞬くの巻 難波の夢の巻 山岡荘八 講談社
と 3812 0000160416 徳川家康 11 日蝕月蝕の巻 群茶利の巻 山岡荘八 講談社
と 3813 0000160424 徳川家康 12 続軍茶利の巻 関ヶ原の巻 山岡荘八 講談社
と 3814 0000160382 徳川家康 13 泰平胎動の巻 江戸・大坂の巻 山岡荘八 講談社
と 3815 0000160374 徳川家康 14 続江戸・大坂の巻 春雷遠雷の巻 山岡荘八 講談社
と 3816 0000160200 徳川家康 15 百雷落つるの巻 蕭風城の巻 山岡荘八 講談社
と 3817 0000160234 徳川家康 16 続蕭風城の巻 戦争と平和の巻 山岡荘八 講談社
と 3818 0000160275 徳川家康 17 孤城落月の巻 立命往生の巻 山岡荘八 講談社
と 3819 0000160184 徳川家康 18 続立命往生の巻 随想徳川家康 山岡荘八 講談社
と 3820 0000160226 徳川家康 7 無相門の巻 龍虎の巻 講談社
と 3821 0000160267 徳川家康 8 続龍虎の巻 華厳の巻 山岡荘八 講談社
と 3822 0000160481 徳川家康 9 侘茶の巻 明星瞬くの巻 山岡荘八 講談社
と 3823 0000159517 徳川家康 第1巻 山岡荘八:著 講談社
と 3824 0000159509 徳川家康 第2巻 山岡荘八:著 講談社
と 3825 0000159491 徳川家康 第3巻 山岡荘八:著 講談社
と 3826 0000159541 徳川家康 第4巻 山岡荘八:著 講談社
と 3827 0000159533 徳川家康 第5巻 山岡荘八:著 講談社
と 3828 0000159525 徳川家康 第6巻 山岡荘八:著 講談社
と 3829 0000105908 徳川十五代 知れば知るほど 実業之日本社
と 3830 0000088625 徳川慶喜家の子ども部屋 榊原喜佐子:著 草思社
と 3831 0000123224 毒キノコ119番 佐藤金一郎:著 歴史春秋出版
と 3832 0000129502 徳島県の山 分県登山ガイド 徳島県勤労者山岳連盟:著 山と渓谷社
と 3833 0000113506 読書お手紙コンクール作品集
と 3834 0000089672 読書術 同時代ライブラリー 139 加藤周一:著 岩波書店
と 3835 0000073502 読書力 岩波新書　新赤版 ８０１ 斎藤孝:著 岩波書店
と 3836 0000151845 得する生活 お金持ちになる人の考え方 橘玲:著 幻冬舎
と 3837 0000069054 ドクター・キック 今ある命は宝物 青葉繁:著 三五館
と 3838 0000084467 特別法第001条DUST 山田悠介:著 文芸社
と 3839 0000121624 どこまで描ける生物進化 自然と人間シリーズ 宇佐美正一郎:著 新日本出版社
と 3840 0000118539 都市平泉の遺産 日本史リブレット 18 入間田宣夫:著 山川出版社
と 3841 0000069468 図書館革命 有川浩:著 メディアワークス
と 3842 0000069450 図書館危機 有川浩:著 メディアワークス
と 3843 0000069492 図書館戦争 有川浩:著 アスキー・メディアワークス



一般書等（書名による五十音リスト）

と 3844 0000069559 図書館内乱 有川浩:著 メディアワークス
と 3845 0000065300 図書館に行ってくるよ シニア世代のライフワーク探し 近江哲史:著 日外アソシエーツ
と 3846 0000067116 図書室の海 恩田陸:〔著〕 新潮社
と 3847 0000072751 どすこい（仮） 京極夏彦:著 集英社
と 3848 0000129825 栃木県の山 分県登山ガイド 室井正松:〔ほか〕著 山と渓谷社
と 3849 0000077743 図地反転 曽根圭介:著 講談社
と 3850 0000078360 都庁爆破! 高嶋哲夫:著 宝島社
と 3851 0000171850 ドックマン 中井はる
と 3852 0000094797 ドットコム・ショック 新旧交代の経済学 大前研一:著 小学館
と 3853 0000157875 トットちゃんが出会った子どもたち 田沼武能写真集 田沼武能:著 岩崎書店
と 3854 0000129684 鳥取県の山 分県登山ガイド 藤原道弘:著 山と渓谷社
と 3855 0000097964 突破する力 希望は、つくるものである 青春新書ＩＮＴＥＬＬＩＧＥＮＣＥ ＰＩ－３０６ 猪瀬直樹:著 青春出版社
と 3856 0000087809 とっぴんぱらりの風太郎 万城目学:著 文藝春秋
と 3857 0000074658 トップ・レフト ウォール街の鷲を撃て 黒木亮:著 祥伝社
と 3858 0000074609 トップアスリート 小松成美:著 扶桑社
と 3859 0000091918 都道府県のひみつ 学研まんが新ひみつシリーズ もりけん:まんが 学研教育出版
と 3860 0000056267 となりの８０１ちゃん ２ Ｎｅｘｔ　ｃｏｍｉｃｓ 小島アジコ:著 宙出版
と 3861 0000079939 となり町戦争 三崎亜記:著 集英社
と 3862 0000107938 ドブロクをつくろう 前田俊彦:編 農山漁村文化協会
と 3863 0000061036 飛べない鳥 この涙が枯れるまでシリーズ ゆき:著 スターツ出版
と 3864 0000111708 トマトときゅうりの本 冷え・抗がん・抗老・美容・ダイエットに！ 蘇先生の家庭薬膳 蘇川博:著 農山漁村文化協会
と 3865 0000094045 トマトの絵本 そだててあそぼう 1 もりとしひと:へん 農山漁村文化協会
と 3866 0000075549 苫米地式コーチング 隠れた能力をどこまでも引き出す 苫米地英人:著 インデックス・コミュニケーションズ

と 3867 0000078907 止まらない時計 エイズに感染した日本人の妻、夫、恋人たち 志村岳:著 小学館
と 3868 0000156612 富岡町「東日本大震災・原子力災害」の記憶と記録 富岡町企画課 福島県富岡町
と 3869 0000156620 富岡町「東日本大震災・原子力災害」の記憶と記録 富岡町企画課 福島県富岡町
と 3870 0000156638 富岡町「東日本大震災・原子力災害」の記憶と記録 富岡町企画課 福島県富岡町
と 3871 0000066837 ドミノ 恩田陸:著 角川書店
と 3872 0000071555 止島 小川国夫:著 講談社
と 3873 0000077461 共喰い 田中慎弥:著 集英社
と 3874 0000067827 ともしびマーケット 朝倉かすみ:著 講談社
と 3875 0000072868 友だちいないと不安だ症候群につける薬 斎藤孝:著 朝日新聞社
と 3876 0000181222 ともに歩んだ50年 心豊かに平和を願って 福島県退職女性教職員あけぼの会　代表　池田芳江 陽光社印刷株式会社
と 3877 0000102665 共に生きる
と 3878 0000083113 ともに生きる たとえ産声をあげなくとも 流産・死産経験者で作るポコズママの会:編集 中央法規出版
と 3879 0000058024 ともに生きる 東日本大震災を乗り越えて ＰＨＰ研究所:編 ＰＨＰ研究所
と 3880 0000119610 ともにつくる総合学習 学校・地域・生活を変える 丸木政臣:編著 新評論



一般書等（書名による五十音リスト）

と 3881 0000129734 富山県の山 分県登山ガイド 佐伯郁夫:著 山と渓谷社
と 3882 0000105072 豊臣秀頼 歴史文化ライブラリー 387 福田千鶴:著 吉川弘文館
と 3883 0000066670 ドライブイン蒲生 伊藤たかみ:著 河出書房新社
と 3884 0000112565 ドライブ福島 決定版 シティ情報ふくしま レジャー&グルメ

と 3885 0000112193 トラウト＆サーモンのルアーフィッシング 釣りがもっと楽しくなる Ｏｕｔｄｏｏｒ　Ａ　ｔｏ　Ｚ－アウトドアのすべてがわかる－ ７ うぬまいちろう:著 山と渓谷社
と 3886 0000121475 ドラえもん不思議サイエンス ビッグ・コロタン ６０ 綿引勝美:編 小学館
と 3887 0000078444 ドラゴン・パール 下 シリン・パタノタイ:著 講談社
と 3888 0000086876 ドラッグ世代 薬物汚染と闘う夜回り先生 水谷修:著 太陽企画出版
と 3889 0000079533 虎の城 下 火坂雅志:著 祥伝社
と 3890 0000079574 虎の城 上 火坂雅志:著 祥伝社
と 3891 0000119123 トラブルを防ぐ相続と贈与の手帳 早わかりガイド 青木孝:編著 小学館
と 3892 0000064980 鳥 ニューワイド学研の図鑑 学研
と 3893 0000176883 とりあえずやってなんとなく幸せつかもう 川上真央:著 文芸社
と 3894 0000078758 ドリーン・バーチュー博士の天使のガイダンスベストセレクション ドリーン・バーチュー:著 メディアート出版
と 3895 0000081232 とりつくしま 東直子:著 筑摩書房
と 3896 0000167494 とるとだす 畠中恵:著 新潮社
と 3897 0000112052 トレッキング・マニュアル 山歩きのすべてがわかる Ｏｕｔｄｏｏｒ　Ａ　ｔｏ　Ｚ－アウトドアのすべてがわかる－ ５ 中村昌之:編著 山と渓谷社
と 3898 0000066134 どろにやいと 戌井昭人:著 講談社
と 3899 0000061655 十和子イズム 美をアップデート! 講談社の実用BOOK 君島十和子:著 講談社
と 3900 0000173112 どんぐりと山猫 宮沢賢治 福武書店
と 3901 0000131037 とんでろじいちゃん 旺文社創作児童文学 山中恒:作 旺文社
と 3902 0000082859 とんとん拍子 星新一ちょっと長めのショートショート ４ 星新一:作 理論社
と 3903 0000094219 どんな子だって勉強できる子になれる! 向山洋一:著 ＰＨＰ研究所
と 3904 0000081596 どんな仕事も楽しくなる3つの物語 福島正伸:著 きこ書房
な 3905 0000071050 ナイチンゲールの沈黙 海堂尊:著 宝島社
な 3906 0000062315 泣いて笑って三くだり半 女と男の縁切り作法 江戸東京ライブラリー 16 高木侃:著 教育出版
な 3907 0000078295 ナイフ投げ師 スティーヴン・ミルハウザー:〔著〕 白水社
な 3908 0000057430 内部被曝の脅威 原爆から劣化ウラン弾まで ちくま新書 541 肥田舜太郎:著 筑摩書房
な 3909 0000172627 ナウシカ考 風の谷の黙示録 赤坂憲雄:著 岩波書店
な 3910 0000072298 直江兼続９９の謎 ＥＡＲＴＨ　ＳＴＡＲ　Ｂｏｏｋｓ 吉田浩:著 泰文堂
な 3911 0000105494 直江兼続-恐るべき参謀 なぜ秀吉、家康、政宗がこの男に一目置いたのか 榎本秋:著 中経出版
な 3912 0000105528 直江兼続のすべて 花ケ前盛明:編 新人物往来社
な 3913 0000097675 治す・防ぐ・若返る健康医学事典 食べ方+運動 からだ力編 日野原重明:総監修 講談社
な 3914 0000120774 治す・防ぐ・若返る健康医学事典 食べ方+運動 こころ力・脳力編 日野原重明:総監修 講談社
な 3915 0000080093 治せる精神科医との出会いかた 朝日選書 696 中沢正夫:著 朝日新聞社
な 3916 0000178467 永い言い訳 西川美和:著 文藝春秋
な 3917 0000122267 長生きしたけりゃふくらはぎをもみなさい 健康プレミアムシリーズ 鬼木豊:監修 アスコム
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な 3918 0000116475 永井文庫文献・資料目録 戦後社会事業・社会福祉資料 第1巻 福島介護福祉専門学校社会福祉研究研修センター

な 3919 0000174797 中尾一枝画集
な 3920 0000072827 長きこの夜 佐江衆一:著 新潮社
な 3921 0000129452 長崎県の山 分県登山ガイド 井上晋:著 山と渓谷社
な 3922 0000057356 長崎原爆記 被爆医師の証言 平和文庫 秋月辰一郎:著 日本ブックエース
な 3923 0000153320 長崎の鐘 永井隆 日比谷出版社
な 3924 0000098145 ナガサキの証言 鎌田定夫
な 3925 0000055426 ナガサレール　イエタテール ニコ・ニコルソン:著 太田出版
な 3926 0000079376 仲達 塚本青史:著 角川書店
な 3927 0000108498 中田町の文化財 石仏は語るー祖先の近世石仏信仰
な 3928 0000111229 中田町の文化財 第2集 郡山市中田町郷土史研究会
な 3929 0000108191 中通りの年中行事と食べ物 平出美穂子:著 歴史春秋出版
な 3930 0000129916 長野県の山 分県登山ガイド 15 垣外富士男:〔ほか〕著 山と渓谷社
な 3931 0000069922 長野殺人事件 長編推理小説 KAPPA NOVELS 内田康夫:著 光文社
な 3932 0000060244 中村俊輔 世界へはなつシュート 素顔の勇者たち 北条正士:著 旺文社
な 3933 0000130203 中村彝 鈴木秀枝:著 木耳社
な 3934 0000110742 中山風穴地の自然 下郷町・下郷町教育委員会
な 3935 0000060863 泣き顔にKISS 下 ツムギ:著 竹書房
な 3936 0000086165 泣き童子(わらし) 三島屋変調百物語参之続 宮部みゆき:著 文藝春秋
な 3937 0000081513 名残り火 てのひらの闇 2 藤原伊織:著 文藝春秋
な 3938 0000120501 成語林 故事ことわざ慣用句 旺文社:編 旺文社
な 3939 0000105262 名参謀・直江兼続 秀吉・家康がその才覚に恐れを抱いた男 小和田哲男:著 三笠書房
な 3940 0000093757 ナシの絵本 そだててあそぼう 68 さわむらゆたか:へん 農山漁村文化協会
な 3941 0000090522 那須与一 下巻 谷恒生:著 河出書房新社
な 3942 0000090530 那須与一 上巻 谷恒生:著 河出書房新社
な 3943 0000074286 なぜ、嫌な奴ほどいい目にあうのか? 邪悪な人物に翻弄されない人間関係術 ゲリー・ラング:著 ＰＨＰ研究所
な 3944 0000119263 なぜ、社長のベンツは4ドアなのか? 誰も教えてくれなかった!裏会計学 小堺桂悦郎:著 フォレスト出版
な 3945 0000071845 なぜ、悩む！ 幸せになるこころのしくみ 玄侑宗久:著 サンガ
な 3946 0000075952 なぜあの人はいつもやる気があるのか 中谷彰宏:著 ダイヤモンド社
な 3947 0000075184 なぜあの人は整理がうまいのか 中谷彰宏:著 ダイヤモンド社
な 3948 0000068866 なぜ生きる 明橋大二:著 １万年堂出版
な 3949 0000093658 なぜか、「仕事がうまくいく人」の習慣 世界中のビジネスマンが学んだ成功の法則 ケリー・グリーソン:著 ＰＨＰ研究所
な 3950 0000073411 なぜ君は絶望と闘えたのか 本村洋の3300日 門田隆将:著 新潮社
な 3951 0000072215 なぜ君は絶望と闘えたのか 本村洋の３３００日 門田隆将:著 新潮社
な 3952 0000082222 謎解きはディナーのあとで 東川篤哉:著 小学館
な 3953 0000082214 謎解きはディナーのあとで 2 東川篤哉:著 小学館
な 3954 0000082206 謎解きはディナーのあとで 3 東川篤哉:著 小学館



一般書等（書名による五十音リスト）

な 3955 0000105395 謎のアンデス文明 「衛星考古学」検証の旅 ＮＨＫ取材班:著 日本放送出版協会
な 3956 0000093922 ナタネの絵本 そだててあそぼう 33 いしだまさひこ:へん 農山漁村文化協会
な 3957 0000105171 夏王朝は幻ではなかった 1200年遡った中国文明史の起源 岳南:著 柏書房
な 3958 0000102202 なつかしの小学一年生 らんぷの本 熊谷元一:著 河出書房新社
な 3959 0000141739 懐かしの満州鉄道 写真集 戸島健太郎:文 国書刊行会
な 3960 0000073445 夏から夏へ 佐藤多佳子:著 集英社
な 3961 0000108399 納豆 原料大豆の選び方から販売戦略まで 食品加工シリーズ ５ 渡辺杉夫:著 農山漁村文化協会
な 3962 0000046169 納豆の快楽 The New Fifties 小泉武夫:著 講談社
な 3963 0000075523 夏の香り 下 チェホヨン:脚本 竹書房
な 3964 0000075556 夏の香り 上 チェホヨン:脚本 竹書房
な 3965 0000108290 菜っ葉料理健康法 菜っ葉ミニ事典 飛石なぎさ:著 朝日出版社
な 3966 0000085498 夏への扉 ロバート・Ａ．ハインライン:著 早川書房
な 3967 0000187617 夏物語 川上未映子:著 文藝春秋
な 3968 0000084541 名のないシシャ 山田悠介:著 角川書店
な 3969 0000090589 菜の花の沖 1 司馬遼太郎:著 文藝春秋
な 3970 0000090621 菜の花の沖 2 司馬遼太郎:著 文藝春秋
な 3971 0000155473 菜の花の沖 3 司馬遼太郎:著 文藝春秋
な 3972 0000090605 菜の花の沖 4 文春文庫 司馬遼太郎:著 文藝春秋
な 3973 0000090597 菜の花の沖 5 司馬遼太郎:著 文藝春秋
な 3974 0000090548 菜の花の沖 6 司馬遼太郎:著 文藝春秋
な 3975 0000107730 鍋と煮もの入門塾
な 3976 0000107490 鍋奉行になる オレンジページブックス オレンジページ
な 3977 0000079814 生首に聞いてみろ The Gorgon’s look 法月綸太郎:著 角川書店
な 3978 0000083188 なまけもののあなたがうまくいく57の法則 本田直之:著 大和書房
な 3979 0000172296 涙 下巻 新潮文庫 乃南アサ:著 新潮社
な 3980 0000172288 涙 上巻 新潮文庫 乃南アサ:著 新潮社
な 3981 0000075325 涙が出るほどいい話 あのときは、ありがとう 第7集 「小さな親切」運動本部:編 河出書房新社
な 3982 0000091041 涙空 雨上がりにキスをして。 下 白いゆき:著 スターツ出版
な 3983 0000061184 涙空 雨上がりにキスをして。 上 白いゆき:著 スターツ出版
な 3984 0000067710 波のうえの魔術師 石田衣良:著 文藝春秋
な 3985 0000083295 ナミヤ雑貨店の奇蹟 東野圭吾:著 角川書店
な 3986 0000085910 名もなき毒 宮部みゆき:著 幻冬舎
な 3987 0000098822 悩みはイバラのようにふりそそぐ 山田かまち詩画集 山田かまち:著 筑摩書房
な 3988 0000070359 なやみはつきねんだなあ 相田みつをいのちのことば 相田みつを:書 小学館
な 3989 0000129668 奈良県の山 分県登山ガイド 小島誠孝:著 山と渓谷社
な 3990 0000191569 楢葉町災害記録誌 第1編 語り継ぐ震災、築く未来へ 福島県楢葉町
な 3991 0000110874 ならはまちの文化財 楢葉町教育委員会



一般書等（書名による五十音リスト）

な 3992 0000116855 楢葉町の民俗 暮らしの足跡
な 3993 0000114272 奈良美術の系譜 小杉一雄:著 平凡社
な 3994 0000168674 なりたい 畠中恵:著 新潮社
な 3995 0000181164 成田屋の食卓 團十郎が食べてきたもの 堀越希実子:著 世界文化社
な 3996 0000109959 縄紋土器研究の新展開 大塚達朗:著 同成社
な 3997 0000061911 南極のペンギン 高倉健:著 集英社
な 3998 0000097139 南京・広島・アウシュヴィッツ
な 3999 0000157933 南京戦史 偕行社
な 4000 0000157925 南京戦史資料集 偕行社
な 4001 0000094912 南京の氷雨 虐殺の構造を追って 阿部輝郎:著 教育書籍
な 4002 0000074971 南国かつおまぐろ旅 椎名誠:著 文藝春秋
な 4003 0000184945 なんとかなるさあきらめず お地蔵さまのまなざし 小林牧牛:著 頭脳集団ぱるす出版
な 4004 0000082628 なんとかなるなる 林原めぐみ:著 角川書店
な 4005 0000066340 何のために生きるのか 稲盛和夫:著 致知出版社
な 4006 0000207571 南北戦争 アメリカを二つに裂いた内戦 小川寛大:著 中央公論新社
な 4007 0000118638 南方熊楠 人物叢書　新装版 笠井清:著 吉川弘文館
に 4008 0000129924 新潟県の山 分県登山ガイド 三菱ガス化学山岳部:ほか著 山と渓谷社
に 4009 0000105106 新島八重と夫、襄 会津・京都・同志社 早川廣中:共著 思文閣出版
に 4010 0000104877 新島八重の生涯 歴史物語 吉村康:著 歴史春秋出版
に 4011 0000079178 新島八重の茶事記 筒井紘一:著 小学館
に 4012 0000070037 贄門島 下 内田康夫:著 文藝春秋
に 4013 0000069971 贄門島 上 内田康夫:著 文藝春秋
に 4014 0000086645 にぎやかな天地 下 宮本輝:著 中央公論新社
に 4015 0000086678 にぎやかな天地 上 宮本輝:著 中央公論新社
に 4016 0000068999 逃げないお父さん 子どものために父親は何ができるか 青木信人:著 ポプラ社
に 4017 0000073643 逃げる男 シドニィ・シェルダン:著 アカデミー出版
に 4018 0000151696 錦 宮尾登美子:著 中央公論新社
に 4019 0000111211 西郷村の文化財
に 4020 0000182923 西の魔女が死んだ 新潮文庫 梨木香歩:著 新潮社
に 4021 0000120527 日常外来語で覚える英単語8000 固有名詞編 阿曽美宣:著 文芸社
に 4022 0000119966 日米のシングルマザーたち 生活と福祉のフェミニスト調査報告 中田照子:〔ほか〕共著 ミネルヴァ書房
に 4023 0000060491 日ロ現場史 北方領土-終わらない戦後 本田良一:著 北海道新聞社
に 4024 0000118711 日露戦争従軍日誌 当山三十世和尚語録 葉貫　勇山
に 4025 0000189142 日清戦争論 日本近代を考える足場 “本の泉社”転換期から学ぶ歴史書シリーズ 原田敬一:著 本の泉社
に 4026 0000168369 日中戦争全史 下 笠原十九司:著 高文研
に 4027 0000168351 日中戦争全史 上 笠原十九司:著 高文研
に 4028 0000084137 ニッポン・サバイバル 不確かな時代を生き抜く１０のヒント 集英社新書 ０３７９ 姜尚中:著 集英社



一般書等（書名による五十音リスト）

に 4029 0000113712 日本国憲法 サピオブックス 「写楽」編集部:編集 小学館
に 4030 0000092338 日本国憲法 小学館アーカイヴス 「写楽」編集部:編集 小学館
に 4031 0000109850 にっぽん台所文化史 小菅桂子:著 雄山閣出版
に 4032 0000142869 にっぽんのパンと畑のスープ なつかしくてあたらしい、白崎茶会のオーガニックレシピ 白崎裕子:著 WAVE出版
に 4033 0000108472 日本育英会史 育英奨学事業60年の軌跡
に 4034 0000169672 日本一のかんのんさま 酒井祥二 酒井祥二
に 4035 0000171207 日本一のかんのんさま 酒井祥二
に 4036 0000079723 日本一短い「母」への手紙 一筆啓上 福井県丸岡町:編 大巧社
に 4037 0000184812 日本が売られる 幻冬舎新書 つ-4-1 堤未果:著 幻冬舎
に 4038 0000167452 日本近現代史を読む 宮地正人:監修 新日本出版社
に 4039 0000114892 日本近代史 1 岩波全書 282 遠山茂樹:著 岩波書店
に 4040 0000109991 日本近代紙幣総覧
に 4041 0000126433 日本近代評論 比較文学的にみた 4 中島健蔵他 清水弘文堂
に 4042 0000097634 日本現代写真史 1945→95 日本写真家協会:編 平凡社
に 4043 0000130179 日本現代文学全集 40 伊藤整:〔ほか〕編集 講談社
に 4044 0000115972 日本語 発音アクセント辞典 ＮＨＫ:編 日本放送出版協会
に 4045 0000075358 日本語「ぢ」と「じ」の謎 国語の先生も知らなかった 知恵の森文庫 tつ3-1 土屋秀宇:著 光文社
に 4046 0000116400 日本考古学事典 田中琢:編集代表 三省堂
に 4047 0000153080 日本国勢図会 日本がわかるデータブック 20002001 矢野恒太記念会:編 国勢社
に 4048 0000115410 日本古代遺跡事典 大塚初重:〔ほか〕編 吉川弘文館
に 4049 0000104653 日本古代史 1 集英社
に 4050 0000104695 日本古代史 4 集英社
に 4051 0000109199 日本古代氏族事典 佐伯有清:編 雄山閣出版
に 4052 0000114355 日本古典文学大系 52 岩波書店
に 4053 0000114207 日本古典文学大系 67 岩波書店
に 4054 0000114181 日本古典文学大系 68 岩波書店
に 4055 0000119487 日本語練習帳 岩波新書 新赤版 596 大野晋:著 岩波書店
に 4056 0000068957 日本再考 東北ルネッサンスへの序章 赤坂憲雄:編 創童舎
に 4057 0000105643 日本史 名城の謎 城をめぐる攻防と構造の謎 読物日本史シリーズ 桜井成広:著 日本文芸社
に 4058 0000116574 日本史歳時記三六六日 小学館
に 4059 0000120246 日本史総合辞典 林陸朗:〔ほか〕編集 東京書籍
に 4060 0000116061 日本史総合年表 加藤友康:〔ほか〕編 吉川弘文館
に 4061 0000120634 日本十進分類法 もりきよし:原編 日本図書館協会
に 4062 0000105023 日本史と世界史 2つの流れが1つになる! 知の強化書 SC-001 滝音能之:監修 青春出版社
に 4063 0000115303 日本史年表 歴史学研究会:編 岩波書店
に 4064 0000150946 日本史年表 歴史学研究会:編 岩波書店
に 4065 0000116038 日本史の謎450 古代から幕末維新まで歴史のウラを推理・解明する! 南条範夫:監修 主婦と生活社



一般書等（書名による五十音リスト）

に 4066 0000115782 日本史広辞典 日本史広辞典編集委員会:編 山川出版社
に 4067 0000152116 日本資本主義社会と法律 平野義太郎:著 理論社
に 4068 0000152124 日本資本主義社会の矛盾 平野義太郎 理論社
に 4069 0000152108 日本社会主義文献解説 明治維新から太平洋戦争まで 渡部義通:編 大月書店
に 4070 0000097626 日本写真全集 1 小沢健志:〔ほか〕編集 小学館
に 4071 0000115147 日本宗教民俗図典 1 萩原秀三郎:著 法蔵館
に 4072 0000115121 日本宗教民俗図典 2 萩原秀三郎:著 法蔵館
に 4073 0000115113 日本宗教民俗図典 3 萩原秀三郎:著 法蔵館
に 4074 0000147165 日本城郭大系 第3巻 山形・宮城・福島 児玉幸多・坪井清足監修 新人物往来社
に 4075 0000105387 日本史用語集 全国歴史教育研究協議会:編 山川出版社
に 4076 0000116467 日本史用語集 全国歴史教育研究協議会:編 山川出版社
に 4077 0000118596 日本食の大研究 国際化する日本の文化 ＰＨＰ研究所:編 ＰＨＰ研究所
に 4078 0000115006 日本食物史 下 雄山閣出版
に 4079 0000115014 日本食物史 上 雄山閣出版
に 4080 0000126706 日本人と自然 タイムライフインターナショナル

に 4081 0000075051 日本人のこころ 原風景をたずねて 鶴見俊輔:編 岩波書店
に 4082 0000105569 日本人の魂と新島八重 小学館101新書 151 櫻井よしこ:著 小学館
に 4083 0000092387 日本人の誇り 文春新書 804 藤原正彦:著 文藝春秋
に 4084 0000150193 日本人ビジネスマン、アフリカで蚊帳を売る なぜ、日本企業の防虫蚊帳がケニアでトップシェアをとれたのか? 浅枝敏行:著 東洋経済新報社
に 4085 0000108993 日本人物総覧 歴史篇
に 4086 0000116814 日本新聞 1 朝日新聞社:編 朝日新聞社
に 4087 0000180737 日本生活史辞典 木村茂光:編 吉川弘文館
に 4088 0000114140 日本石仏事典 庚申懇話会:編 雄山閣
に 4089 0000191528 日本石仏事典 庚申懇話会
に 4090 0000106989 日本世相百年史 写真記録 金森徳次郎:監修 日本図書センターP&S
に 4091 0000108662 日本その日その日 1 東洋文庫 171 Ｅ・Ｓ・モース:〔著〕 平凡社
に 4092 0000108654 日本その日その日 2 東洋文庫 172 Ｅ・Ｓ・モース:〔著〕 平凡社
に 4093 0000108647 日本その日その日 3 東洋文庫 179 Ｅ・Ｓ・モース:〔著〕 平凡社
に 4094 0000060145 日本男児 長友佑都:著 ポプラ社
に 4095 0000090142 日本誕生 古代国家「大和」とまつろわぬ者たちの物語 武光誠:著 文藝春秋
に 4096 0000122994 日本茶全書 生産から賞味まで 淵之上康元:著 農山漁村文化協会
に 4097 0000119073 日本中枢の崩壊 古賀茂明:著 講談社
に 4098 0000109587 日本中世の女性 中世史研究選書 田端泰子:著 吉川弘文館
に 4099 0000171363 日本で最も美しい村オフィシャルガイド 全国64カ村「絶景」に出会う旅 双葉社スーパームック 双葉社
に 4100 0000148601 日本で最も美しい村公式ガイドブック 「日本で最も美しい村」連合オフィシャルガイドブック 2 ハースト婦人画報社:編 ハースト婦人画報社
に 4101 0000185199 日本で最も美しい村公式ガイドブック 「日本で最も美しい村」連合オフィシャルガイドブック 2 ハースト婦人画報社:編 ハースト婦人画報社
に 4102 0000109090 日本伝承のあそび読本 加古里子:著 福音館書店



一般書等（書名による五十音リスト）

に 4103 0000104711 日本という国 よりみちパン!セ 14 小熊英二:著 理論社
に 4104 0000115618 日本土器事典 大川清:〔ほか〕編 雄山閣出版
に 4105 0000058396 日本と世界の猫のカタログ 2001年版 Seibido mook 小島正記:監修 成美堂出版
に 4106 0000114124 日本年中行事辞典 角川小辞典 16 鈴木棠三:〔著〕 角川書店
に 4107 0000085274 日本の暗黒 実録・特別高等警察 第1部 下里正樹:著 新日本出版社
に 4108 0000172452 日本の暗黒 実録・特別高等警察 第2部 下里正樹:著 新日本出版社
に 4109 0000109546 日本の遺跡発掘物語 1 社会思想社
に 4110 0000109041 日本の遺跡発掘物語 2 社会思想社
に 4111 0000109553 日本の遺跡発掘物語 3 社会思想社
に 4112 0000109520 日本の遺跡発掘物語 5 社会思想社
に 4113 0000118919 日本農業の明日をひらく者 愛農学園農業高等学校後援会:編 新地書房
に 4114 0000120733 日本の失われた十年 失敗の本質復活への戦略 原田泰:著 日本経済新聞社
に 4115 0000152231 日本農人傳 和田傳
に 4116 0000152249 日本農人傳 和田傳
に 4117 0000152165 日本農人傳 和田傳
に 4118 0000065110 日本の歌名曲集
に 4119 0000139519 日本の絵画 日本画編Ⅰ
に 4120 0000139576 日本の絵画 日本画編Ⅱ
に 4121 0000139543 日本の絵画 洋画編Ⅰ
に 4122 0000139535 日本の絵画 洋画編Ⅱ
に 4123 0000193789 日本の火山ハザードマップ集 第2版 防災科学技術研究所研究資料 第380号 独立行政法人防災科学技術研究所 独立行政法人防災科学技術研究所

に 4124 0000099705 日本のきのこ 山渓カラー名鑑 今関六也:〔ほか〕編・解説 山と渓谷社
に 4125 0000121939 日本のきのこ 山渓カラー名鑑 今関六也:〔ほか〕編・解説 山と渓谷社
に 4126 0000064857 日本の巨樹・巨木林
に 4127 0000096909 日本の空襲 3 三省堂
に 4128 0000152173 日本の軍国主義 2 井上清:著 東京大学出版会
に 4129 0000057711 日本の原発、どこで間違えたのか 内橋克人:著 朝日新聞出版
に 4130 0000057489 日本の原発危険地帯 鎌田慧:著 青志社
に 4131 0000109819 日本の古代遺跡 45 保育社
に 4132 0000109579 日本の古代瓦 考古学選書 34 森郁夫:著 雄山閣出版
に 4133 0000124164 日本の桜 浅野喜市:写真 毎日新聞社
に 4134 0000114579 日本のさくら さくら名所100選
に 4135 0000107151 日本の山河 天と地の旅 41 国書刊行会
に 4136 0000107169 日本の山河 天と地の旅 41 国書刊行会
に 4137 0000107144 日本の山河 天と地の旅 42 国書刊行会
に 4138 0000107136 日本の山河 天と地の旅 43 国書刊行会
に 4139 0000107334 日本の山河 天と地の旅 44 国書刊行会



一般書等（書名による五十音リスト）

に 4140 0000107342 日本の山河 天と地の旅 45 国書刊行会
に 4141 0000106997 日本の山河 天と地の旅 46 国書刊行会
に 4142 0000130047 日本の詩歌 10 中公文庫 中央公論社
に 4143 0000172692 日本の支配者 佐々木憲昭:著 新日本出版社
に 4144 0000121822 日本の重要な植物群落 2北関東版 環境庁:編 大蔵省印刷局
に 4145 0000099853 日本の樹木 山渓カラー名鑑 林弥栄:編 山と渓谷社
に 4146 0000099663 日本の樹木 山渓カラー名鑑 林弥栄:編 山と渓谷社
に 4147 0000116715 日本の食生活全集 １０ 農山漁村文化協会
に 4148 0000157230 日本の食生活全集 11 農山漁村文化協会
に 4149 0000157263 日本の食生活全集 12 農山漁村文化協会
に 4150 0000157057 日本の食生活全集 13 農山漁村文化協会
に 4151 0000157073 日本の食生活全集 14 農山漁村文化協会
に 4152 0000157180 日本の食生活全集 16 農山漁村文化協会
に 4153 0000157099 日本の食生活全集 17 農山漁村文化協会
に 4154 0000157156 日本の食生活全集 18 農山漁村文化協会
に 4155 0000157198 日本の食生活全集 20 農山漁村文化協会
に 4156 0000157149 日本の食生活全集 21 農山漁村文化協会
に 4157 0000157214 日本の食生活全集 22 農山漁村文化協会
に 4158 0000157305 日本の食生活全集 23 農山漁村文化協会
に 4159 0000157255 日本の食生活全集 24 農山漁村文化協会
に 4160 0000157016 日本の食生活全集 25 農山漁村文化協会
に 4161 0000157206 日本の食生活全集 26 農山漁村文化協会
に 4162 0000157248 日本の食生活全集 27 農山漁村文化協会
に 4163 0000157115 日本の食生活全集 28 農山漁村文化協会
に 4164 0000156976 日本の食生活全集 29 農山漁村文化協会
に 4165 0000157297 日本の食生活全集 30 農山漁村文化協会
に 4166 0000157271 日本の食生活全集 31 農山漁村文化協会
に 4167 0000157123 日本の食生活全集 32 農山漁村文化協会
に 4168 0000157313 日本の食生活全集 33 農山漁村文化協会
に 4169 0000157024 日本の食生活全集 34 農山漁村文化協会
に 4170 0000157172 日本の食生活全集 36 農山漁村文化協会
に 4171 0000157321 日本の食生活全集 37 農山漁村文化協会
に 4172 0000157222 日本の食生活全集 38 農山漁村文化協会
に 4173 0000157081 日本の食生活全集 39 農山漁村文化協会
に 4174 0000156984 日本の食生活全集 40 農山漁村文化協会
に 4175 0000156968 日本の食生活全集 41 農山漁村文化協会
に 4176 0000157032 日本の食生活全集 42 農山漁村文化協会



一般書等（書名による五十音リスト）

に 4177 0000157040 日本の食生活全集 43 農山漁村文化協会
に 4178 0000156950 日本の食生活全集 44 農山漁村文化協会
に 4179 0000157164 日本の食生活全集 45 農山漁村文化協会
に 4180 0000157107 日本の食生活全集 46 農山漁村文化協会
に 4181 0000157065 日本の食生活全集 47 農山漁村文化協会
に 4182 0000157131 日本の食生活全集 48 農山漁村文化協会
に 4183 0000157347 日本の食生活全集 49 農山漁村文化協会
に 4184 0000157339 日本の食生活全集 50 農山漁村文化協会
に 4185 0000156992 日本の食生活全集 7 農山漁村文化協会
に 4186 0000157289 日本の食生活全集 8 農山漁村文化協会
に 4187 0000116988 日本の食生活全集 利用の手引
に 4188 0000157917 日本の生活文化財 祝宮静 第一法規
に 4189 0000129411 日本の生物 タイムライフインターナショナル

に 4190 0000171769 日本の戦争 3 山田朗:著 新日本出版社
に 4191 0000113118 日本の即身佛 佐野文哉・内藤正敏
に 4192 0000095943 日本の地質 2 共立出版
に 4193 0000106161 日本の伝説 18 忠臣蔵
に 4194 0000106583 日本の伝説10 近畿
に 4195 0000106542 日本の伝説11 奈良南紀
に 4196 0000106534 日本の伝説12 中国
に 4197 0000106526 日本の伝説13 四国
に 4198 0000106575 日本の伝説14 北九州
に 4199 0000106567 日本の伝説15 南九州・沖縄
に 4200 0000106245 日本の伝説16 全国編
に 4201 0000106203 日本の伝説17 名城物語
に 4202 0000106468 日本の伝説2 東北
に 4203 0000106476 日本の伝説3 北関東
に 4204 0000106484 日本の伝説4 南関東
に 4205 0000106518 日本の伝説5 東京
に 4206 0000106500 日本の伝説6 中部
に 4207 0000106492 日本の伝説7 北陸
に 4208 0000106450 日本の伝説8 東海
に 4209 0000106559 日本の伝説9 京都
に 4210 0000114629 日本の天然記念物 講談社
に 4211 0000114595 日本の天然記念物 1 講談社
に 4212 0000114603 日本の天然記念物 2 講談社
に 4213 0000114538 日本の天然記念物 3 講談社



一般書等（書名による五十音リスト）

に 4214 0000114546 日本の天然記念物 4 講談社
に 4215 0000114553 日本の天然記念物 5 講談社
に 4216 0000114561 日本の天然記念物 6 講談社
に 4217 0000116848 日本の天然記念物 自然紀行 講談社
に 4218 0000123661 日本の毒キノコ150種 小山昇平:著 ほおずき書籍
に 4219 0000115071 日本の農民家屋 草野和夫:著 彰国社
に 4220 0000103051 日本のバス年代記 鈴木文彦:著 グランプリ出版
に 4221 0000109173 日本の美術 2
に 4222 0000110387 日本の美術1
に 4223 0000110254 日本の美術10
に 4224 0000106666 日本の美術10 谷文晁
に 4225 0000110270 日本の美術12
に 4226 0000118406 日本の美術2
に 4227 0000110460 日本の美術2
に 4228 0000110353 日本の美術3
に 4229 0000110296 日本の美術3
に 4230 0000110429 日本の美術4
に 4231 0000110262 日本の美術4
に 4232 0000110452 日本の美術4
に 4233 0000110312 日本の美術5
に 4234 0000110395 日本の美術5
に 4235 0000105932 日本の美術6
に 4236 0000110437 日本の美術7
に 4237 0000110346 日本の美術7
に 4238 0000110304 日本の美術8
に 4239 0000107201 日本の美術館77 これだけは見たい 日本テレビ放送網
に 4240 0000107219 日本の美術館88 これだけは見たい 続 日本テレビ放送網
に 4241 0000119321 日本の文化財 1 第一法規出版
に 4242 0000119339 日本の文化財 2 第一法規出版
に 4243 0000099630 日本の米 環境と文化はかく作られた 中公新書 1156 富山和子:著 中央公論新社
に 4244 0000103069 日本の苗字読み解き事典 先祖を知り歴史を知る 丹羽基二:著 柏書房
に 4245 0000116558 日本の苗字読み解き事典 先祖を知り歴史を知る 丹羽基二:著 柏書房
に 4246 0000109025 日本の民話400選 永田義直:編著 金園社
に 4247 0000174839 日本の名山 2 第一アートセンター:編集 ぎょうせい
に 4248 0000065029 日本の野生植物 木本 1 佐竹義輔:〔ほか〕編 平凡社
に 4249 0000065037 日本の野生植物 木本 2 佐竹義輔:〔ほか〕編 平凡社
に 4250 0000065011 日本の野生植物 シダ 岩槻邦男:編 平凡社



一般書等（書名による五十音リスト）

に 4251 0000065045 日本の野生植物 草本 1 佐竹義輔:〔ほか〕編 平凡社
に 4252 0000065086 日本の野生植物 草本 2 佐竹義輔:〔ほか〕編 平凡社
に 4253 0000065078 日本の野生植物 草本 3 佐竹義輔:〔ほか〕編 平凡社
に 4254 0000102517 日本の野草 山渓カラー名鑑 林弥栄:編・解説 山と渓谷社
に 4255 0000120873 日本の野鳥 山渓カラー名鑑 高野伸二:編 山と渓谷社
に 4256 0000120600 日本の横穴墓 考古学選書 池上悟:著 雄山閣出版
に 4257 0000158949 日本の歴史 1 中公文庫 中央公論社
に 4258 0000158972 日本の歴史 10 中公文庫 中央公論社
に 4259 0000158907 日本の歴史 11 中公文庫 中央公論社
に 4260 0000158899 日本の歴史 12 中公文庫 中央公論社
に 4261 0000158881 日本の歴史 13 中公文庫 中央公論社
に 4262 0000159079 日本の歴史 14 中公文庫 中央公論社
に 4263 0000159061 日本の歴史 15 中公文庫 中央公論社
に 4264 0000159053 日本の歴史 16 中公文庫 中央公論社
に 4265 0000159046 日本の歴史 17 中公文庫 中央公論社
に 4266 0000159038 日本の歴史 18 中公文庫 中央公論社
に 4267 0000159020 日本の歴史 19 中公文庫 中央公論社
に 4268 0000158931 日本の歴史 2 中公文庫 中央公論社
に 4269 0000159137 日本の歴史 20 中公文庫 中央公論社
に 4270 0000159129 日本の歴史 21 中公文庫 中央公論社
に 4271 0000159111 日本の歴史 22 中公文庫 中央公論社
に 4272 0000159103 日本の歴史 23 中公文庫 中央公論社
に 4273 0000159095 日本の歴史 24 中公文庫 中央公論社
に 4274 0000159087 日本の歴史 25 中公文庫 中央公論社
に 4275 0000158956 日本の歴史 26 中公文庫 中央公論社
に 4276 0000158923 日本の歴史 3 中公文庫 中央公論社
に 4277 0000159012 日本の歴史 4 中公文庫 中央公論社
に 4278 0000159004 日本の歴史 5 中公文庫 中央公論社
に 4279 0000158915 日本の歴史 6 中公文庫 中央公論社
に 4280 0000158998 日本の歴史 7 中公文庫 中央公論社
に 4281 0000158980 日本の歴史 8 中公文庫 中央公論社
に 4282 0000158964 日本の歴史 9 中公文庫 中央公論社
に 4283 0000114611 日本の歴史 写真解説 歴史写真・絵画を読む 日本史視覚教材研究会:編 清水書院
に 4284 0000155531 日本の技 1 集英社
に 4285 0000117655 日本美術
に 4286 0000112490 日本百名山 深田久弥:著 新潮社
に 4287 0000111492 日本百名山ビジュアル登山ガイド 下 朝日新聞社



一般書等（書名による五十音リスト）

に 4288 0000114876 日本風俗史事典 日本風俗史学会:編集 弘文堂
に 4289 0000102681 日本復興計画 大前研一:著 文藝春秋
に 4290 0000187641 日本文学全集 04 池澤夏樹:個人編集 河出書房新社
に 4291 0000187666 日本文学全集 06 池澤夏樹:個人編集 河出書房新社
に 4292 0000163832 日本文学全集 1 集英社
に 4293 0000161513 日本文学全集 10 集英社
に 4294 0000163709 日本文学全集 11 集英社
に 4295 0000163782 日本文学全集 12 集英社
に 4296 0000163816 日本文学全集 13 集英社
に 4297 0000163741 日本文学全集 14 集英社
に 4298 0000163717 日本文学全集 15 集英社
に 4299 0000161463 日本文学全集 16 集英社
に 4300 0000163758 日本文学全集 17 集英社
に 4301 0000163840 日本文学全集 18 集英社
に 4302 0000161521 日本文学全集 19 集英社
に 4303 0000160861 日本文学全集 2 集英社
に 4304 0000160820 日本文学全集 20 集英社
に 4305 0000161497 日本文学全集 21 集英社
に 4306 0000161547 日本文学全集 23 集英社
に 4307 0000161455 日本文学全集 24 集英社
に 4308 0000161539 日本文学全集 25 集英社
に 4309 0000160853 日本文学全集 26 集英社
に 4310 0000160838 日本文学全集 27 集英社
に 4311 0000163873 日本文学全集 28 集英社
に 4312 0000160846 日本文学全集 29 集英社
に 4313 0000163691 日本文学全集 3 集英社
に 4314 0000163881 日本文学全集 30 集英社
に 4315 0000163857 日本文学全集 31 集英社
に 4316 0000161687 日本文学全集 32 集英社
に 4317 0000163964 日本文学全集 33 集英社
に 4318 0000161570 日本文学全集 35 集英社
に 4319 0000163790 日本文学全集 36 集英社
に 4320 0000163923 日本文学全集 4 集英社
に 4321 0000163865 日本文学全集 40 集英社
に 4322 0000161596 日本文学全集 41 集英社
に 4323 0000161679 日本文学全集 42 集英社
に 4324 0000161703 日本文学全集 43 集英社



一般書等（書名による五十音リスト）

に 4325 0000161604 日本文学全集 44 集英社
に 4326 0000161638 日本文学全集 45 集英社
に 4327 0000164277 日本文学全集 46 集英社
に 4328 0000164293 日本文学全集 47 集英社
に 4329 0000153098 日本文学全集 48 集英社
に 4330 0000163808 日本文学全集 49 集英社
に 4331 0000161471 日本文学全集 5 集英社
に 4332 0000164368 日本文学全集 50 集英社
に 4333 0000164301 日本文学全集 51 集英社
に 4334 0000164335 日本文学全集 52 集英社
に 4335 0000164327 日本文学全集 53 集英社
に 4336 0000164343 日本文学全集 54 集英社
に 4337 0000163725 日本文学全集 56 集英社
に 4338 0000164269 日本文学全集 57 集英社
に 4339 0000164319 日本文学全集 58 集英社
に 4340 0000164350 日本文学全集 59 集英社
に 4341 0000163824 日本文学全集 6 集英社
に 4342 0000163766 日本文学全集 60 集英社
に 4343 0000160770 日本文学全集 61 集英社
に 4344 0000160804 日本文学全集 62 集英社
に 4345 0000160879 日本文学全集 63 集英社
に 4346 0000160911 日本文学全集 64 集英社
に 4347 0000160812 日本文学全集 65 集英社
に 4348 0000160796 日本文学全集 66 集英社
に 4349 0000160788 日本文学全集 67 集英社
に 4350 0000160895 日本文学全集 68 集英社
に 4351 0000160903 日本文学全集 69 集英社
に 4352 0000163733 日本文学全集 7 集英社
に 4353 0000139980 日本文学全集 70 集英社
に 4354 0000160887 日本文学全集 71 集英社
に 4355 0000161752 日本文学全集 73 集英社
に 4356 0000161588 日本文学全集 74 集英社
に 4357 0000161554 日本文学全集 75 集英社
に 4358 0000161737 日本文学全集 76 集英社
に 4359 0000161562 日本文学全集 77 集英社
に 4360 0000161620 日本文学全集 78 集英社
に 4361 0000161729 日本文学全集 79 集英社



一般書等（書名による五十音リスト）

に 4362 0000163774 日本文学全集 8 集英社
に 4363 0000161695 日本文学全集 80 集英社
に 4364 0000161745 日本文学全集 81 集英社
に 4365 0000161661 日本文学全集 83 集英社
に 4366 0000161653 日本文学全集 84 集英社
に 4367 0000161646 日本文学全集 85 集英社
に 4368 0000161612 日本文学全集 87 集英社
に 4369 0000161505 日本文学全集 9 集英社
に 4370 0000156679 日本防災・防災協会50年 その歩みと展望 （一財）日本防火・防災協会 株式会社 ぎょうせい
に 4371 0000193193 二本松系祭礼囃子の源流 その6 相良　達郎
に 4372 0000191775 二本松市史 第1巻 二本松市
に 4373 0000191817 二本松市史 第2巻 二本松市
に 4374 0000191916 二本松市史　第８巻　民俗　各論編１ 二本松市 二本松市
に 4375 0000191908 二本松市史　第９巻　自然・文化・人物　各論編２ 二本松市 二本松市
に 4376 0000191866 二本松市史3 原始･古代･中世 二本松市史編纂委員会 二本松市
に 4377 0000191874 二本松市史4 近世Ⅰ資料編2 二本松市史編纂委員会 二本松市
に 4378 0000191882 二本松市史5 近世Ⅱ 資料編3 二本松市史編纂委員会 二本松市
に 4379 0000191890 二本松市史6 近世Ⅲ 資料編4 二本松市史編纂委員会 二本松市
に 4380 0000191858 二本松市史7 近代・現代 資料編5 二本松市史編纂委員会 二本松市
に 4381 0000111096 二本松市の指定文化財 二本松市教育委員会
に 4382 0000110528 二本松市の指定文化財(2004年版) 二本松市教育委員会
に 4383 0000207035 二本松少年隊 紺野庫治
に 4384 0000172486 二本松少年隊 成美文庫 星亮一:著 成美堂出版
に 4385 0000094920 二本松少年隊 戊辰戦争に花と散る
に 4386 0000172023 二本松少年隊 物語と史蹟をたずねて 星　亮一
に 4387 0000111054 にほんまつの文学碑
に 4388 0000110189 二本松藩 大飢饉や御手伝普請で財政窮迫なれど、赤子生育法・不作赦免法の福祉政策にも取り組む。 シリーズ藩物語 糠澤章雄:著 現代書館
に 4389 0000107078 二本松藩史
に 4390 0000097485 二本松藩戊辰戦史 相原　秀郎
に 4391 0000122895 日本ミツバチ 在来種養蜂の実際 新特産シリーズ 藤原誠太:著 農山漁村文化協会
に 4392 0000114363 日本民俗学入門 柳田国男:著 名著出版
に 4393 0000109694 日本民俗事典 大塚民俗学会:編集 弘文堂
に 4394 0000108712 日本民俗文化大系 5 小学館
に 4395 0000109116 日本昔話事典 稲田浩二:〔ほか〕編集 弘文堂
に 4396 0000085522 日本村100人の仲間たち 統計データで読み解く日本のホントの姿 吉田浩:著 日本文芸社
に 4397 0000115808 日本名言名句の辞典 尚学図書:編集 小学館
に 4398 0000066159 日本よ 石原慎太郎:著 産経新聞ニュースサービス



一般書等（書名による五十音リスト）

に 4399 0000095950 日本歴史館 小学館
に 4400 0000114165 日本歴史シリーズ 1 世界文化社
に 4401 0000164251 日本歴史大辞典 1 日本歴史大辞典編集委員会:編集 河出書房新社
に 4402 0000164160 日本歴史大辞典 10 日本歴史大辞典編集委員会:編集 河出書房新社
に 4403 0000164244 日本歴史大辞典 2 日本歴史大辞典編集委員会:編集 河出書房新社
に 4404 0000164236 日本歴史大辞典 3 日本歴史大辞典編集委員会:編集 河出書房新社
に 4405 0000164228 日本歴史大辞典 4 日本歴史大辞典編集委員会:編集 河出書房新社
に 4406 0000164210 日本歴史大辞典 5 日本歴史大辞典編集委員会:編集 河出書房新社
に 4407 0000164202 日本歴史大辞典 6 日本歴史大辞典編集委員会:編集 河出書房新社
に 4408 0000164194 日本歴史大辞典 7 日本歴史大辞典編集委員会:編集 河出書房新社
に 4409 0000164186 日本歴史大辞典 8 日本歴史大辞典編集委員会:編集 河出書房新社
に 4410 0000164178 日本歴史大辞典 9 日本歴史大辞典編集委員会:編集 河出書房新社
に 4411 0000141523 日本歴史大辞典 別巻1 日本歴史大辞典編集委員会:編集 河出書房新社
に 4412 0000141465 日本歴史大辞典 別巻2 日本歴史大辞典編集委員会:編集 河出書房新社
に 4413 0000113969 日本歴史地図 原始・古代編 上 竹内理三:〔ほか〕編集委員 柏書房
に 4414 0000113886 日本歴史地名辞典 藤岡謙二郎
に 4415 0000113977 日本歴史地理用語辞典 藤岡謙二郎:〔ほか〕編 柏書房
に 4416 0000088823 日本歴史文学館 22 講談社
に 4417 0000088815 日本歴史文学館 23 講談社
に 4418 0000108928 日本歴史民俗論集 10 吉川弘文館
に 4419 0000126714 日本列島 タイムライフインターナショナル

に 4420 0000120170 日本わらべ歌全集 4 下 柳原書店
に 4421 0000184929 ニムロッド 上田岳弘:著 講談社
に 4422 0000183764 ニャンニャンにゃんそろじー 有川浩:著 講談社
に 4423 0000116103 ニューアンカー英作文辞典 学研
に 4424 0000116434 ニューアンカー英和辞典 柴田徹士:〔ほか〕編集 学研
に 4425 0000116426 ニューアンカー和英辞典 美装2色版
に 4426 0000136549 乳牛の絵本 そだててあそぼう 60 みとももりゆき:へん 農山漁村文化協会
に 4427 0000061804 ニュースなんでも探偵団 NHK『週刊こどもニュース』5年間の制作現場から 池上彰:著 ホーム社
に 4428 0000115311 入門近世文書字典 林英夫:編 柏書房
に 4429 0000062299 入門古文書小字典 林英夫:監修 柏書房
に 4430 0000121277 入門山草・野草 栽培と繁殖 文研リビングガイド 神戸山草会:編 文研出版
に 4431 0000111575 庭木づくりと配植 1 NHK趣味の園芸 脇坂誠:著 日本放送出版協会
に 4432 0000111567 庭木づくりと配植 2 NHK趣味の園芸 脇坂誠:著 日本放送出版協会
に 4433 0000081802 庭仕事の愉しみ ヘルマン・ヘッセ:著 草思社
に 4434 0000107656 人気シェフのケーキ教室 初心者でもラクラクできる 別冊家庭画報 世界文化社
に 4435 0000158626 人魚の眠る家 東野圭吾:著 幻冬舎



一般書等（書名による五十音リスト）

に 4436 0000150144 人間・始皇帝 岩波新書 新赤版 1563 鶴間和幸:著 岩波書店
に 4437 0000098137 人間でなくなる日 沖縄戦住民証言集 中山良彦:編 集英社
に 4438 0000121442 人間というもの 司馬遼太郎:著 ＰＨＰ研究所
に 4439 0000140772 人間の運命 第2部 第4巻 夫婦の絆 芹沢光治良 新潮社
に 4440 0000066464 人間の覚悟 新潮新書 287 五木寛之:著 新潮社
に 4441 0000140905 人間の壁 下巻 新潮文庫 石川達三:著 新潮社
に 4442 0000140855 人間の壁 中篇 石川達三:著 新潮社
に 4443 0000066522 人間の関係 五木寛之:著 ポプラ社
に 4444 0000069211 人間の絆 ソウルメイトをさがして 江原啓之:著 小学館
に 4445 0000086611 人間の幸福 宮本輝:著 幻冬舎
に 4446 0000191114 人間宮沢賢治 萬田務 桜楓社
に 4447 0000093906 ニンジンの絵本 そだててあそぼう 41 かわしろひでお:へん 農山漁村文化協会
に 4448 0000114041 認知考古学とは何か 松本直子:編 青木書店
に 4449 0000183673 認知症はこうしたら治せる 「軽度」〈MCI〉からなら、さらに安心! 犬山康子:著 ナショナル出版
ぬ 4450 0000089359 ぬしさまへ 畠中恵:著 新潮社
ね 4451 0000092072 ネイマール 父の教え、僕の生きかた ネイマール:著 徳間書店
ね 4452 0000068296 ネオスピリチュアルアセンション Part2 エハン・デラヴィ:〔著〕 明窓出版
ね 4453 0000068304 ネオスピリチュアルアセンション 今明かされるフォトンベルトの真実 エハン・デラヴィ:〔著〕 明窓出版
ね 4454 0000066811 ネクロポリス 下 恩田陸:著 朝日新聞社
ね 4455 0000074930 猫殺し その他の短篇 椎名誠:著 文藝春秋
ね 4456 0000103101 ネコに遊んでもらう方法 ニャンちゃんご自慢の飼い主になる知恵とコツ KAWADE夢ビジュアル 植木裕幸:写真 河出書房新社
ね 4457 0000089425 ねこのばば 畠中恵:著 新潮社
ね 4458 0000058842 猫日和 文学になったネコたちの情景 フットワーク出版社書籍編集部:編 フットワーク出版
ね 4459 0000087999 猫風船 松山巌:〔著〕 みすず書房
ね 4460 0000058776 ネコマンガ デスノバ:制作 イーハトーヴ出版
ね 4461 0000076000 ネコマンガP Cat comic 3 デスノバ:制作 イーハトーヴ出版
ね 4462 0000066902 猫を抱いて象と泳ぐ 小川洋子:著 文藝春秋
ね 4463 0000082883 ねずみ小僧六世 星新一ちょっと長めのショートショート ６ 星新一:作 理論社
ね 4464 0000070441 寝たきり婆あ、たちあがる!! 女四代、「極楽」の日々 門野晴子:著 講談社
ね 4465 0000077685 寝たきり婆あ猛語録 門野晴子:著 講談社
ね 4466 0000172668 熱源 川越宗一:著 文藝春秋
ね 4467 0000185314 熱帯 森見登美彦:著 文藝春秋
ね 4468 0000130005 熱帯アジア ライフ大自然シリーズ 23 シドニー・ディロン・リプレー:著 タイムライフインターナショナル

ね 4469 0000087171 ねむの木の子どもたち 〔正〕 ゴマブックス 1022 宮城まり子:〔著〕 ごま書房
ね 4470 0000087577 眠り人形 東芝日曜劇場名作集 向田邦子:著 ラインブックス
ね 4471 0000166074 眠りの森 講談社文庫 東野圭吾:〔著〕 講談社
ね 4472 0000068692 眠れぬ夜に読む本 遠藤周作:著 光文社



一般書等（書名による五十音リスト）

ね 4473 0000114496 年号の歴史 増補版 所　功
ね 4474 0000096545 年中行事・儀礼事典 東京美術選書 19 川口謙二:〔ほか〕著 東京美術
ね 4475 0000113928 年中行事辞典 西角井正慶:編 東京堂出版
ね 4476 0000191270 年中行事辞典 西角井　正慶 株式会社東京堂
ね 4477 0000102392 粘土でつくるドールハウス
ね 4478 0000091520 年輪刻んでふくしまの名木
の 4479 0000112136 野遊び春夏秋冬 野や山を、一年中親子の遊び場に変えたい人に Ｏｕｔｄｏｏｒ　Ａ　ｔｏ　Ｚ－アウトドアのすべてがわかる－ １２ おくやまひさし:著 山と渓谷社
の 4480 0000108571 農青連三十年
の 4481 0000073957 脳男 首藤瓜於:著 講談社
の 4482 0000095463 脳科学からうまれたあなぽこえほんのりもの 音のでる知育絵本 19 岡田浩之:監修 ポプラ社
の 4483 0000076208 脳が冴える15の習慣 記憶・集中・思考力を高める 生活人新書 202 築山節:著 日本放送出版協会
の 4484 0000193102 農家の台所から Ｆａｒｍｅｒ’ｓ　ＫＥＩＫＯ:著 主婦と生活社
の 4485 0000114330 農業図絵
の 4486 0000116996 農業図絵 土屋又三郎
の 4487 0000114066 農具 ものと人間の文化史 19 飯沼二郎:著 法政大学出版局
の 4488 0000088237 農山村は消滅しない 岩波新書 新赤版 小田切徳美:著
の 4489 0000069039 農人日記 秋山豊寛:著 新潮社
の 4490 0000071167 のうだま やる気の秘密 上大岡トメ:著 幻冬舎
の 4491 0000184879 農と土のある暮らしを次世代へ 原発事故からの農村の再生 有機農業選書 7 菅野正寿:編著 コモンズ
の 4492 0000154831 脳内革命 脳から出るホルモンが生き方を変える 春山茂雄:著 サンマーク出版
の 4493 0000086140 脳に悪い7つの習慣 幻冬舎新書 は-5-1 林成之:著 幻冬舎
の 4494 0000122945 農本主義が未来を耕す 自然に生きる人間の原理 宇根豊:著 現代書館
の 4495 0000152579 農民の知恵 須藤克三島田武雄松丸志摩三 牧書店
の 4496 0000108001 農薬を使わないやさしい健康野菜作り トクマのP&Pブックス 本橋征輝:著 徳間書店
の 4497 0000081786 脳を活かす仕事術 「わかる」を「できる」に変える 茂木健一郎:著 ＰＨＰ研究所
の 4498 0000123901 農をめぐる旅 秋山豊寛:著 富民協会
の 4499 0000086504 ノエル a story of stories 道尾秀介:著 新潮社
の 4500 0000187500 ノースライト 横山秀夫:著 新潮社
の 4501 0000078113 ノーマ・ジーンの店で… 鈴木喜博:〔著〕 明窓出版
の 4502 0000161711 野上弥生子集 篠田一士 集英社
の 4503 0000155630 野菊の墓 アイドルブックス 8 伊藤左千夫:〔著〕 ポプラ社
の 4504 0000086850 遺された言葉 三浦綾子:著 講談社
の 4505 0000067975 残り全部バケーション 伊坂幸太郎:著 集英社
の 4506 0000090126 望みしは何ぞ 永井路子:著 中央公論社
の 4507 0000074377 望みは何と訊かれたら 小池真理子:著 新潮社
の 4508 0000120865 野の鳥の生態 1 仁部富之助:著 大修館書店
の 4509 0000120857 野の鳥の生態 2 仁部富之助:著 大修館書店



一般書等（書名による五十音リスト）

の 4510 0000123588 野の鳥の生態 3 仁部富之助:著 大修館書店
の 4511 0000120998 野の鳥の生態 4 仁部富之助:著 大修館書店
の 4512 0000120980 野の鳥の生態 5 仁部富之助:著 大修館書店
の 4513 0000184846 野の春 流転の海 第9部 宮本輝:著 新潮社
の 4514 0000171496 のはらうた 1 くどうなおことのはらみんな:〔作〕 童話屋
の 4515 0000096719 のはらうた 2 くどうなおことのはらみんな:〔作〕 童話屋
の 4516 0000171397 のはらうた 3 くどうなおことのはらみんな:〔作〕 童話屋
の 4517 0000075093 のぶカンタービレ！ 全盲で生まれた息子・伸行がプロのピアニストになるまで 辻井いつ子:著 アスコム
の 4518 0000078105 野ブタ。をプロデュース 白岩玄:著 河出書房新社
の 4519 0000071191 信長の棺 加藤広:著 日本経済新聞社
の 4520 0000089581 のぼうの城 和田竜:著 小学館
の 4521 0000061747 紀香魂 ハッピー・スピリット 藤原紀香:著 幻冬舎
の 4522 0000079012 典子44歳いま、伝えたい 「典子は、今」あれから25年 白井のり子:著 光文社
の 4523 0000087684 ノルウェイの森 下 村上春樹:著 講談社
の 4524 0000087676 ノルウェイの森 上 村上春樹:著 講談社
の 4525 0000112540 のんびり湯けむり紀行 福島の湯
の 4526 0000073239 野に語る・般若心経 酒井大岳:著 光雲社
は 4527 0000087767 ハートソング すべての人のこころに歌を マティ・ステパネク:著 ＰＨＰ研究所
は 4528 0000111757 ハーブの事典 Ｃｏｏｋｉｎｇ，ｃｒａｆｔ　ａｎｄ　ｇａｒｄｅｎｉｎｇ 小松美枝子:著 成美堂出版
は 4529 0000178244 ハーレムの闘う本屋 ルイス・ミショーの生涯 ヴォーンダ・ミショー・ネルソン:著 あすなろ書房
は 4530 0000073080 廃墟に乞う 佐々木譲:著 文芸春秋
は 4531 0000072280 配偶者をうしなうということ 伴侶と死別した人への心の処方箋 河合千恵子:編 日本文芸社
は 4532 0000080390 俳句鑑賞入門 永田義直:編著 金園社
は 4533 0000112755 バイクキャンピング イラスト図解 寺崎勉:著 山海堂
は 4534 0000119545 俳句的生活 中公新書 1729 長谷川櫂:著 中央公論新社
は 4535 0000074617 拝啓、父上様 SCENARIO 2007 倉本聡:著 理論社
は 4536 0000082388 灰谷健次郎の発言 1 灰谷健次郎:著 岩波書店
は 4537 0000082347 灰谷健次郎の発言 2 灰谷健次郎:著 岩波書店
は 4538 0000082354 灰谷健次郎の発言 3 灰谷健次郎:著 岩波書店
は 4539 0000082362 灰谷健次郎の発言 4 灰谷健次郎:著 岩波書店
は 4540 0000082321 灰谷健次郎の発言 5 灰谷健次郎:著 岩波書店
は 4541 0000082313 灰谷健次郎の発言 6 灰谷健次郎:著 岩波書店
は 4542 0000082305 灰谷健次郎の発言 7 灰谷健次郎:著 岩波書店
は 4543 0000082370 灰谷健次郎の発言 8 灰谷健次郎:著 岩波書店
は 4544 0000192468 ハイネ詩集 カラー版 世界の詩集 訳 井上正蔵 角川書店
は 4545 0000067983 バイバイ、ブラックバード 伊坂幸太郎:著 双葉社
は 4546 0000079020 敗北を抱きしめて 第二次大戦後の日本人 下 ジョン・ダワー:〔著〕 岩波書店



一般書等（書名による五十音リスト）

は 4547 0000079038 敗北を抱きしめて 第二次大戦後の日本人 上 ジョン・ダワー:〔著〕 岩波書店
は 4548 0000192476 バイロン詩集 カラー版 世界の詩集4 訳 斎藤正二 角川書店
は 4549 0000105122 パウ・ハナ ハワイ移民の社会史 刀水歴史全書 24 ロナルド・タカキ:著 刀水書房
は 4550 0000092973 覇王の番人 下 真保裕一:著 講談社
は 4551 0000092981 覇王の番人 上 真保裕一:著 講談社
は 4552 0000079327 バカチンたちに捧げるバラード 武田鉄矢の人生相談 武田鉄矢:著 集英社
は 4553 0000176388 はかぼんさん 空?風土記 さだまさし:著 新潮社
は 4554 0000069872 萩殺人事件 内田康夫:著 光文社
は 4555 0000189126 破局 遠野遥:著 河出書房新社
は 4556 0000138594 ハクサイの絵本 そだててあそぼう 67 わたなべえいえつ:へん 農山漁村文化協会
は 4557 0000069880 白鳥殺人事件 内田康夫ベストセレクション 内田康夫:著 角川書店
は 4558 0000113936 博物館の歴史展示の実際 村上義彦:著 雄山閣出版
は 4559 0000105684 幕末・維新 知れば知るほど 勝部真長:監修 実業之日本社
は 4560 0000108670 幕末・維新の政治構造 歴史科学叢書 佐藤誠朗:著 校倉書房
は 4561 0000115048 幕末・維新の日本 年報・近代日本研究 3 近代日本研究会:編 山川出版社
は 4562 0000115436 幕末維新全殉難者名鑑 2 明田鉄男:編 新人物往来社
は 4563 0000115386 幕末維新全殉難者名鑑 3 明田鉄男:編 新人物往来社
は 4564 0000116921 幕末維新秘録
は 4565 0000094748 幕末下級武士の絵日記 その暮らしと住まいの風景を読む 大岡敏昭:著 相模書房
は 4566 0000106955 幕末史 半藤一利:著 新潮社
は 4567 0000076398 幕末入門 中村彰彦:著 中央公論新社
は 4568 0000158139 幕末の会津と若松市の成立―近代化への道― 若松城天守閣市制100周年記念特別展 若松城天守閣郷土博物館
は 4569 0000117077 ばけばけ5(ファイブ) みんなそろってのまき ゆかいなおばけシリーズ 前川かずお:作・画 童心社
は 4570 0000091645 ハケンアニメ! 辻村深月:著 マガジンハウス
は 4571 0000155515 箱根の坂 下 司馬遼太郎:著 講談社
は 4572 0000155507 箱根の坂 上 司馬遼太郎:著 講談社
は 4573 0000155499 箱根の坂 中 司馬遼太郎:著 講談社
は 4574 0000072223 ハサウェイ・ジョウンズの恋 カティア・ベーレンス:〔著〕 白水社
は 4575 0000077164 橋のない川 第１部 住井すゑ:著 新潮社
は 4576 0000077156 橋のない川 第２部 住井すゑ:著 新潮社
は 4577 0000077149 橋のない川 第３部 住井すゑ:著 新潮社
は 4578 0000077131 橋のない川 第４部 住井すゑ:著 新潮社
は 4579 0000153353 橋のない川 第5部 住井すゑ:著 新潮社
は 4580 0000153312 橋のない川 第6部 住井すゑ:著 新潮社
は 4581 0000077123 橋のない川 第７部 住井すゑ:著 新潮社
は 4582 0000097576 はじめて出会う育児の百科 0-6歳 汐見稔幸:監修 小学館
は 4583 0000064766 はじめてのあかちゃんえほん のりもの１ 荒川静恵:絵 学研



一般書等（書名による五十音リスト）

は 4584 0000064592 はじめてのあかちゃんえほん のりもの２ 荒川静恵:絵 学研
は 4585 0000118661 はじめての育児０～３歳 いちばんわかりやすい！ 鈴木洋:監修 西東社
は 4586 0000101485 初めての社交ダンス パーティで楽しく踊れる 伊藤喜六:著 成美堂出版
は 4587 0000176537 はじめての手話 ひとめでわかる手話の基本 山本智子:著 日東書院
は 4588 0000111880 はじめての釣り カラー版で見やすい ベスト・フィッシング 村越正海:著 ナツメ社
は 4589 0000112151 初めての釣り遊び 海、川、野池で楽しむ Ｏｕｔｄｏｏｒ　Ａ　ｔｏ　Ｚ－アウトドアのすべてがわかる－ １０ 皆川哲:共著 山と渓谷社
は 4590 0000102079 はじめての釣り超入門 だれもが楽しめる「五目釣り」の最強バイブルが、ついに登場! つり人最強BOOK 1 西野弘章:著 つり人社
は 4591 0000103176 はじめての陶芸 ページをめくるたびに上手くなる! 朝日カルチャーセンター講座シリーズ-元気アップ- 10 小山弘治:著 旬報社
は 4592 0000112177 初めてのフライタイイング 釣れるフライがすぐ巻ける Ｏｕｔｄｏｏｒ　Ａ　ｔｏ　Ｚ－アウトドアのすべてがわかる－ ９ 望月和美:監修 山と渓谷社
は 4593 0000097782 はじめての離乳食 イラスト版 成美堂出版
は 4594 0000081646 初めて部下を持つ人のためのリーダーシップ10のルール フレッシュリーダーズ・ガイド 01 マリーン・カロセリ:著 ディスカヴァー・トゥエンティワン

は 4595 0000098384 場所 Hayakawa novels アニー・エルノー:〔著〕 早川書房
は 4596 0000191163 芭蕉　その旅と史蹟 長谷　章久 株式会社人物往来社
は 4597 0000078162 走り終わって考える たかはたけいこ:著 繊研新聞社
は 4598 0000193714 走れ！Ｔ校バスケット部 松崎洋:著 彩雲出版
は 4599 0000094474 走れ!T校バスケット部 2 松崎洋:著 彩雲出版
は 4600 0000094466 走れ!T校バスケット部 3 松崎洋:著 彩雲出版
は 4601 0000094458 走れ!T校バスケット部 4 松崎洋:著 彩雲出版
は 4602 0000094441 走れ!T校バスケット部 5 松崎洋:著 彩雲出版
は 4603 0000094433 走れ!T校バスケット部 6 松崎洋:著 彩雲出版
は 4604 0000094425 走れ!T校バスケット部 7 松崎洋:著 彩雲出版
は 4605 0000094417 走れ!T校バスケット部 8 松崎洋:著 彩雲出版
は 4606 0000094409 走れ!T校バスケット部 9 松崎洋:著 彩雲出版
は 4607 0000060285 バスケットボール タイムアウトで勝利をつかむ50のアドバイス ディフェンス&オフェンスの戦術からメンタルまでシチュエーション別に詳解 SPORTS BIBLEシリーズ 倉石平:著 ベースボール・マガジン社

は 4608 0000111047 長谷部英一 大正期の夭折画家
は 4609 0000075697 バターはどこへ溶けた? ディーン・リップルウッド:著 道出版
は 4610 0000107375 パターンとセッティングを学ぶサンプラー・キルト レッスンシリーズ パッチワーク通信社
は 4611 0000098665 はだか 谷川俊太郎詩集 谷川俊太郎:著 筑摩書房
は 4612 0000084681 裸でも生きる 25歳女性起業家の号泣戦記 講談社BIZ 山口絵理子:著 講談社
は 4613 0000084343 裸の大将放浪記 第1巻 山下清:著 ノーベル書房
は 4614 0000084483 裸の大将放浪記 第2巻 山下清:著 ノーベル書房
は 4615 0000084392 裸の大将放浪記 第3巻 山下清:著 ノーベル書房
は 4616 0000084442 裸の大将放浪記 第4巻 山下清:著 ノーベル書房
は 4617 0000057588 裸のフクシマ 原発30km圏内で暮らす たくきよしみつ:著 講談社
は 4618 0000096867 膚の下 神林長平:著 早川書房
は 4619 0000101725 働きざかりの健康読本 福永哲也:編 家の光協会
は 4620 0000087452 働く女 群ようこ:著 集英社



一般書等（書名による五十音リスト）

は 4621 0000207373 八月の銀の雪 伊与原新:著 新潮社
は 4622 0000076737 八月の博物館 瀬名秀明:〔著〕 角川書店
は 4623 0000099010 八日目の蝉 角田光代:著 中央公論新社
は 4624 0000172619 八本目の槍 今村翔吾:著 新潮社
は 4625 0000129387 爬虫類 ライフ大自然シリーズ 5 アルチー・カー:著 タイムライフインターナショナル

は 4626 0000192591 八郎潟の八郎 まんが日本昔ばなし 愛企画センター 二見書房
は 4627 0000110882 発掘された日本列島 新発見考古速報 ’96 文化庁:編 朝日新聞社
は 4628 0000075648 初恋 Ｖｏｌ．１ チョソヘ:脚本 ワニブックス
は 4629 0000075606 初恋 Ｖｏｌ．２ チョソヘ:脚本 ワニブックス
は 4630 0000075564 初恋 Vol.3 チョソヘ:脚本 ワニブックス
は 4631 0000113092 初恋・自殺・不良少年 ぼくの思春期 のびのび人生論 10 羽仁進:著 ポプラ社
は 4632 0000096461 八甲田山死の彷徨 新潮文庫 新田次郎:著 新潮社
は 4633 0000183897 発酵マニアの天然工房 料理研究家、一級建築士、着物リメイク作家 きのこ:著 三五館
は 4634 0000172429 発達障害の子のためのハローワーク 鈴木慶太:監修 合同出版
は 4635 0000103358 パッチワークで作るスクール小もの 日本ヴォーグ社
は 4636 0000118372 バッティングの極意 うねり打法 手塚一志:著 ベースボール・マガジン社

は 4637 0000135988 バッティングの正体 手塚一志:著 ベースボール・マガジン社

は 4638 0000059808 バッティングバイブル テクニック編 SPORTS BIBLEシリーズ ベースボール・マガジン社:編 ベースボール・マガジン社

は 4639 0000093286 発熱 下 辻原登:著 日本経済新聞社
は 4640 0000093294 発熱 上 辻原登:著 日本経済新聞社
は 4641 0000113126 ハッピー！ 人はいつでもやり直せる 中井俊已:著 ＰＨＰエディターズ・グループ

は 4642 0000074740 ハッピー*ボーイ ジェリー・スピネッリ:著 理論社
は 4643 0000102228 ハッピーラッキー魔法のメイク 15分で10歳若返り幸せが舞い込む! 舛岡はなゑ:著 マキノ出版
は 4644 0000075895 ハトホルの書 アセンションした文明からのメッセージ トム・ケニオン:著 ナチュラルスピリット
は 4645 0000060202 バドミントンノックバイブル うまくなりたいジュニアのために SPORTS BIBLEシリーズ 能登則男:監修 ベースボール・マガジン社

は 4646 0000120881 花 Suiko books 079 福島右門:著 光村推古書院
は 4647 0000064998 花 ニューワイド学研の図鑑 学研
は 4648 0000158634 華、散りゆけど 真田幸村連戦記 海道龍一朗:著 集英社
は 4649 0000086025 華鬼 梨沙:著 イースト・プレス
は 4650 0000086017 華鬼 ２ 梨沙:著 イースト・プレス
は 4651 0000085803 華鬼 ３ Ｒｅｇａｌｏ 梨沙:著 イースト・プレス
は 4652 0000191221 花かたま 曾我　伝吉 本宮追史会
は 4653 0000086918 花子とアンへの道 本が好き、仕事が好き、ひとが好き 村岡恵理:編 新潮社
は 4654 0000154294 花祭 新潮文庫 安岡章太郎:著 新潮社
は 4655 0000100800 噺まみれ三楽亭仙朝 和田はつ子:著 小学館
は 4656 0000071787 話を、聞いてください 少年犯罪被害当事者手記集 少年犯罪被害当事者の会:著 サンマーク出版
は 4657 0000069724 話を聞かない男、地図が読めない女 男脳・女脳が「謎」を解く アラン・ピーズ:著 主婦の友社



一般書等（書名による五十音リスト）

は 4658 0000108217 花で彩る庭づくり 別冊ＮＨＫ趣味の園芸 日本放送出版協会
は 4659 0000105239 花と木の文化史 岩波新書 黄版 357 中尾佐助:著 岩波書店
は 4660 0000069427 はなとゆめ 冲方丁:著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
は 4661 0000113167 バナナとエビと私たち カラー版 岩波ブックレット Ｎｏ．５５１ 出雲公三:作・画 岩波書店
は 4662 0000083956 ばななのばなな 吉本ばなな:著 メタローグ
は 4663 0000076703 花に問え 瀬戸内寂聴:著 中央公論社
は 4664 0000086637 花の回廊 流転の海 第5部 宮本輝:著 新潮社
は 4665 0000121400 花の科学 のぎへんのほん 箱崎美義:著 研成社
は 4666 0000086447 花の鎖 湊かなえ:著 文藝春秋
は 4667 0000122812 花の歳時記 2 小学館
は 4668 0000122838 花の歳時記 4 小学館
は 4669 0000122846 花の歳時記 6 小学館
は 4670 0000122804 花の歳時記 7 小学館
は 4671 0000122796 花の歳時記 8 小学館
は 4672 0000122788 花の歳時記 別巻　２ 小学館
は 4673 0000122887 花の歳時記1 早春の花 相賀徹夫 小学館
は 4674 0000122820 花の歳時記3 初夏の花 相賀徹夫 小学館
は 4675 0000141770 花の日本史 木村陽二郎 新人物往来社
は 4676 0000082081 華の棺 西村京太郎:著 朝日新聞社
は 4677 0000079202 花はさくら木 辻原登:著 朝日新聞社
は 4678 0000141416 洟をたらした神 吉野せい作品集 吉野せい:〔著〕 弥生書房
は 4679 0000083931 ハネムーン 吉本ばなな:著 中央公論社
は 4680 0000094201 パネルシアター(初級編) 児童図書館研究会
は 4681 0000094169 パネルシアター(中級編)
は 4682 0000184762 パネルシアターの世界 日本保育実技研究会 アド･グリーン企画出版
は 4683 0000184770 パネルシアターの世界 りろんとてんかい アド･グリーン保育実技選書 佐久田忠一 アド･グリーン企画出版
は 4684 0000207019 パネルシアターを作る5 古宇田亮順･松田治仁 東洋文化出版
は 4685 0000097808 パパ&ママのハッピー育児アドバイス 妊娠・出産・子育ての勘ドコロ 宮本まき子:著 永岡書店
は 4686 0000068908 母から子への手紙 あなたに伝えたい想いがある 猪苗代町:編 幻冬舎
は 4687 0000082040 母たちの時代 原ひろ子:編 駸々堂出版
は 4688 0000111468 母と子の園芸教室・ハーブをたのしもう 神田シゲ:著 さ・え・ら書房
は 4689 0000108555 母と子のお雛さまめぐり 藤田順子:著 美術出版社
は 4690 0000103630 母と子のもっと楽しくステンシル シャーロット・フジカケ:著 美術出版社
は 4691 0000090829 母成峠 そして少年は戦場に消えた 林　洋海
は 4692 0000066787 母の詩集 池下和彦:著 童話屋
は 4693 0000075002 パプリカ 筒井康隆:著 中央公論社
は 4694 0000180810 バブル 日本迷走の原点 永野健二:著 新潮社



一般書等（書名による五十音リスト）

は 4695 0000072272 浜風受くる日々に 風見梢太郎:著 新日本出版社
は 4696 0000193128 浜通り 2000～2003福島 須賀武継:写真・文 雷鳥社
は 4697 0000060178 はみだす力 スプツニ子！:著 宝島社
は 4698 0000074260 破門 黒川博行:著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
は 4699 0000099366 速さのちがう時計 花の詩画集 星野富弘:著 偕成社
は 4700 0000176636 速さのちがう時計 花の詩画集 星野富弘:著 偕成社
は 4701 0000091074 はやぶさ新八御用帳 5 平岩弓枝:著 講談社
は 4702 0000106732 早わかり楽譜の読み方 カンタン、音符の基本がすぐわかる 新堀芸術学院:編 日東書院
は 4703 0000105361 早わかり世界史 時代の流れが図解でわかる! 宮崎正勝:著 日本実業出版社
は 4704 0000076653 パラサイト・イヴ 瀬名秀明:著 角川書店
は 4705 0000084558 パラシュート 山田悠介:著 文芸社
は 4706 0000110676 原瀬の昔・むかし
は 4707 0000059923 原辰徳 その素顔 長嶋茂雄:〔ほか述〕 三修社
は 4708 0000083006 パラドックス13 東野圭吾:著 毎日新聞社
は 4709 0000021840 バラの絵本 そだててあそぼう ７０ はやしいさむ:へん 農山漁村文化協会
は 4710 0000110502 原町市の文化財 原町市教育委員会
は 4711 0000093682 ハリー・ポッター大事典 寺島久美子:著 東洋館出版社
は 4712 0000074864 ハリー・ポッターとアズカバンの囚人 Ｊ．Ｋ．ローリング:作 静山社
は 4713 0000074906 ハリー・ポッターと賢者の石 Ｊ．Ｋ．ローリング:作 静山社
は 4714 0000094516 ハリー・ポッターと賢者の石 Ｊ．Ｋ．ローリング:作 静山社
は 4715 0000042655 ハリー・ポッターと死の秘宝 下 Ｊ．Ｋ．ローリング:作 静山社
は 4716 0000074914 ハリー・ポッターと死の秘宝 上 Ｊ．Ｋ．ローリング:作 静山社
は 4717 0000088120 ハリー・ポッターと謎のプリンス 上 Ｊ．Ｋ．ローリング:作 静山社
は 4718 0000088138 ハリー・ポッターと謎のプリンス 上 Ｊ．Ｋ．ローリング:作 静山社
は 4719 0000181057 ハリー・ポッターと呪いの子 第一部・第二部 Ｊ．Ｋ．ローリング:著 静山社
は 4720 0000094482 ハリー・ポッターと秘密の部屋 Ｊ．Ｋ．ローリング:作 静山社
は 4721 0000071530 パリでひとりぼっち 鹿島茂:著 講談社
は 4722 0000089763 播磨灘物語 下 司馬遼太郎:著 講談社
は 4723 0000155457 播磨灘物語 下 司馬遼太郎:著 講談社
は 4724 0000089755 播磨灘物語 上 司馬遼太郎:著 講談社
は 4725 0000089706 播磨灘物語 中 司馬遼太郎:著 講談社
は 4726 0000155465 播磨灘物語 中 司馬遼太郎:著 講談社
は 4727 0000076612 遙かな坂(上) 夏樹　静子
は 4728 0000076604 遙かな坂(下) 夏樹　静子
は 4729 0000066860 遥かなる心の旅 大石邦子:著 講談社
は 4730 0000103564 春夏のシンプルセーター
は 4731 0000100784 春の庭 柴崎友香:著 文藝春秋



一般書等（書名による五十音リスト）

は 4732 0000096602 春の雪 三島由紀夫
は 4733 0000090449 春は馬車に乗って エッセイ集 遠藤周作:著 文藝春秋
は 4734 0000207324 パレートの誤算 祥伝社文庫 ゆ7-1 柚月裕子:著 祥伝社
は 4735 0000087312 晴れときどき猫背 Seabreeze from Kamogawa 2 村山由佳:著 集英社
は 4736 0000122176 晴れないうつはないのです うつを知る、治す、防ぐ 高田明和:著 すばる舎
は 4737 0000191403 布哇在住福島県人略歴写真帖 渡部　弥吉 布哇在住福島県人略歴写真帖刊行会

は 4738 0000106724 ハワイ日本人移民史
は 4739 0000112383 ハワイのホテル・ベストセレクション 岸川惠俊:著 河出書房新社
は 4740 0000108373 パン 委託栽培、製粉から開店まで 食品加工シリーズ ７ 片岡芙佐子:著 農山漁村文化協会
は 4741 0000090431 藩医宮坂涼庵 和田はつ子:著 新日本出版社
は 4742 0000112573 磐越道で結ぶ 福島・新潟 太平洋から日本海へ
は 4743 0000083840 半落ち 横山秀夫:著 講談社
は 4744 0000092650 反逆 下 遠藤周作:著 講談社
は 4745 0000089102 反逆 上 遠藤周作:著 講談社
は 4746 0000069526 阪急電車 有川浩:著 幻冬舎
は 4747 0000078766 犯罪小説家 雫井脩介:著 双葉社
は 4748 0000193045 半沢直樹アルルカンと道化師 池井戸潤:著 講談社
は 4749 0000169045 盤上の向日葵 柚月裕子:著 中央公論新社
は 4750 0000116095 反対語大辞典 中村一男:編 東京堂出版
は 4751 0000115923 磐梯山破裂セリ 記録写真集 磐梯山噴火百周年記念事業実行委員会百年史部会:編集 歴史春秋出版
は 4752 0000097873 半島へ、ふたたび 蓮池薫:著 新潮社
は 4753 0000060905 半透明のラブレター Letter1 春田モカ:著 主婦の友社
は 4754 0000060913 半透明のラブレター Letter2 春田モカ:著 主婦の友社
は 4755 0000152769 ハンドチャイム 仏教賛歌・日本の心のうた 宮沢賢治の歌 柏酒孝鏡
は 4756 0000158576 般若心経、心の「大そうじ」 人生をのびやかに過ごす32の方法 知的生きかた文庫 な34-1 名取芳彦:著 三笠書房
は 4757 0000078790 犯人に告ぐ 雫井脩介:著 双葉社
は 4758 0000141176 晩年の高村光太郎 奥平英雄:著 瑠璃書房
は 4759 0000076950 晩年の美学を求めて 曽野綾子:著 朝日新聞社
は 4760 0000136812 パンの絵本 つくってあそぼう 10 かたおかふさこ:へん 農山漁村文化協会
は 4761 0000093237 ばんば憑き KWAI BOOKS 宮部みゆき:著 角川書店
は 4762 0000090100 磐舟の光芒 下 黒岩重吾:著 講談社
は 4763 0000090092 磐舟の光芒 上 黒岩重吾:著 講談社
は 4764 0000107631 パン屋さん、ケーキ屋さんになる本 人気のお店に成功のコツを学ぶ 成美堂出版編集部:編 成美堂出版
は 4765 0000060558 馬喰 松林要樹:著 河出書房新社
は 4766 0000083782 万能鑑定士Q 松岡圭祐:著 角川書店
ひ 4767 0000069518 ヒア・カムズ・ザ・サン 有川浩:著 新潮社
ひ 4768 0000104166 ビー玉 森戸祐幸:文 文渓堂



一般書等（書名による五十音リスト）

ひ 4769 0000070862 ビートたけしの黙示録 ビートたけし:著 徳間書店
ひ 4770 0000087494 ビーの話 群ようこ:著 筑摩書房
ひ 4771 0000093856 ピーマンの絵本 そだててあそぼう 46 たかはしひでお:へん 農山漁村文化協会
ひ 4772 0000178459 ヒーロー! 白岩玄:著 河出書房新社
ひ 4773 0000067108 ピエタ 大島真寿美:著 ポプラ社
ひ 4774 0000126409 比較文学講座 1 中島健蔵:〔ほか〕編著 清水弘文堂
ひ 4775 0000126425 比較文学講座 3 中島健蔵:〔ほか〕編集 清水弘文堂
ひ 4776 0000118414 東アジア世界と古代の日本 日本史リブレット 14 石井正敏:著 山川出版社
ひ 4777 0000108779 東白川郡のざっと昔
ひ 4778 0000058099 東日本大震災
ひ 4779 0000057901 東日本大震災 報道写真全記録2011.3.11-4.11 朝日新聞社:著 朝日新聞出版
ひ 4780 0000191429 東日本大震災 宮城県発災後1年間の災害対応の記録とその検証 宮城県
ひ 4781 0000057984 東日本大震災 読売新聞報道写真集
ひ 4782 0000057950 東日本大震災「復興」時刻表 臨時ダイヤで検証する東北53被災路線の全貌 越前勤:著 講談社
ひ 4783 0000057844 東日本大震災・原発事故記録集
ひ 4784 0000058073 東日本大震災100人の証言
ひ 4785 0000186411 東日本大震災1か月の記録 読売新聞特別縮刷版 読売新聞東京本社
ひ 4786 0000057976 東日本大震災2011.3.11ー1カ月の全記録ー
ひ 4787 0000057927 東日本大震災漢詩集
ひ 4788 0000058008 東日本大震災ぎふ支援の記録 岐阜新聞社報道本部東日本大震災取材班:著 岐阜新聞社
ひ 4789 0000176776 東日本大震災記録集編集委員会 -福島の記録ー 日本赤十字社福島県支部編集・発行 株式会社 日進堂印刷所
ひ 4790 0000102525 東日本大震災全記録
ひ 4791 0000156554 東日本大震災における災害支援活動報告書 一般社団法人　日本作業療法士協会

ひ 4792 0000156661 東日本大震災における自主防災組織の活動事例集 消防庁
ひ 4793 0000102574 東日本大震災に対する危機への対応
ひ 4794 0000102616 東日本大震災に対する危機への対応
ひ 4795 0000191601 東日本大震災に学ぶ災害対応 自治体間の連携の可能性 地方公共団体の危機管理講演録④ 一般財団法人　日本防火・危機管理促進協会

ひ 4796 0000191460 東日本大震災による群馬県内避難者に関する調査報告書 群馬大学社会情報学部
ひ 4797 0000156646 東日本大震災の記録と復興への歩み 福島県
ひ 4798 0000191437 東日本大震災の記録と復興への歩み 福島県
ひ 4799 0000156687 東日本大震災の被災者等への法的支援に関するニーズ調査報告書 日本司法支援センター(法テラス)本部

ひ 4800 0000086868 ひかりと愛といのち 三浦綾子:著 岩波書店
ひ 4801 0000071142 ひかりの剣 海堂尊:著 文芸春秋
ひ 4802 0000083683 彼岸獅子舞の村 前田　新 SEEDS出版
ひ 4803 0000121541 引き寄せの法則 すべての願いが現実になる ウィリアム・Ｗ．アトキンソン:著 ベストセラーズ
ひ 4804 0000085852 日暮らし 下 宮部みゆき:著 講談社
ひ 4805 0000089698 日暮らし 上 宮部みゆき:著 講談社



一般書等（書名による五十音リスト）

ひ 4806 0000079830 蜩ノ記 葉室麟:著 祥伝社
ひ 4807 0000114926 悲劇の宰相・長屋王邸を掘る 大塚初重:〔ほか〕著 山川出版社
ひ 4808 0000057653 被災地の博物館に聞く 東日本大震災と歴史・文化資料 国立歴史民俗博物館:編 吉川弘文館
ひ 4809 0000072405 秘事 河野多惠子:著 新潮社
ひ 4810 0000061622 被写体 三浦友和:著 マガジンハウス
ひ 4811 0000157859 ビジュアル・ワイド江戸時代館 小学館
ひ 4812 0000112359 ビジュアル・ワイド世界遺産 青柳正規:監修 小学館
ひ 4813 0000150961 ビジュアル大事典世界の国々 美しい写真と地図が世界を語る Ｈｅｉｋｅ　Ｂａｒｎｉｔｚｋｅ:〔ほか〕執筆 昭文社
ひ 4814 0000153049 美術はどう生活を表現するか シドニー・フィンケルシュタイン:著 造形社
ひ 4815 0000079160 悲情城市の人びと 台湾と日本のうた 田村志津枝:著 晶文社
ひ 4816 0000082032 美女入門 林真理子:著 マガジンハウス
ひ 4817 0000183889 美人だけが知っている似合う服の原則 肌質×瞳の色で即・診断! 矢吹朋子:著 主婦の友社
ひ 4818 0000107680 ビストロスマップKANTANレシピ SMAP×SMAP フジテレビ出版
ひ 4819 0000107789 ビストロスマップ完全レシピ SMAP×SMAP フジテレビ出版
ひ 4820 0000060988 ひだまりシュガー イケメン達の秘密ノート ｒｅＹ:著 スターツ出版
ひ 4821 0000181016 陽だまりの彼女 新潮文庫 こ-52-1 越谷オサム:著 新潮社
ひ 4822 0000077222 ビタミンＦ 重松清:著 新潮社
ひ 4823 0000095620 悲嘆の門 下 宮部みゆき:著 毎日新聞社
ひ 4824 0000088286 悲嘆の門 上 宮部みゆき:著 毎日新聞社
ひ 4825 0000113068 ビッグ・ファット・キャットの世界一簡単な英語の本 向山淳子:著 幻冬舎
ひ 4826 0000178434 羊と鋼の森 宮下奈都:著 文藝春秋
ひ 4827 0000096123 秀吉と利休 野上弥生子:著 中央公論社
ひ 4828 0000084970 秀吉の枷 下 加藤広:著 日本経済新聞社
ひ 4829 0000084988 秀吉の枷 上 加藤広:著 日本経済新聞社
ひ 4830 0000089607 秘伝の声 下巻 池波正太郎:著 新潮社
ひ 4831 0000185355 ひと 小野寺史宜:著 祥伝社
ひ 4832 0000075234 美と愛のたたかい 近代彫刻の父・荻原碌山 岩崎少年文庫 22 塚田正公:著 岩崎書店
ひ 4833 0000073361 人から「必要とされる人望まれる人」の共通点 斎藤茂太:著 新講社
ひ 4834 0000071761 人質の朗読会 小川洋子:著 中央公論新社
ひ 4835 0000097451 ひとすじに星は流れて 満州引揚げの母の手記 シリーズ・戦争の証言 8 安居儔子:著 太平出版社
ひ 4836 0000098731 人づくりと農業 加藤弥進彦
ひ 4837 0000110155 人づくり風土記 全国の伝承江戸時代 26 加藤秀俊:〔ほか〕編纂 農山漁村文化協会
ひ 4838 0000157008 人づくり風土記 全国の伝承江戸時代 3 加藤秀俊:〔ほか〕編纂 農山漁村文化協会
ひ 4839 0000113191 ひとつの命の誕生 内田玲子
ひ 4840 0000185322 ひとつむぎの手 知念実希人:著 新潮社
ひ 4841 0000088500 ひとのあかし 若松丈太郎:詩 清流出版
ひ 4842 0000076620 人はことばに励まされ、ことばで鍛えられる あなたを成長させる200の話 永崎一則:著 ＰＨＰ研究所



一般書等（書名による五十音リスト）

ひ 4843 0000083691 人はなぜ 強くなければならないか さらば釜石、さよなら炎の男たち 松尾雄治:著 講談社
ひ 4844 0000067488 人はなぜ生まれいかに生きるのか 江原啓之:著 ハート出版
ひ 4845 0000170662 人はなぜ生まれたか デイビッド・シュパングラー:著 日本教文社
ひ 4846 0000114231 人はなぜ戦うのか 考古学からみた戦争 講談社選書メチエ 213 松木武彦:著 講談社
ひ 4847 0000207555 人は話し方が9割 1分で人を動かし、100%好かれる話し方のコツ 永松茂久:著 すばる舎
ひ 4848 0000119511 人は見た目が9割 新潮新書 137 竹内一郎:著 新潮社
ひ 4849 0000094896 人麻呂の暗号 藤村由加:著 新潮社
ひ 4850 0000176891 ひとり歩きはレモン味 遊びをせんとや生まれけん 齋藤幸子:著 ぱんたか
ひ 4851 0000072777 独り群せず 北方謙三:著 文芸春秋
ひ 4852 0000070664 ひとりずもう 漫画版 下 ＢＩＧ　ＳＰＩＲＩＴＳ　ＣＯＭＩＣＳ　ＳＰＥＣＩＡＬ さくらももこ:著 小学館
ひ 4853 0000070672 ひとりずもう 漫画版 上 ＢＩＧ　ＳＰＩＲＩＴＳ　ＣＯＭＩＣＳ　ＳＰＥＣＩＡＬ さくらももこ:著 小学館
ひ 4854 0000102962 人を動かす一日一話活用事典 人に感動を与える逸話の数々を古今東西から集成 講談社:編 講談社
ひ 4855 0000126458 美について 筑摩叢書 96 高村光太郎:著 筑摩書房
ひ 4856 0000078469 ひねくれ一茶 田辺聖子:著 講談社
ひ 4857 0000175208 日の移ろい 続 島尾敏雄:著 中央公論社
ひ 4858 0000078774 火の粉 雫井脩介:著 幻冬舎
ひ 4859 0000185272 火のないところに煙は 芦沢央:著 新潮社
ひ 4860 0000121525 美肌になる!病気が治る!ニンニク薬用術 一かけらでシミ、アトピーから成人病にまで大効果 ビタミン文庫 重野哲寛:編 マキノ出版
ひ 4861 0000076661 秘花 瀬戸内寂聴:著 新潮社
ひ 4862 0000193094 響きわたるシベリア杉 響きわたるシベリア杉 シリーズ2 ウラジーミル・メグレ:著 ナチュラルスピリット
ひ 4863 0000191668 ひまわり甲子園BOOK 特定非営利活動法人チームふくしま

ひ 4864 0000060855 向日葵と太陽 ユウ:著 アスキー・メディアワークス

ひ 4865 0000081505 ひまわりの祝祭 藤原伊織:著 講談社
ひ 4866 0000111872 美味駅弁紀行 郷土自慢の食材競演 昭文社
ひ 4867 0000083477 秘密 東野圭吾:著 文藝春秋
ひ 4868 0000080689 百歳 柴田トヨ:著 飛鳥新社
ひ 4869 0000076562 百歳検定。 50歳になったら知っておきたい「元気×長生き」の新常識問題集 コレカラBOOKS 中原英臣:著 メディアファクトリー
ひ 4870 0000056291 百姓貴族 １ ＷＩＮＧＳ　ＣＯＭＩＣＳ 荒川弘:著 新書館
ひ 4871 0000056283 百姓貴族 ２ ＷＩＮＧＳ　ＣＯＭＩＣＳ 荒川弘:著 新書館
ひ 4872 0000169110 百年泥 石井遊佳:著 新潮社
ひ 4873 0000066506 百の旅千の旅 五木寛之:著 小学館
ひ 4874 0000119362 百万人の手話教室 目で見るふれあいの言語 1 丸山浩路:著 ダイナミックセラーズ
ひ 4875 0000120618 百万人の手話教室 目で見るふれあいの言葉 2 丸山浩路:著 ダイナミックセラーズ
ひ 4876 0000120576 百万人の手話教室 目で見るふれあいの言葉 3 丸山浩路:著 ダイナミックセラーズ
ひ 4877 0000120535 百万人の手話教室 目で見るふれあいの言葉 4 丸山浩路:著 ダイナミックセラーズ
ひ 4878 0000120543 百万人の手話教室 目で見るふれあいの言葉 5 丸山浩路:著 ダイナミックセラーズ
ひ 4879 0000172304 百花 川村元気:著 文藝春秋



一般書等（書名による五十音リスト）

ひ 4880 0000169060 百貨の魔法 村山早紀:著 ポプラ社
ひ 4881 0000090266 白虎隊 続会津藩燃ゆ 星亮一:著 教育書籍
ひ 4882 0000090258 白虎隊 続会津藩燃ゆ 星亮一:著 教育書籍
ひ 4883 0000093211 白虎隊 続会津藩燃ゆ 星亮一:著 教育書籍
ひ 4884 0000084160 病院で死ぬということ 続 山崎章郎:著 主婦の友社
ひ 4885 0000079053 病気にならない生き方 ミラクル・エンザイムが寿命を決める 新谷弘実:著 サンマーク出版
ひ 4886 0000129908 兵庫県の山 分県登山ガイド 中村圭志:著 山と渓谷社
ひ 4887 0000098293 漂砂のうたう 木内昇:著 集英社
ひ 4888 0000087015 表象の戦後人物誌 御厨貴:著 千倉書房
ひ 4889 0000070011 氷雪の殺人 内田康夫:著 文藝春秋
ひ 4890 0000080143 漂流街 馳星周:著 徳間書店
ひ 4891 0000063131 ぴよちゃんのありがとう おやこであそぶしかけえほん いりやまさとし:さく・え 学研
ひ 4892 0000063149 ぴよちゃんのおかあさんどこ？ おやこであそぶしかけえほん いりやまさとし:さく・え 学研
ひ 4893 0000063099 ぴよちゃんのおつかい おやこであそぶしかけえほん いりやまさとし:さく・え 学研
ひ 4894 0000063107 ぴよちゃんのおともだち おやこであそぶしかけえほん いりやまさとし:さく・え 学研
ひ 4895 0000063115 ぴよちゃんのおやすみなさい おやこであそぶしかけえほん いりやまさとし:さく・え 学研
ひ 4896 0000086421 ひ弱な男とフワフワした女の国日本 マークス寿子:著 草思社
ひ 4897 0000105437 平泉中尊寺 金色堂と経の世界 歴史文化ライブラリー 59 佐々木邦世:著 吉川弘文館
ひ 4898 0000110056 平田村文化財資料集 平田村教育委員会
ひ 4899 0000172270 平場の月 朝倉かすみ:著 光文社
ひ 4900 0000096925 ビルマ・アッサムの死闘 渡辺民衛:著 旺史社
ひ 4901 0000099275 ビルマ戦記慰霊巡拝記 安藤　実
ひ 4902 0000121483 広がる数と形の世界 自然と人間シリーズ 秋葉繁夫:著 新日本出版社
ひ 4903 0000111120 廣八日記 幕末の曲芸団海外巡業記録 飯野町史談会
ひ 4904 0000097147 ヒロシマー絶後の記録
ひ 4905 0000129627 広島県の山 分県登山ガイド 平田恒雄:文 山と渓谷社
ひ 4906 0000098467 ヒロシマの夜の病棟から 被爆者日記抄 シリーズ戦争の証言 19 田村慶子:〔著〕 太平出版社
ひ 4907 0000111674 広田 ＮＨＫ趣味の園芸ガーデニング２１ 広田 日本放送出版協会
ひ 4908 0000070391 ひろみちお兄さんのもっと、からだで遊ぼうね! 佐藤弘道:著 サンマーク出版
ひ 4909 0000087502 びんぼう草 群ようこ:著 新潮社
ひ 4910 0000183624 ビンボー魂 おばあちゃんが遺してくれた生き抜く力 風間トオル:著 中央公論新社
ひ 4911 0000086553 光 道尾秀介:著 光文社
ひ 4912 0000060707 光 teddybear 2 べあ姫:著 ゴマブックス
ひ 4913 0000030874 光とともに… １４ 戸部けいこ:著 秋田書店
ひ 4914 0000077412 光に向かって100の花束 高森顕徹:著 １万年堂出版
ひ 4915 0000078063 光に向かって123のこころのタネ 高森顕徹:著 １万年堂出版
ひ 4916 0000138461 光の剣士チサの冒険 文研じゅべにーる 早川真知子:作 文研出版



一般書等（書名による五十音リスト）

ふ 4917 0000170647 ファーストラヴ 島本理生:著 文藝春秋
ふ 4918 0000068239 ファーストレディ 下 遠藤周作:著 新潮社
ふ 4919 0000068247 ファーストレディ 上 遠藤周作:著 新潮社
ふ 4920 0000102954 ファミリーコンピュータ1983-1994 東京都写真美術館:企画・監修 太田出版
ふ 4921 0000073684 ファミレス 重松清:著 日本経済新聞出版社
ふ 4922 0000166629 不安を自信に変える「逆転の発想術」 あなたの人生に役立つ24のメンタリズム ＤａｉＧｏ:著 廣済堂出版
ふ 4923 0000088484 フィアー 恐怖 Ｌ．ロン・ハバード:著 ニュー・エラ・パブリケーションズ・ジャパン

ふ 4924 0000150417 フィギュアスケートソチ五輪完全ガイド ペア|男子シングル|アイスダンス|女子シングル|団体戦 SHINYUSHA MOOK 晋遊舎
ふ 4925 0000069633 フィンドホーンの花 アイリーン・キャディ:著 日本教文社
ふ 4926 0000105734 風雲・ふくしまの民権壮士 歴春ふくしま文庫 64 高橋哲夫:著 歴史春秋出版
ふ 4927 0000089862 風雲独眼竜 若き日の伊達政宗 井口朝生:著 光風社出版
ふ 4928 0000185330 フーガはユーガ TWINS TELEPORT TALE 伊坂幸太郎:著 実業之日本社
ふ 4929 0000096503 風船爆弾 新潮文庫 鈴木俊平:著 新潮社
ふ 4930 0000063396 プータンかくれんぼ ならさかともこ:え ＪＵＬＡ出版局
ふ 4931 0000167577 風土 P+D BOOKS 福永武彦:著 小学館
ふ 4932 0000130419 風土と詩人たち 上・下 江頭彦造・高橋渡・山田野理夫 宝文館出版
ふ 4933 0000109645 風土と歴史 2 山川出版社
ふ 4934 0000113688 夫婦親子男女の法律知識 〔１９９８〕 自由国民社
ふ 4935 0000116327 夫婦親子の法律相談 法律相談シリーズ 5 島津一郎:編 有斐閣
ふ 4936 0000077750 夫婦が読む本 鈴木健二:著 三笠書房
ふ 4937 0000079582 夫婦ばんざい! short story collection 「夫婦ばんざい！」発刊委員会:編 文芸社
ふ 4938 0000075366 夫婦を長続きさせる会話術 津田妙子:著 小学館
ふ 4939 0000102350 フェルトで作るミニチュアマスコット 全作品作り方掲載 ブティック・ムック no.658 松村千恵:著 ブティック社
ふ 4940 0000167155 フェルメールとレンブラント 17世紀オランダ黄金時代の巨匠たち展 カタログ ＴＢＳテレビ編集 TBSテレビ
ふ 4941 0000169177 フォークロアの鍵 川瀬七緒:著 講談社
ふ 4942 0000088799 深い河(ディープ・リバー) 遠藤周作:著 講談社
ふ 4943 0000074666 ふがいない僕は空を見た 窪美澄:〔著〕 新潮社
ふ 4944 0000068874 深泥丘奇談 続 幽ブックス 綾辻行人:著 メディアファクトリー
ふ 4945 0000068882 深泥丘奇談 幽ブックス 綾辻行人:著 メディアファクトリー
ふ 4946 0000075267 不況もまた良し 津本陽:著 幻冬舎
ふ 4947 0000129585 福井県の山 分県登山ガイド 19 宮本数男:著 山と渓谷社
ふ 4948 0000129486 福岡県の山 分県登山ガイド 39 五十嵐賢:著 山と渓谷社
ふ 4949 0000176933 福島 10の教訓 原発災害から人々を守るために 福島ブックレット刊行委員会 株式会社アポロ
ふ 4950 0000102566 ふくしま きずな物語
ふ 4951 0000102608 ふくしま きずな物語
ふ 4952 0000109751 ふくしま 福の神さま 小林金次郎
ふ 4953 0000108035 ふくしま味めぐり あの店この店



一般書等（書名による五十音リスト）

ふ 4954 0000112805 福島遺産百選ガイドブック 見たい・知りたい・訪ねたい ふる里の誇り

ふ 4955 0000116939 ふくしま一世紀 福島民友新聞社
ふ 4956 0000193730 福島移民史 ハワイ帰還者の巻 高橋莞治
ふ 4957 0000105460 ふくしま女の時代 歴史春秋出版
ふ 4958 0000057414 フクシマが見たチェルノブイリ26年目の真実
ふ 4959 0000086132 福島からあなたへ 武藤類子:著 大月書店
ふ 4960 0000057497 フクシマからの手紙 3・11後の日本に生きるすべての人へ 市川恵子:著 本の泉社
ふ 4961 0000171587 福島吟行案内 吟行案内シリーズ? 橋本　研二 公益社団法人 俳人協会
ふ 4962 0000105825 ふくしま近世の画人たち 歴春ふくしま文庫 76 川延安直:著 歴史春秋出版
ふ 4963 0000114645 福島県 文化誌日本 講談社
ふ 4964 0000057778 福島県域の無形民俗文化財被災調査報告書2011～2013

ふ 4965 0000179861 福島県遺族会終戦七十周年記念誌 戦没者と遺族の想いを後世に 一般財団法人福島県遺族会「終戦七十周年記念誌」編集委員会 一般財団法人福島県遺族会

ふ 4966 0000118174 福島県議会史 昭和編 第10巻
ふ 4967 0000117739 福島県議会史 昭和編 第11巻
ふ 4968 0000118364 福島県議会史 昭和編 第12巻
ふ 4969 0000118331 福島県議会史 昭和編 第5巻
ふ 4970 0000118349 福島県議会史 昭和編 第7巻
ふ 4971 0000118299 福島県議会史 昭和編 第8巻
ふ 4972 0000118307 福島県議会史 昭和編 第9巻
ふ 4973 0000117762 福島県議会史 第13巻
ふ 4974 0000118356 福島県議会史 第14巻
ふ 4975 0000118216 福島県議会史 第3巻
ふ 4976 0000118265 福島県議会史 第4巻
ふ 4977 0000106948 福島県議会百年
ふ 4978 0000098095 福島県議会百年
ふ 4979 0000109298 福島県郷土誌 福島県女子師範学校
ふ 4980 0000118257 福島県県会史 昭和編 第二巻
ふ 4981 0000190991 福島県県史　９　近世資料２
ふ 4982 0000109975 福島県更生保護50年史
ふ 4983 0000191262 福島県産業復興博覧会誌 福島県産業復興博覧会事務局 福島県産業復興博覧会事務局

ふ 4984 0000190934 福島県史　１０（上）　近世資料３
ふ 4985 0000190975 福島県史　１０（下）　近世資料４
ふ 4986 0000191007 福島県史　１１　近代資料１
ふ 4987 0000191049 福島県史　１２　近代資料２
ふ 4988 0000191023 福島県史　１３　近代資料３
ふ 4989 0000191031 福島県史　１４　近代資料４
ふ 4990 0000191072 福島県史　１５　政治１



一般書等（書名による五十音リスト）

ふ 4991 0000191098 福島県史　１６
ふ 4992 0000191080 福島県史　１７　政治３
ふ 4993 0000191064 福島県史　１８　産業経済１
ふ 4994 0000191015 福島県史　１９　産業経済２
ふ 4995 0000191056 福島県史　２０　文化１
ふ 4996 0000191122 福島県史　２１　文化２
ふ 4997 0000186940 福島県史　２２　人物
ふ 4998 0000186957 福島県史　２３　民俗１
ふ 4999 0000186999 福島県史　２４　民俗２
ふ 5000 0000186965 福島県史　２５　自然・建設
ふ 5001 0000187005 福島県史　２６　総目録・写真図版・年表・索引
ふ 5002 0000186981 福島県史　６　考古資料
ふ 5003 0000186973 福島県史　７　古代・中世資料
ふ 5004 0000190983 福島県史　８　近世資料１
ふ 5005 0000193185 福島県史 第17巻 政治 第2編 市町村の概況 中通り北部大玉村・本宮町・白沢村 三村達道
ふ 5006 0000106278 福島県史 第1巻
ふ 5007 0000106237 福島県史 第2巻
ふ 5008 0000106088 福島県史 第3巻
ふ 5009 0000105585 福島県史 第4巻
ふ 5010 0000105577 福島県史 第5巻
ふ 5011 0000116822 福島県史編纂記録
ふ 5012 0000117044 福島県女性史
ふ 5013 0000111070 福島県人命録
ふ 5014 0000180869 福島県道路地図 県別マップル 7 昭文社
ふ 5015 0000114199 福島県農業協同組合五十年史
ふ 5016 0000115964 福島県の合戦 福島・伊達・二本松・安達編
ふ 5017 0000102459 福島県の近代化遺産 福島県教育委員会
ふ 5018 0000064840 福島県の淡水魚
ふ 5019 0000116954 福島県の地名 郷土歴史大事典
ふ 5020 0000115162 福島県の中世城館跡 福島県教育委員会
ふ 5021 0000174375 福島県の蝶 角田伊一 歴史春秋社
ふ 5022 0000168799 福島県のひみつ 震災のきおくときずな まんがでよくわかるシリーズ 地域のひみつ編 福島県企画調整部文化スポーツ局生涯学習課 学研プラス
ふ 5023 0000108811 福島県の百年 県民100年史 7 大石嘉一郎:編 山川出版社
ふ 5024 0000120709 福島県の不思議事典 小檜山六郎:編 新人物往来社
ふ 5025 0000110197 福島県の文化財 福島県教育委員会
ふ 5026 0000110957 福島県の文化財
ふ 5027 0000191684 福島県の祭り・行事 福島県祭り・行事調査報告書 福島県文化財調査報告書第四二五集 福島県教育委員会 福島県教育委員会



一般書等（書名による五十音リスト）

ふ 5028 0000117481 福島県の民俗音楽
ふ 5029 0000116806 福島県の民俗音楽 わらべ歌篇
ふ 5030 0000193441 福島県の民謡 第7回ふくしまけん民謡まつり記録 福島県教育委員会
ふ 5031 0000129700 福島県の山 分県登山ガイド 奥田博:著 山と渓谷社
ふ 5032 0000129742 福島県の山 分県登山ガイド 奥田博:著 山と渓谷社
ふ 5033 0000106393 福島県の歴史 県史 7 丸井佳寿子:著 山川出版社
ふ 5034 0000109884 福島県の歴史散歩 新全国歴史散歩シリーズ 7 福島県高等学校社会科研究会:編 山川出版社
ふ 5035 0000057968 福島原発事故 どうする日本の原発政策 安斎育郎:著 かもがわ出版
ふ 5036 0000057471 福島原発事故 どうする日本の原発政策 安斎育郎:著 かもがわ出版
ふ 5037 0000057604 福島原発人災記 安全神話を騙った人々 川村湊:著 現代書館
ふ 5038 0000057562 福島原発人災記 安全神話を騙った人々 川村湊:著 現代書館
ふ 5039 0000102673 福島原発難民 南相馬市・一詩人の警告 若松丈太郎:著 コールサック社
ふ 5040 0000057620 福島原発の真実 平凡社新書 594 佐藤栄佐久:著 平凡社
ふ 5041 0000057802 福島原発の町と村 布施哲也:著 七つ森書館
ふ 5042 0000057638 福島原発メルトダウン FUKUSHIMA 朝日新書 298 広瀬隆:著 朝日新聞出版
ふ 5043 0000120741 福島県犯罪史 第1巻 福島県警察本部
ふ 5044 0000116319 福島県犯罪史 第2巻
ふ 5045 0000116301 福島県犯罪史 第2巻
ふ 5046 0000105536 福島県万能地図
ふ 5047 0000117523 福島県風土記 安田初雄小林清治
ふ 5048 0000094839 福島県文学全集1
ふ 5049 0000094821 福島県文学全集2
ふ 5050 0000094854 福島県文学全集3
ふ 5051 0000094847 福島県文学全集4
ふ 5052 0000094888 福島県文学全集5
ふ 5053 0000094870 福島県文学全集6
ふ 5054 0000193201 福島県文化財地図 福島県教育委員会
ふ 5055 0000191783 福島県文化財調査報告書 第六集 県指定文化財 福島県教育委員会事務局
ふ 5056 0000191700 福島県文化財調査報告書第一二六集 福島県の年中行事 福島県教育委員会
ふ 5057 0000114223 福島県文化要覧 福島県文化センター
ふ 5058 0000156596 福島県弁護士会 震災2周年記録誌 福島県弁護士会
ふ 5059 0000118695 福島県方言辞典 児玉卯一郎
ふ 5060 0000193474 福島県民俗分布図 民俗資料緊急調査報告書 福島県教育委員会
ふ 5061 0000161489 福島県民百科 福島民友新聞社
ふ 5062 0000207050 福島県民謡全集 福島県民謡連盟 高島書房出版部
ふ 5063 0000120303 福島県立葵高等学校百年史
ふ 5064 0000168807 福島県立博物館 平成30年度 企画展 匠のふるさと会津 ー技と祈りの建築文化誌 福島県立博物館



一般書等（書名による五十音リスト）

ふ 5065 0000115931 福島県林政史
ふ 5066 0000167338 福島考古 第58号 福島県考古学会 福島県考古学会
ふ 5067 0000108829 福島高女民話集
ふ 5068 0000105809 ふくしま自然散歩 中通り低地・阿武隈川流域 歴春ふくしま文庫 3 蜂谷剛:著 歴史春秋出版
ふ 5069 0000110841 福島市民オーケストラ 50周年記念誌
ふ 5070 0000107128 福島自由民権史 高橋哲夫
ふ 5071 0000157974 ふくしま春夏秋冬 なんでも365日百科 福島民友新聞社
ふ 5072 0000114298 ふくしま人物記
ふ 5073 0000163477 ふくしま戦争と人間 玉砕編 6 福島民友新聞社
ふ 5074 0000163410 ふくしま戦争と人間 決戦編 3 福島民友新聞社
ふ 5075 0000163444 ふくしま戦争と人間 死闘編 2 福島民友新聞社
ふ 5076 0000163485 ふくしま戦争と人間 鎮魂編 8 福島民友新聞社
ふ 5077 0000163436 ふくしま戦争と人間 痛恨編 7 福島民友新聞社
ふ 5078 0000163469 ふくしま戦争と人間 特攻編 5 福島民友新聞社
ふ 5079 0000163394 ふくしま戦争と人間 悲風編 4 福島民友新聞社
ふ 5080 0000163428 ふくしま戦争と人間 白虎編 1 福島民友新聞社
ふ 5081 0000106369 福島大学50年史 福島大学５０年史刊行会:編 八朔社
ふ 5082 0000098160 ふくしま知事列伝 高橋　哲夫
ふ 5083 0000109876 福島地方史の展開 小林清治先生還暦記念会:編 小林清治先生還暦記念会
ふ 5084 0000171165 福島で「いのち」と「くらし」を考える ライフミュージアムネットワーク活動記録集 川延安直　他３名（実行委員会事務局） ライフミュージアムネットワーク実行員会(福島県立博物館内)

ふ 5085 0000177253 ふくしま道徳教育資料集 補訂版 福島県教育委員会
ふ 5086 0000177261 ふくしま道徳教育資料集 補訂版 福島県教育委員会
ふ 5087 0000177246 ふくしま道徳教育資料集 補訂版 福島県教育委員会
ふ 5088 0000173294 ふくしま道徳教育資料集[補訂版]　全３集　絆 福島県教育委員会
ふ 5089 0000169730 福島と原発③ 原発事故関連死 福島民報社編集局 早稲田大学出版部
ふ 5090 0000070896 福島にあった 秘められた抑留所 紺野　滋
ふ 5091 0000105726 ふくしまに生きた女性たち 歴春ふくしま文庫 73 小林澪子:著 歴史春秋出版
ふ 5092 0000068593 フクシマに立つ 五行歌集 叶静游:著 市井社
ふ 5093 0000115956 ふくしまの20世紀
ふ 5094 0000118653 ふくしまの曙 旧石器時代・縄文時代・弥生時代 歴春ふくしま文庫 ４９ 藤原妃敏:著 歴史春秋出版
ふ 5095 0000122416 ふくしまの生き物たち 山野、川・湖沼 ウォッチング 伊佐早幸男 福島民友新聞社
ふ 5096 0000115428 福島の音楽 福島民報社
ふ 5097 0000152280 ふくしまの家庭菜園 四季を通して楽しく、誰にでもできる 月刊「農友」創刊90周年・通巻1000号記念出版 福島県農業試験場 ?福島県農友会
ふ 5098 0000108787 福島の研究 1 小林清治:編 清文堂
ふ 5099 0000108795 福島の研究 2 小林清治:編 清文堂
ふ 5100 0000108803 福島の研究 3 小林清治:編 清文堂
ふ 5101 0000108761 福島の研究 4 小林清治:編 清文堂



一般書等（書名による五十音リスト）

ふ 5102 0000108753 福島の研究 5 小林清治:編 清文堂
ふ 5103 0000193607 ふくしまの建造物 福島県教育委員会
ふ 5104 0000089870 ふくしまの古戦場物語 栃窪浩:〔ほか〕著 歴史春秋出版
ふ 5105 0000171215 ふくしまの子ども 酒井祥二
ふ 5106 0000171181 ふくしまの子ども 酒井祥二
ふ 5107 0000109934 ふくしまの古文書 福島県立博物館
ふ 5108 0000173955 ふくしまの昆虫 蜂谷　剛 ＦＣＴ企業
ふ 5109 0000107052 ふくしまの桜 歴史春秋社:編 歴史春秋出版
ふ 5110 0000098616 福島の算額 蒼樹出版
ふ 5111 0000106591 ふくしまの四季 創立30周年記念 会員写真集 福島県写真連盟
ふ 5112 0000174276 ふくしまの植物 馬場　篤 福島県図書教材㈱
ふ 5113 0000105718 ふくしまの城 歴春ふくしま文庫 57 鈴木啓:著 歴史春秋出版
ふ 5114 0000105767 福島の大地の生い立ち 歴春ふくしま文庫 9 真鍋健一:著 歴史春秋出版
ふ 5115 0000105759 ふくしまの地形 歴春ふくしま文庫 12 中村嘉男:著 歴史春秋出版
ふ 5116 0000110486 福島の朝鮮人強制連行真相調査の記録
ふ 5117 0000113910 福島の天気 暮しとことわざ 藤原仁
ふ 5118 0000111062 福島の年中行事
ふ 5119 0000110064 ふくしまの農具 福島県立博物館
ふ 5120 0000153031 ふくしまの博物館・美術館 北関東から南東北の195館 福島民報社
ふ 5121 0000105841 ふくしまの百姓一揆 百姓一揆から世直しへ 歴春ふくしま文庫 62 福田和久:著 歴史春秋出版
ふ 5122 0000117499 ふくしまの風土 福島民友新聞社
ふ 5123 0000191742 福島の仏像 福島県仏像図説 福島県立博物館
ふ 5124 0000105817 ふくしまの仏像 平安時代 歴春ふくしま文庫 75 若林繁:著 歴史春秋出版
ふ 5125 0000115170 福島の文化財 第一集 福島県教育委員会
ふ 5126 0000105833 ふくしまの民家とその保存 歴春ふくしま文庫 74 草野和夫:著 歴史春秋出版
ふ 5127 0000177212 ふくしまの民俗芸能 ふる里の誇り ふたたび 福島民友新聞社
ふ 5128 0000191288 福島の民俗と伝承 庄司　吉之助 歴史春秋社
ふ 5129 0000109744 福島の民謡とわらべ歌
ふ 5130 0000110007 ふくしまの昔話 福島県教育委員会
ふ 5131 0000151589 ふくしまの野鳥 第50回愛鳥週間「全国野鳥保護のつどい」記念誌 福島県
ふ 5132 0000112839 ふくしまの遊歩道50選 福島民報社
ふ 5133 0000105700 ふくしまの歴史 ダイジェスト
ふ 5134 0000105320 ふくしまの歴史1
ふ 5135 0000105692 ふくしまの歴史2
ふ 5136 0000105650 ふくしまの歴史3
ふ 5137 0000105668 ふくしまの歴史4
ふ 5138 0000108522 ふくしまの歴史と文化の回廊集



一般書等（書名による五十音リスト）

ふ 5139 0000193235 福島の歴史と文化の回廊集 福島県教育委員会
ふ 5140 0000121046 ふくしまのわらべうた CD付 児童図書館研究会福島支部 株式会社 阿部紙工
ふ 5141 0000186387 フクシマ発 イノシシ5万頭、廃炉は遠く……人びとはいかに這いあがるか フクシマ未来戦略研究所:企画編集 現代書館
ふ 5142 0000112771 福島花紀行 阿武隈編 いわき自然塾:著 歴史春秋出版
ふ 5143 0000112813 ふくしま日帰り温泉120湯
ふ 5144 0000117002 福島百年の先覚者 福島県
ふ 5145 0000127423 福島民報百二十年史
ふ 5146 0000116772 福島民報百年史
ふ 5147 0000065318 福島民話館 ねえみんな…13
ふ 5148 0000065235 福島民話館 ねえみんな…14
ふ 5149 0000065276 福島民話館 ねえみんな…15
ふ 5150 0000065243 福島民話館 ねえみんな…16
ふ 5151 0000065151 福島民話館 ねえみんな…17
ふ 5152 0000065177 福島民話館 ねえみんな…18
ふ 5153 0000065227 福島民話館 ねえみんな…19
ふ 5154 0000065284 福島民話館 ねえみんな…20
ふ 5155 0000065169 福島民話館 ねえみんな…21
ふ 5156 0000065193 福島民話館 ねえみんな…22
ふ 5157 0000065185 福島民話館 ねえみんな…23
ふ 5158 0000065326 福島民話館 ねえみんな…24
ふ 5159 0000122978 ふくしま虫の目探検 矢内靖史 福島民友新聞社
ふ 5160 0000105775 ふくしま和紙のはなし 歴春ふくしま文庫 96 栗城正義:著 歴史春秋出版
ふ 5161 0000111823 復讐 安達太良山 式亭三馬
ふ 5162 0000180844 復讐 安達太郎山 式亭三馬
ふ 5163 0000180836 復讐 安達太郎山[活字体] 式亭三馬
ふ 5164 0000166843 服を買うなら、捨てなさい 地曳いく子:著 宝島社
ふ 5165 0000171009 不在 彩瀬まる:著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
ふ 5166 0000103077 富士・富士五湖 勝沼・甲府・昇仙峡・富士五湖・朝霧高原・御殿場・塩山 Uガイド シマウマ‐クラブ:著 昭文社
ふ 5167 0000176909 不思議な電話 松田武信:著 新潮社図書編集室
ふ 5168 0000095562 ふしぎなともだち たじまゆきひこ:作 くもん出版
ふ 5169 0000142844 ふしぎの国のアリス 福音館古典童話シリーズ 4 ルイス・キャロル:作 福音館書店
ふ 5170 0000069195 藤沢周平が描ききれなかった歴史 『義民が駆ける』を読む 青木美智男:著 柏書房
ふ 5171 0000084368 藤田嗣治 パリからの恋文 湯原かの子:著 新潮社
ふ 5172 0000105353 武士団と村落 日本歴史叢書 1 豊田武:著 吉川弘文館
ふ 5173 0000058792 富士丸のモフモフ健康相談室 犬とボクらのしあわせ探し 穴沢賢:著 実業之日本社
ふ 5174 0000168997 不死身の特攻兵 軍神はなぜ上官に反抗したか 講談社現代新書 2451 鴻上尚史:著 講談社
ふ 5175 0000157800 不肖・宮嶋イツデモドコデモダレトデモ 宮嶋茂樹:撮影・文 小学館



一般書等（書名による五十音リスト）

ふ 5176 0000118463 藤原京の形成 日本史リブレット 6 寺崎保広:著 山川出版社
ふ 5177 0000150870 藤原さんちの毎日ごはん 2 みきママ:著 主婦と生活社
ふ 5178 0000068395 二つの国の物語 第2部 理論社の大長編シリーズ 赤木由子:作 理論社
ふ 5179 0000085076 二つの祖国 下 山崎豊子:著 新潮社
ふ 5180 0000085068 二つの祖国 上 山崎豊子:著 新潮社
ふ 5181 0000085050 二つの祖国 中 山崎豊子:著 新潮社
ふ 5182 0000093823 ブタの絵本 そだててあそぼう 49 吉本正:へん 農山漁村文化協会
ふ 5183 0000102327 ふたりで読む結婚準備のすべてがわかる本 粂美奈子:著 秀和システム
ふ 5184 0000102095 ふたりの素敵なブライダル 自由に決める結婚のスタイルとプラン 山本真寿美:著 高橋書店
ふ 5185 0000061895 プチスマイル! はしのえみ:著 アスキー
ふ 5186 0000157792 ふつうの愛 Ordinary Love つじのえいじ
ふ 5187 0000073098 普通はつらいよ おもしろくて、楽しくて、すずやかに生きるコツ 斎藤一人:著 マキノ出版
ふ 5188 0000114025 仏教儀礼辞典 藤井正雄:編 東京堂出版
ふ 5189 0000114017 仏教宗派辞典 金岡秀友:編 東京堂出版
ふ 5190 0000105049 仏教力テスト 生活人新書 162 此経啓助:著 日本放送出版協会
ふ 5191 0000057521 復興の精神 新潮新書 422 養老孟司:著 新潮社
ふ 5192 0000057422 復興の風景像 ランドスケープの再生を通じた復興支援のためのコンセプトブック 日本造園学会東日本大震災復興支援調査委員会:編 マルモ出版
ふ 5193 0000107276 仏像の知識百科 種類・様式・歴史・鑑賞法がわかる 主婦と生活生活シリーズ 235 主婦と生活社
ふ 5194 0000110338 仏像の見分け方 とんぼの本 西村公朝:著 新潮社
ふ 5195 0000105304 仏像は語る 西村公朝:著 新潮社
ふ 5196 0000026930 ブッダ 5 潮ライブラリー 手塚治虫:著 潮出版社
ふ 5197 0000026898 ブッダ 6 潮ライブラリー 手塚治虫:著 潮出版社
ふ 5198 0000107193 仏都会津 祈りの里の仏たち 藤森　武
ふ 5199 0000119867 不登校・引きこもりをなくすために いま私たちにできること 森下一:著 春秋社
ふ 5200 0000093864 ブドウの絵本 そだててあそぼう 45 たかはしくにあき:へん 農山漁村文化協会
ふ 5201 0000167965 武道の礼法 小笠原清忠:著 日本武道館
ふ 5202 0000069781 不等辺三角形 内田康夫:著 講談社
ふ 5203 0000122333 ブナ帯と日本人 講談社現代新書 ８７９ 市川健夫:著 講談社
ふ 5204 0000099564 ブナの山々 東北の山からのメッセージ 根深誠:〔ほか〕著 白水社
ふ 5205 0000083105 ふにゃふにゃになった日本人 しつけを忘れた父親と甘やかすだけの母親 マークス寿子:著 草思社
ふ 5206 0000079509 船に乗れ! 1 藤谷治:著 ジャイブ
ふ 5207 0000079517 船に乗れ! 2 藤谷治:著 ジャイブ
ふ 5208 0000079525 船に乗れ! 3 藤谷治:著 ジャイブ
ふ 5209 0000086785 舟を編む 三浦しをん:著 光文社
ふ 5210 0000109918 富本銭と謎の銀銭 貨幣誕生の真相 今村啓爾:著 小学館
ふ 5211 0000120931 不眠症 原因・タイプ別眠れるからだに体質改善! 健康双書 仙頭正四郎:編著 農山漁村文化協会
ふ 5212 0000077826 不眠症 下 スティーヴン・キング:著 文藝春秋
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ふ 5213 0000077818 不眠症 上 スティーヴン・キング:著 文藝春秋
ふ 5214 0000096552 不滅のネービーブルー どん亀艦長海軍英傑伝 板倉光馬:著 光人社
ふ 5215 0000084889 不毛地帯 1 山崎豊子:〔著〕 新潮社
ふ 5216 0000084863 不毛地帯 2 山崎豊子:〔著〕 新潮社
ふ 5217 0000084848 不毛地帯 3 山崎豊子:著 新潮社
ふ 5218 0000084830 不毛地帯 4 山崎豊子:〔著〕 新潮社
ふ 5219 0000123331 ふやして楽しむ野生ラン 東京山草会ラン・ユリ部会:編著 農山漁村文化協会
ふ 5220 0000090308 冬の標 乙川優三郎:著 中央公論新社
ふ 5221 0000078014 冬の旅 下巻 立原正秋:著 新潮社
ふ 5222 0000078022 冬の旅 上巻 立原正秋:著 新潮社
ふ 5223 0000096420 冬の虹 大石邦子歌集
ふ 5224 0000068098 冬のはなびら 伊集院静:著 文藝春秋
ふ 5225 0000080309 冬のファンタジー ラピシアの奇跡 二瓶　理一郎 文芸社
ふ 5226 0000115865 ブライト和英辞典 荒木一雄:編 小学館
ふ 5227 0000077388 部落 箱智鉉写真集 箱智鉉:著 筑摩書房
ふ 5228 0000113993 部落史用語辞典 小林茂:〔ほか〕編集 柏書房
ふ 5229 0000127415 ブラジル日系社会談話資料 福島県出身者たちの語り 白岩広行
ふ 5230 0000184085 フラダン Sunnyside Books 古内一絵:作 小峰書店
ふ 5231 0000183509 フラダンスのはじめ 大人の習い事シリーズ 1 伊藤彩子:著 WAVE出版
ふ 5232 0000083501 プラチナデータ 東野圭吾:著 幻冬舎
ふ 5233 0000098863 ブラック・ジャックはどこにいる? ここまで明かす医療の真実と名医の条件 南淵明宏:著 ＰＨＰ研究所
ふ 5234 0000178095 ブラックオアホワイト 浅田次郎:著 新潮社
ふ 5235 0000071043 ブラックペアン１９８８ 海堂尊:著 講談社
ふ 5236 0000082263 プラハの春 春江一也:著 集英社
ふ 5237 0000121665 フラワー・オブ・ライフ 古代神聖幾何学の秘密 第1巻 ドランヴァロ・メルキゼデク:著 ナチュラルスピリット
ふ 5238 0000097683 フラワー・オブ・ライフ 古代神聖幾何学の秘密 第2巻 ドランヴァロ・メルキゼデク:著 ナチュラルスピリット
ふ 5239 0000186379 フラワートレッキング吾妻連峰 日野東:文と写真 無明舎出版
ふ 5240 0000073676 ブランケット・キャッツ 重松清:著 朝日新聞社
ふ 5241 0000068163 ぶらんこ乗り いしいしんじ:作 理論社
ふ 5242 0000088260 フランス人は１０着しか服を持たない パリで学んだ“暮らしの質”を高める秘訣 ジェニファー・Ｌ・スコット:著 大和書房
ふ 5243 0000112417 フランスのホテル・ベストセレクション 岸川惠俊:著 河出書房新社
ふ 5244 0000117606 フランス美術
ふ 5245 0000117697 フランス美術
ふ 5246 0000119016 フリー 〈無料〉からお金を生みだす新戦略 クリス・アンダーソン:著 日本放送出版協会
ふ 5247 0000111484 フリークライミング トレーニングからクラック、マルチピッチ、ボルダリングなど、最新フリークライミングテクニック ヤマケイ・テクニカルブック登山技術全書 7 北山真:著 山と渓谷社
ふ 5248 0000069500 フリーター、家を買う。 有川浩:著 幻冬舎
ふ 5249 0000080697 プリズム 百田尚樹:著 幻冬舎



一般書等（書名による五十音リスト）

ふ 5250 0000067447 プリズン・トリック 遠藤武文:著 講談社
ふ 5251 0000000711 ぷりっつさんち ３ 松本ぷりっつ:著 主婦の友社
ふ 5252 0000192898 ぷりっつさんち 6 松本ぷりっつ:著 主婦の友社
ふ 5253 0000086348 プリンセス・トヨトミ 万城目学:著 文藝春秋
ふ 5254 0000083972 不倫と南米 吉本ばなな:著 幻冬舎
ふ 5255 0000068916 ブルーシート 浅尾大輔:著 朝日新聞出版
ふ 5256 0000058156 ブルーデイブック ブラッドリー・トレバー・グリーヴ:著 竹書房
ふ 5257 0000111856 ふるさと 福島の昔話百話 小林金次郎
ふ 5258 0000104075 ふるさとあそびの事典
ふ 5259 0000104760 ふるさと再発見 福島県市町村新風土記
ふ 5260 0000126631 ふるさとの「まち」や「むら」 写真と作文でつづる昭和の子どもたち3

ふ 5261 0000130039 ふるさとの智恵子 佐々木隆嘉 桜楓社
ふ 5262 0000109728 ふるさとの伝え語り 二本松市教育委員会
ふ 5263 0000191395 ふるさとの人と知恵　福島 社団法人農山漁村文化協会 社団法人農山漁村文化協会

ふ 5264 0000173583 ふる里のわらべ唄 竹谷　透 有限会社サン・ライフ印刷

ふ 5265 0000168757 ふるさと福島の歴史と文化 広重筆「陸奥安達百目木驛八景圖」の誕生 日下部善己 歴史春秋社
ふ 5266 0000106773 古庭園のみかた 美と構成 吉川需:著 第一法規
ふ 5267 0000106625 古庭園のみかた 美と構成 吉川需:著 第一法規
ふ 5268 0000184739 ふれあいあそびギュッ おはなしおばさんシリーズ② 藤田浩子 一声社
ふ 5269 0000119313 ふれあいの手話 1 丸山浩路:著・監修 学研
ふ 5270 0000119305 ふれあいの手話 2 丸山浩路:著・監修 学研
ふ 5271 0000119297 ふれあいの手話 3 丸山浩路:著・監修 学研
ふ 5272 0000119289 ふれあいの手話 4 丸山浩路:著・監修 学研
ふ 5273 0000119776 ふれあいの手話 みんなでトライ! 2期1 丸山浩路:著・監修 学研
ふ 5274 0000119768 ふれあいの手話 みんなでトライ! 2期2 丸山浩路:著・監修 学研
ふ 5275 0000119750 ふれあいの手話 みんなでトライ! 2期3 丸山浩路:著・監修 学研
ふ 5276 0000119743 ふれあいの手話 みんなでトライ! 2期4 丸山浩路:著・監修 学研
ふ 5277 0000068122 プレアデス覚醒への道 光と癒しのワークブック Ten books アモラ・クァン・イン:著 コスモ・テン
ふ 5278 0000067785 プレアデス人類と惑星の物語 アモラ・クァン・イン:著 太陽出版
ふ 5279 0000067793 プレアデス人類と惑星の物語 アモラ・クァン・イン:著 コスモ・テン
ふ 5280 0000085902 ブレイブ・ストーリー 下 宮部みゆき:著 角川書店
ふ 5281 0000085928 ブレイブ・ストーリー 上 宮部みゆき:著 角川書店
ふ 5282 0000077693 ブレイン・ヴァレー 下 瀬名秀明:〔著〕 角川書店
ふ 5283 0000076844 ブレイン・ヴァレー 上 瀬名秀明:〔著〕 角川書店
ふ 5284 0000069732 プレカリアートの憂鬱 雨宮処凛:著 講談社
ふ 5285 0000170977 ブロードキャスト 湊かなえ:著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
ふ 5286 0000115857 プログレッシブ英和辞典



一般書等（書名による五十音リスト）

ふ 5287 0000020867 ブロッコリー・カリフラワーの絵本 そだててあそぼう 75 ふじめゆきひろ:へん 農山漁村文化協会
ふ 5288 0000087361 プロポーズ 私たちの子どもを産んでください。 向井亜紀:著 マガジンハウス
ふ 5289 0000111245 文化財読本 福島県教育委員会
ふ 5290 0000113209 文化人類学の視角 山口昌男:著 岩波書店
ふ 5291 0000140038 文藝 臨時増刊 高村光太郎読本
ふ 5292 0000140012 文芸広場 10月号
ふ 5293 0000140087 文芸広場 7月号
ふ 5294 0000140020 文芸広場 8月号
ふ 5295 0000139998 文芸広場 9月号
ふ 5296 0000101956 文章作法事典 樺島忠夫:編 東京堂出版
ふ 5297 0000104182 文章表現辞典 神鳥武彦:編 東京堂出版
ふ 5298 0000113456 文章力の基本 簡単だけど、だれも教えてくれない７７のテクニック 阿部紘久:著 日本実業出版社
ふ 5299 0000078998 文明崩壊 滅亡と存続の命運を分けるもの 下 ジャレド・ダイアモンド:著 草思社
ふ 5300 0000078980 文明崩壊 滅亡と存続の命運を分けるもの 上 ジャレド・ダイアモンド:著 草思社
へ 5301 0000118430 平安京の暮らしと行政 日本史リブレット 10 中村修也:著 山川出版社
へ 5302 0000114264 平安京への道しるべ 奈良平安時代史入門 土田直鎮:著 吉川弘文館
へ 5303 0000114454 平城京長屋王邸宅と木簡 奈良国立文化財研究所:編 吉川弘文館
へ 5304 0000158006 平成10年8月末豪雨・台風5号による災害記録 建設省東北地方建設局河川部河川計画課

へ 5305 0000106930 平成島原大変 雲仙・普賢岳噴火災害記録集【本編・資料編】

へ 5306 0000153403 塀の中の懲りない面々 〔1〕 安部譲二:著 文藝春秋
へ 5307 0000017301 ベイビー・ジャジーのかくれんぼジャングル めくってのぞいてしかけであそぶ*かくれんぼえほん! ルーシー・カズンズ:作 偕成社
へ 5308 0000088252 平和と命こそ 憲法九条は世界の宝だ 日野原重明:著 新日本出版社
へ 5309 0000098566 平和の礎 海外引揚者が語り継ぐ労苦
へ 5310 0000088708 平和の礎 海外引揚者が語り継ぐ労苦14
へ 5311 0000098517 平和の礎 海外引揚者が語り継ぐ労苦15
へ 5312 0000098525 平和の礎 海外引揚者が語り継ぐ労苦15
へ 5313 0000098509 平和の礎 海外引揚者が語り継ぐ労苦16
へ 5314 0000088690 平和の礎 海外引揚者が語り継ぐ労苦17
へ 5315 0000088781 平和の礎 海外引揚者が語り継ぐ労苦19
へ 5316 0000098558 平和の礎 海外引揚者が語り継ぐ労苦Ⅷ
へ 5317 0000088864 平和の礎 海外引揚者が語り継ぐ労苦Ⅸ
へ 5318 0000095026 平和の礎 海外引揚者が語り継ぐ労苦Ⅸ
へ 5319 0000096404 平和の礎 海外引揚者が語り継ぐ労苦Ⅹ
へ 5320 0000071456 ヘヴン 川上未映子:著 講談社
へ 5321 0000074567 北京大学三ヵ国カルチャーショック 近藤大介:著 講談社
へ 5322 0000099259 ヘソのまち本宮の道しるべ
へ 5323 0000093989 ヘチマの絵本 そだててあそぼう 22 ほりやすお:へん 農山漁村文化協会



一般書等（書名による五十音リスト）

へ 5324 0000069542 別冊図書館戦争 1 有川浩:著 アスキー・メディアワークス

へ 5325 0000069534 別冊図書館戦争 2 有川浩:著 アスキー・メディアワークス

へ 5326 0000192393 ヘッセ詩集 カラー版 世界の詩集9 角川書店
へ 5327 0000101816 ペットの万能薬 薬を超えたクスリ・バームの不思議 小宮山典寛:著 ビックサクセス
へ 5328 0000082677 ベティ・シャインのイメージワークブック 心のエネルギーがすべてを変える ベティ・シャイン:著 ナチュラルスピリット
へ 5329 0000086207 ペテロの葬列 宮部みゆき:著 集英社
へ 5330 0000112664 ベトナム・トラベルブック 32 hip hotels & 13 travel points Up‐front documentary guide 弓永重明:文章 アップフロントブックス
へ 5331 0000093898 ベニバナの絵本 そだててあそぼう 43 わたなべしゅんぞう:へん 農山漁村文化協会
へ 5332 0000074310 蛇にピアス 金原ひとみ:著 集英社
へ 5333 0000112656 ヘブンリー・インタヒチ ニック加藤:著・写真 アップフロントブックス
へ 5334 0000065375 ベラスケスの十字の謎 エリアセル・カンシーノ:作 徳間書店
へ 5335 0000058883 ペリラの手紙 盲導犬から愛をこめて 郡司ななえ:著 朝日ソノラマ
へ 5336 0000117598 ペルシア美術
へ 5337 0000101428 ヘルシーできれい 上田麗子:著 歴史春秋出版
へ 5338 0000185306 ベルリンは晴れているか 深緑野分:著 筑摩書房
へ 5339 0000059824 変化球バイブル 理論&実践編 SPORTS BIBLEシリーズ ベースボール・マガジン社:編 ベースボール・マガジン社

へ 5340 0000119594 勉強もしつけもゆったり子育て 家本芳郎:著 高文研
へ 5341 0000085175 ペンギン・ハイウェイ 森見登美彦:著 角川書店
へ 5342 0000095224 ペンギンが教えてくれた物理のはなし 河出ブックス 070 渡辺佑基:著 河出書房新社
へ 5343 0000121129 へんないきもの 早川いくを:著 バジリコ
へ 5344 0000151456 へんななまえのへんないきもの アフロ:著 中経出版
へ 5345 0000122762 便秘治療宝典 便秘に即効のある食事の作り方 佐藤大三:著 家庭宝典社
ほ 5346 0000178020 ポイズンドーター・ホーリーマザー 湊かなえ:著 光文社
ほ 5347 0000166009 ポイズンドーター・ホーリーマザー 湊かなえ:著 光文社
ほ 5348 0000192385 ホイットマン詩集 カラー版 世界の詩集10 訳 長沼重隆 角川書店
ほ 5349 0000089946 鳳凰の黙示録 荒山徹:著 集英社
ほ 5350 0000082719 放課後はミステリーとともに 東川篤哉:著 実業之日本社
ほ 5351 0000086397 望郷 湊かなえ:著 文藝春秋
ほ 5352 0000072785 望郷の道 下 北方謙三:著 幻冬舎
ほ 5353 0000072793 望郷の道 上 北方謙三:著 幻冬舎
ほ 5354 0000072249 方言の原っぱ 川崎洋:著 草土文化
ほ 5355 0000158857 方言は地域の標準語 本宮で使われている言葉 増補版第三刷 白沢地域を加筆 菅野正一
ほ 5356 0000207456 暴虎の牙 柚月裕子:著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
ほ 5357 0000057612 放射線の基礎知識と健康影響
ほ 5358 0000183822 放射線被曝の歴史 アメリカ原爆開発から福島原発事故まで 中川保雄:著 明石書店
ほ 5359 0000057141 放射能汚染から家族を守る食べ方の安全マニュアル 青春新書ＰＬＡＹ　ＢＯＯＫＳ Ｐ－９２７ 野口邦和:著 青春出版社
ほ 5360 0000057166 放射能汚染から家族を守る食べ方の安全マニュアル 青春新書ＰＬＡＹ　ＢＯＯＫＳ Ｐ－９２７ 野口邦和:著 青春出版社



一般書等（書名による五十音リスト）

ほ 5361 0000057174 放射能汚染から家族を守る食べ方の安全マニュアル 青春新書ＰＬＡＹ　ＢＯＯＫＳ Ｐ－９２７ 野口邦和:著 青春出版社
ほ 5362 0000183863 放射能汚染の現実を超えて 小出裕章:著 河出書房新社
ほ 5363 0000057992 放射能から子どもを守る
ほ 5364 0000057224 放射能からママと子どもを守る本 野口邦和:著 法研
ほ 5365 0000057299 放射能からママと子どもを守る本 野口邦和:著 法研
ほ 5366 0000057307 放射能からママと子どもを守る本 野口邦和:著 法研
ほ 5367 0000057828 放射能から身を守る本 図解でわかる!あなたの命を守る70の知恵 安斎育郎:著 中経出版
ほ 5368 0000057885 放射能のはなし 野口邦和:著 新日本出版社
ほ 5369 0000113043 暴走する資本主義 ロバート・Ｂ．ライシュ:著 東洋経済新報社
ほ 5370 0000079749 暴走老人! 藤原智美:著 文藝春秋
ほ 5371 0000171157 報道写真集 平成皇室 福島とともに 福島民報社
ほ 5372 0000175992 葬られた王朝 古代出雲の謎を解く 梅原猛:著 新潮社
ほ 5373 0000079079 法律事務所 Ｊ・グリシャム:〔著〕 新潮社
ほ 5374 0000117945 法隆寺五重塔の塑像 奈良の寺 4 長広敏雄:〔ほか著〕 岩波書店
ほ 5375 0000117986 法隆寺金堂釈迦三尊 奈良の寺 3 水野敬三郎:〔ほか著〕 岩波書店
ほ 5376 0000118059 法隆寺金堂壁画 奈良の寺 8 柳沢孝:〔著〕 岩波書店
ほ 5377 0000118067 法隆寺西院伽藍 奈良の寺 1 浅野清:〔著〕 岩波書店
ほ 5378 0000118018 法隆寺小金銅仏 奈良の寺 7 石田尚豊:〔著〕 岩波書店
ほ 5379 0000117978 法隆寺玉虫厨子と橘夫人厨子 奈良の寺 6 秋山光和:〔著〕 岩波書店
ほ 5380 0000118026 法隆寺東院伽藍と西院諸堂 奈良の寺 2 鈴木嘉吉:〔著〕 岩波書店
ほ 5381 0000117937 法隆寺夢殿観音と百済観音 奈良の寺 5 久野健:〔著〕 岩波書店
ほ 5382 0000084715 暴力団 新潮新書 434 溝口敦:著 新潮社
ほ 5383 0000093849 ホウレンソウの絵本 そだててあそぼう 47 かがわあきら:へん 農山漁村文化協会
ほ 5384 0000074856 ボーダーライン 真保裕一:著 集英社
ほ 5385 0000192377 ボードレール詩集 カラー版 世界の詩集2 訳 村上菊一郎 角川書店
ほ 5386 0000081026 ホームズ聖地巡礼の旅 平賀三郎:著 青弓社
ほ 5387 0000097741 ホームヘルパーになる本 なるための方法・なってからの働き方 晶文社出版編集部:編集 晶文社出版
ほ 5388 0000079129 ホームレス大学生 田村研一:著 ワニブックス
ほ 5389 0000078006 ホームレス中学生 田村裕:著 ワニブックス
ほ 5390 0000074757 ほかならぬ人へ 白石一文:著 祥伝社
ほ 5391 0000056846 ぼく、オタリーマン。 ３ よしたに:著 中経出版
ほ 5392 0000056838 ぼく、オタリーマン。 ４ よしたに:著 中経出版
ほ 5393 0000056820 ぼく、オタリーマン。 ５ よしたに:著 中経出版
ほ 5394 0000064923 ぼく、オタリーマン。 ６ よしたに:著 中経出版
ほ 5395 0000167445 北越雪譜 岩波文庫 鈴木牧之:編撰 岩波書店
ほ 5396 0000093427 僕がほしいのはパパとママと釣りざおだった リチャード・ミニター:著 ＰＨＰ研究所
ほ 5397 0000077495 ぼくが読んだ面白い本・ダメな本そしてぼくの大量読書術・驚異の速読術 立花隆:著 文藝春秋



一般書等（書名による五十音リスト）

ほ 5398 0000140368 墨書土器の研究 平川南:著 吉川弘文館
ほ 5399 0000111534 僕たちの好きなあしたのジョー 心をゆさぶり続けてやまない全ストーリーを完全収録!! 別冊宝島 854 宝島社
ほ 5400 0000102855 僕たちの好きな鉄腕アトム 日本初の長編アニメーションシリーズを誌上再現 別冊宝島 819 宝島社
ほ 5401 0000095448 ぼくたちはなぜ、学校へ行くのか。 マララ・ユスフザイさんの国連演説から考える マララ・ユスフザイ:〔述〕 ポプラ社
ほ 5402 0000066894 ボクと大地 Myself and the Earth 大山いづみ
ほ 5403 0000078287 僕のなかの壊れていない部分 白石一文:著 光文社
ほ 5404 0000157941 ぼくの見た戦争 2003年イラク 高橋邦典:写真・文 ポプラ社
ほ 5405 0000094904 ぼくは日本兵だった Ｊ・Ｂ・ハリス:著 旺文社
ほ 5406 0000192344 ボクラ少国民 山中　恒
ほ 5407 0000098483 ぼくら墨ぬり少国民 戦争と子どもと教師 戦争の証言 14 和田多七郎:著 太平出版社
ほ 5408 0000107045 北陸道路地図 石川・富山・福井 金沢・能登半島 スーパーマップル 昭文社
ほ 5409 0000116004 ポケット六法 平成5年版 星野英一:〔ほか〕編集 有斐閣
ほ 5410 0000075580 ボケないための笑いヨガ 高田佳子:著 春陽堂書店
ほ 5411 0000099739 ボケる脳ボケない脳 長谷川和夫:著 講談社
ほ 5412 0000191593 星内遺跡発掘調査報告書(第1次) 大玉村文化財調査報告書 第8集 大玉中学校南分譲地造成関連 大玉村教育委員会 大玉村教育委員会
ほ 5413 0000076331 星空マウス 中園直樹:著 文芸社
ほ 5414 0000092809 保科正之のすべて 宮崎十三八:編 新人物往来社
ほ 5415 0000084798 星の王子さまからの警鐘 山本武信:著 共同通信社
ほ 5416 0000123240 星野先生の知って良かった、アダルトＡＤＨＤ 星野仁彦:著 ヴォイス
ほ 5417 0000139352 星野道夫の仕事 第1巻 星野道夫:著 朝日新聞社
ほ 5418 0000139360 星野道夫の仕事 第2巻 星野道夫:著 朝日新聞社
ほ 5419 0000139345 星野道夫の仕事 第3巻 星野道夫:著 朝日新聞社
ほ 5420 0000139402 星野道夫の仕事 第4巻 星野道夫:著 朝日新聞社
ほ 5421 0000073478 星のように眠る 幸せを呼ぶ!恋愛の成功法則 佐藤伝:著 辰巳出版
ほ 5422 0000086744 星々の悲しみ 文春文庫 348‐1 宮本輝:著 文藝春秋
ほ 5423 0000193276 戊辰雑記 渡辺　敬太郎
ほ 5424 0000089912 戊辰戦争 歴史ドキュメント 星亮一:編 教育書籍
ほ 5425 0000170266 戊辰戦争150年 新潟県立歴史博物館・福島県立博物館・仙台市博物館編集・発行

ほ 5426 0000090951 戊辰戦争忠魂録 奥州千年戦記その三 樫山巌
ほ 5427 0000108951 戊辰の時代 会津戦争始末記 永岡慶之助:著 歴史春秋出版
ほ 5428 0000099150 戊辰冬椿 高橋　善作
ほ 5429 0000100206 母性 湊かなえ:〔著〕 新潮社
ほ 5430 0000176917 細道の情景 芭蕉の歩みし長途を追う 溝渕冬扇 文芸社
ほ 5431 0000079350 ホタル 竹山洋:著 角川書店
ほ 5432 0000089961 ほたる 慶次郎縁側日記 北原亜以子:著 新潮社
ほ 5433 0000122556 ホタル百科 東京ゲンジボタル研究所:著 丸善
ほ 5434 0000126565 北海道の大自然



一般書等（書名による五十音リスト）

ほ 5435 0000129817 北海道の山 分県登山ガイド 伊藤健次:著 山と渓谷社
ほ 5436 0000080747 ボックス! 百田尚樹:著 太田出版
ほ 5437 0000077834 坊っちゃんの時代
ほ 5438 0000101824 ホテルオークラのワインの話 ホテルオークラ:編 学生社
ほ 5439 0000070763 ホテルローヤル 桜木紫乃:著 集英社
ほ 5440 0000178848 ボトルシップ 簡易組み立てタイプ 木村吉幸 歴史春秋出版株式会社
ほ 5441 0000129403 哺乳類 ライフ大自然シリーズ 7 リチャード・カーリントン:著 タイムライフインターナショナル

ほ 5442 0000079343 炎立つ 巻の1 高橋克彦:著 日本放送出版協会
ほ 5443 0000093062 炎立つ 巻の2 高橋克彦:著 日本放送出版協会
ほ 5444 0000090365 炎立つ 巻の3 高橋克彦:著 日本放送出版協会
ほ 5445 0000090175 炎立つ 巻の4 高橋克彦:著 日本放送出版協会
ほ 5446 0000090183 炎立つ 巻の5 高橋克彦:著 日本放送出版協会
ほ 5447 0000090340 炎帝花山 萩耿介:著 日本経済新聞出版社
ほ 5448 0000083725 褒めて、導く。 “世界の丸山”の笑顔を育んだ父の教育論 丸山護:著 青春出版社
ほ 5449 0000172593 ほめられると伸びる男×ねぎらわれるとやる気が出る女 95%の上司が知らない部下の取扱説明書 佐藤律子:著 青春出版社
ほ 5450 0000109207 掘立と竪穴 中世遺構論の課題 東北中世考古学叢書 2 工藤清泰:〔ほか著〕 高志書院
ほ 5451 0000105502 ボルテ・チノ 真・義経記
ほ 5452 0000207365 滅びの前のシャングリラ 凪良ゆう:著 中央公論新社
ほ 5453 0000087031 滅びのモノクローム 三浦明博:著 講談社
ほ 5454 0000126508 滅びゆく野生動物
ほ 5455 0000074807 ホワイトアウト 新潮ミステリー倶楽部 真保裕一:著 新潮社
ほ 5456 0000150128 ホワット・イフ? 野球のボールを光速で投げたらどうなるか ランドール・マンロー:著 早川書房
ほ 5457 0000112078 本格野外料理実践レシピ ＢＢＱからダッチオーブンまで Ｏｕｔｄｏｏｒ　Ａ　ｔｏ　Ｚ－アウトドアのすべてがわかる－ ３ 鈴木アキラ:編著 山と渓谷社
ほ 5458 0000070342 本気 書作品の英訳付き 相田みつを:著 文化出版局
ほ 5459 0000065789 本日ただいま誕生 苦しむのは比べるからだ 小沢道雄:著 光雲社
ほ 5460 0000093252 本多の狐 徳川家康の秘宝 羽太雄平:著 講談社
ほ 5461 0000150409 ほんだらけ 本田本 Angel Works 本田翼:原作 ＳＤＰ
ほ 5462 0000119933 本当に頭がよくなる1分間勉強法 石井貴士:著 中経出版
ほ 5463 0000074062 本当にあった恐怖体験実話100 北野翔一:編著 永岡書店
ほ 5464 0000113340 本当の学力をつける本 学校でできること家庭でできること 陰山英男:著 文芸春秋
ほ 5465 0000168690 ほんとうの自分が目覚める!月の習慣 ＦＵＭＩＴＯ:著 徳間書店
ほ 5466 0000057646 本当は怖いだけじゃない放射線の話 Wac bunko 大朏博善:著 ワック
ほ 5467 0000123232 ほんとうは治る防げる目の病気 食事と漢方症例別改善プログラム 健康双書 山口康三:著 農山漁村文化協会
ほ 5468 0000123828 ほんとの野菜は緑が薄い 日経プレミアシリーズ 084 河名秀郎:著 日本経済新聞出版社
ほ 5469 0000066043 ほんね。 Ototake diary 2000～2001 乙武洋匡:著 講談社
ほ 5470 0000098947 本音で語る恋愛論 愛のなかの偽りと真実 銀河ブックス 富島健夫:著 大和書房
ほ 5471 0000090761 本能寺 下 池宮彰一郎:著 毎日新聞社



一般書等（書名による五十音リスト）

ほ 5472 0000091066 本能寺 上 池宮彰一郎:著 毎日新聞社
ほ 5473 0000096628 奔馬 三島由紀夫
ほ 5474 0000093625 本屋さんがくれた奇跡 清水克衛:監修 イースト・プレス
ほ 5475 0000086777 本屋さんで待ちあわせ 三浦しをん:著 大和書房
ほ 5476 0000083964 本屋さんのダイアナ 柚木麻子:〔著〕 新潮社
ほ 5477 0000167999 ぼんやり生きてはもったいない 岸本葉子:著 中央公論新社
ほ 5478 0000113860 本・子ども・大人 ポール・アザール:〔著〕 紀伊国屋書店
ま 5479 0000153692 街 阿部知二 新潮社
ま 5480 0000078964 マーフィー欲望が100%かなう一番の方法 Ｊ．マーフィー:著 三笠書房
ま 5481 0000073379 埋蔵金 会津の鉱山史実 佐藤一男:著 歴史春秋出版
ま 5482 0000175232 毎日が興味しんしん 私の半生 宗像宏子:著 青陶社
ま 5483 0000077784 毎日が日曜日 新潮文庫 城山三郎:著 新潮社
ま 5484 0000076570 毎日一人はおもしろい人がいる 中野翠:著 講談社
ま 5485 0000152041 毎日をちょっぴりていねいに暮らす43のヒント 少しだけペースをおとし、もっと生活を楽しむためのアイデア 金子由紀子:著 すばる舎
ま 5486 0000073924 舞姫通信 重松清:著 新潮社
ま 5487 0000184903 前祝いの法則 日本古来最強の引き寄せ予祝のススメ ひすいこたろう:著 フォレスト出版
ま 5488 0000152595 前田真三写真美術館 1 前田真三:著 講談社
ま 5489 0000151597 前田真三写真美術館 2 前田真三:著 講談社
ま 5490 0000152355 前田真三写真美術館 3 前田真三:著 講談社
ま 5491 0000152397 前田真三写真美術館 4 前田真三:著 講談社
ま 5492 0000152439 前田真三写真美術館 5 前田真三:著 講談社
ま 5493 0000152470 前田真三写真美術館 5 前田真三:著 講談社
ま 5494 0000152512 前田真三写真美術館 6 前田真三:著 講談社
ま 5495 0000152801 前田真三写真美術館 7 前田真三:著 講談社
ま 5496 0000152553 前田真三写真美術館 8 前田真三:著 講談社
ま 5497 0000083659 前野重雄の球界遺産 前野重雄:著 集英社
ま 5498 0000191718 前山1号墳発掘調査報告書 大玉村文化財調査報告書 第10集 大玉村教育委員会 大玉村
ま 5499 0000068015 魔王 伊坂幸太郎:著 講談社
ま 5500 0000084087 魔界転生 下 山田風太郎:著 毎日新聞社
ま 5501 0000084129 魔界転生 上 山田風太郎:著 毎日新聞社
ま 5502 0000178830 マカロンちゃんのせかいりょこう スーパーワイドチャレンジえほん 間部香代:作 チャイルド本社
ま 5503 0000122150 牧野富太郎植物記 1 牧野富太郎:著 あかね書房
ま 5504 0000122143 牧野富太郎植物記 2 牧野富太郎:著 あかね書房
ま 5505 0000122135 牧野富太郎植物記 3 牧野富太郎:著 あかね書房
ま 5506 0000122085 牧野富太郎植物記 4 牧野富太郎:著 あかね書房
ま 5507 0000122077 牧野富太郎植物記 5 牧野富太郎:著 あかね書房
ま 5508 0000122069 牧野富太郎植物記 6 牧野富太郎:著 あかね書房



一般書等（書名による五十音リスト）

ま 5509 0000122051 牧野富太郎植物記 7 牧野富太郎:著 あかね書房
ま 5510 0000122044 牧野富太郎植物記 8 牧野富太郎:著 あかね書房
ま 5511 0000059931 魔球の正体 手塚一志:共著 ベースボール・マガジン社

ま 5512 0000074773 枕女優 新堂冬樹:著 河出書房新社
ま 5513 0000096370 枕草子 桃尻語訳 下 〔清少納言:原著〕 河出書房新社
ま 5514 0000096396 枕草子 桃尻語訳 上 〔清少納言:原著〕 河出書房新社
ま 5515 0000096388 枕草子 桃尻語訳 中 〔清少納言:原著〕 河出書房新社
ま 5516 0000104596 孫育てじょうず 幸せ祖父母になるためのアドバイス 主婦の友社:編 主婦の友社
ま 5517 0000104380 孫と楽しむ手の仕事 おばあちゃんの出番! 田中周子:著 大月書店
ま 5518 0000180976 まことの華姫 畠中恵:著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
ま 5519 0000129981 雅
ま 5520 0000084616 マザー・テレサの「愛」という仕事 輝ける人マザー・テレサが私だけに伝えた真実 マザー・テレサ:〔述〕 青春出版社
ま 5521 0000067413 雅子さま 殿下の愛に守られて 江森敬治:著 集英社
ま 5522 0000075853 魔女と金魚 中島桃果子:著 幻冬舎
ま 5523 0000066431 まずいスープ 戌井昭人:著 新潮社
ま 5524 0000168567 マスカレード・イブ 集英社文庫 ひ15-11 東野圭吾:著 集英社
ま 5525 0000167593 マスカレード・ナイト 東野圭吾:著 集英社
ま 5526 0000082966 マスカレード・ホテル 東野圭吾:著 集英社
ま 5527 0000096560 ますの。 枡野浩一短歌集 枡野浩一:著 実業之日本社
ま 5528 0000078972 また会う日まで 下 ジョン・アーヴィング:著 新潮社
ま 5529 0000094557 また会う日まで 上 ジョン・アーヴィング:著 新潮社
ま 5530 0000072934 まだ生きている 我が老後 佐藤愛子:著 文芸春秋
ま 5531 0000121111 またまたへんないきもの 早川いくを:著 バジリコ
ま 5532 0000070847 マダム・キュリーと朝食を 小林エリカ:著 集英社
ま 5533 0000186114 街角の数学 数理のおもむき かたちの風雅 五輪教一:著 日本評論社
ま 5534 0000168930 マチュ・ピチュのひみつ インカ帝国の失われた都市 世界遺産◎考古学ミステリー スザンヌ・ガーブ:著 六耀社
ま 5535 0000059659 松井秀喜 メジャーにかがやく５５番 素顔の勇者たち 四竃衛:著 旺文社
ま 5536 0000079905 松川事件と人間 呑川泰司:著 あゆみ出版
ま 5537 0000121392 真向法体操 イラスト版 真向法協会:編 朝日ソノラマ
ま 5538 0000168716 まったなし 畠中恵:著 文藝春秋
ま 5539 0000069567 待ってる 橘屋草子 あさのあつこ:著 講談社
ま 5540 0000087866 松本清張社会評論集 松本清張:〔著〕 新日本出版社
ま 5541 0000088476 マディソン郡の橋 ロバート・ジェームズ・ウォラー:著 文芸春秋
ま 5542 0000095679 窓から逃げた100歳老人 ヨナス・ヨナソン:著 西村書店東京出版編集部
ま 5543 0000071175 マドンナ・ヴェルデ 海堂尊:著 新潮社
ま 5544 0000114082 まな板 ものと人間の文化史 132 石村真一:著 法政大学出版局
ま 5545 0000086728 真夏の犬 文春文庫 宮本輝:著 文藝春秋
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ま 5546 0000082909 真夏の方程式 東野圭吾:著 文藝春秋
ま 5547 0000071209 真鶴 川上弘美:著 文藝春秋
ま 5548 0000171751 まなの本棚 芦田愛菜 小学館
ま 5549 0000093773 魔法使いは完全犯罪の夢を見るか? 東川篤哉:著 文藝春秋
ま 5550 0000118828 魔法の言葉 第24回「小さな親切」作文コンクール入賞作品集 小学生版 社団法人「小さな親切」運動本部

ま 5551 0000072322 魔法の杖 ジョージア・サバス:著 ソニー・マガジンズ
ま 5552 0000100396 まほろ駅前多田便利軒 三浦しをん:著 文藝春秋
ま 5553 0000077651 まほろ駅前番外地 三浦しをん:著 文藝春秋
ま 5554 0000096784 幻か?現実か?満州国 悲劇の満蒙開拓 立花開
ま 5555 0000086660 幻の光 宮本輝:著 新潮社
ま 5556 0000113423 ママ ぼくをダメにしないで 鈴村　悠
ま 5557 0000067439 ママ、南極へ行く! 大越和加:著 主婦の友社
ま 5558 0000065631 ママの狙撃銃 荻原浩:著 双葉社
ま 5559 0000074468 まま母狂想曲(カプリッチオ) 黒坂黒太郎:著 講談社
ま 5560 0000104000 ママはリフォーム屋 母と子の絆の服づくり121種 森南海子:著 海竜社
ま 5561 0000119131 ママぼくをダメにしないで 鈴村悠:著 心交社
ま 5562 0000100081 豆の上で眠る 湊かなえ:〔著〕 新潮社
ま 5563 0000065268 マモ、天国の住所を教えて 我が子を白血病でなくした母の手記 小野寺南波子:著 連合通信社
ま 5564 0000073429 眉山 さだまさし:著 幻冬舎
ま 5565 0000075705 迷ったときは運命を信じなさい すべての願望は自然に叶う ディーパック・チョプラ:著 サンマーク出版
ま 5566 0000059469 まらそんノススメ 田淵由美子:著 集英社
ま 5567 0000095216 マララ 教育のために立ち上がり、世界を変えた少女 マララ・ユスフザイ:著 岩崎書店
ま 5568 0000068031 マリアビートル 伊坂幸太郎:著 角川書店
ま 5569 0000090241 まりしてん誾千代姫 山本兼一:著 ＰＨＰ研究所
ま 5570 0000169151 魔力の胎動 東野圭吾:著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
ま 5571 0000070540 まる子だった さくらももこ:絵と文 集英社
ま 5572 0000076109 マルベリーボーイズ ドナ・ジョー・ナポリ:作 偕成社
ま 5573 0000186056 まわりにいっぱい奇跡が起こる本 デイビッド・シュパングラー:著 日本教文社
ま 5574 0000090233 万延元年「咸臨」航米 星亮一:著 教育書籍
ま 5575 0000060111 マンガ・武道のすすめ 田代しんたろう
ま 5576 0000057737 まんが原発列島 柴野徹夫:作 大月書店
ま 5577 0000068650 まんが原発列島 柴野徹夫:作 大月書店
ま 5578 0000189225 まんが古関裕而ものがたり 名曲でふりかえる「昭和」とオリンピック 内藤誠:作 彩流社
ま 5579 0000038786 まんがで学習　ことわざ事典 ３ 吉田ゆたか:著 あかね書房
ま 5580 0000099796 まんがでわかる7つの習慣 小山鹿梨子:まんが 宝島社
ま 5581 0000185413 マンガでわかるはじめての和食薬膳 おいしく食べる!からだに効く! 武鈴子:著 家の光協会
ま 5582 0000184838 マンガでわかる魔法のほめ方PT(ペアレントトレーニング) 叱らずに子どもを変える最強メソッド 横山浩之:著 小学館
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ま 5583 0000129288 マンガ日本の古典 １３ 中央公論社
ま 5584 0000131151 マンガ日本の古典 ２９ 中央公論社
ま 5585 0000126136 マンガ法律の抜け穴 1 自由国民社
ま 5586 0000126128 マンガ法律の抜け穴 2 自由国民社
ま 5587 0000126110 マンガ法律の抜け穴 3 自由国民社
ま 5588 0000126102 マンガ法律の抜け穴 4 自由国民社
ま 5589 0000126094 マンガ法律の抜け穴 5 自由国民社
ま 5590 0000100750 満願 米澤穂信:著 新潮社
ま 5591 0000086702 満月の道 流転の海 第7部 宮本輝:著 新潮社
ま 5592 0000170712 満月ヨガ日めくりダイエット 月のリズムに合わせた1日1ポーズ 角川SSCムック ＹＵＲＩＥ:ヨガ監修 角川マガジンズ
ま 5593 0000097469 満州=修羅の群れ 満蒙開拓団難民の記録 シリーズ・戦争の証言 10 後藤蔵人:著 太平出版社
ま 5594 0000098350 満水子 下 高樹のぶ子:著 講談社
ま 5595 0000077420 満水子 上 高樹のぶ子:著 講談社
ま 5596 0000075416 曼陀羅の人 空海求法伝 下 陳舜臣:著 たちばな出版
ま 5597 0000075200 曼陀羅の人 空海求法伝 上 陳舜臣:著 たちばな出版
ま 5598 0000070094 マンチュリアン・リポート 浅田次郎:著 講談社
ま 5599 0000070201 満天の星 勇気凛凛ルリの色 浅田次郎:著 講談社
ま 5600 0000121020 万病に効く半身浴 下半身だけ湯につかって多くの病気を治す新入浴法 ビタミン文庫 壮快編集部:編 マキノ出版
ま 5601 0000122689 万病を治す冷えとり健康法 健康双書 進藤義晴:著 農山漁村文化協会
み 5602 0000066712 ミーナの行進 小川洋子:著 中央公論新社
み 5603 0000107805 みうたさんのからだにやさしい雑穀レシピ ごはんからおかず・スープ・おやつまで 江島雅歌:著 農山漁村文化協会
み 5604 0000087189 三浦家のいきいき長生き健康法 三浦敬三:著 広済堂出版
み 5605 0000129551 三重県の山 分県登山ガイド 23 吉住友一:著 山と渓谷社
み 5606 0000113399 見えない学校教えない教育 どんな子にも学ぶ力が備わっている 平井雷太:著 日本評論社
み 5607 0000073999 見えない世界を超えて すべてはひとつになる 岸根卓郎:著 サンマーク出版
み 5608 0000091082 澪つくし 深川澪通り木戸番小屋 北原亞以子:著 講談社
み 5609 0000180760 みかづき 森絵都:著 集英社
み 5610 0000095687 みきママのフライパンでできるめちゃうま!レシピ とっておきプレミアムシリーズ みきママ:〔著〕 扶桑社
み 5611 0000061564 美木良介のロングブレスダイエットマル必やせ最強ブレスプログラム 美木良介:著 徳間書店
み 5612 0000070276 三毛猫ホームズの推理 赤川次郎:著 光文社
み 5613 0000103093 短いはがきの書きかた 気軽に、こまめに、はがき名人 Little bear books 新生活研究会:編 創元社
み 5614 0000112284 身近な花でドライフラワー ネイチャーズクラフト 富田きよむ:著 農山漁村文化協会
み 5615 0000101972 身近なモノの履歴書を知る事典 「モノづくり」誕生物語 日刊工業新聞社ＭＯＯＫ編集部:編 日刊工業新聞社
み 5616 0000111203 みしまの石祠と供養塔
み 5617 0000094995 三島由紀夫十代作品集 三島由紀夫:著 新潮社
み 5618 0000081943 ミスキャスト 林真理子:著 講談社
み 5619 0000097477 みすゞさん 童謡詩人金子みすゞの優しさ探しの旅 第1集 金子みすゞ:詩 春陽堂書店



一般書等（書名による五十音リスト）

み 5620 0000060921 みずたま Ｃｈａｃｏ:著 スターツ出版
み 5621 0000065128 水土を拓いた人びと 北海道から沖縄までわがふるさとの先達 「水土を拓いた人びと」編集委員会:編 農山漁村文化協会
み 5622 0000122705 水と緑と土 伝統を捨てた社会の行方 中公新書 ３４８ 富山和子:著 中央公論新社
み 5623 0000071951 水の舳先 玄侑宗久:著 新潮社
み 5624 0000143149 みずのみち安積疏水と郡山の発展 歴春ふくしま文庫 65 根本博:著 歴史春秋出版
み 5625 0000122291 水辺の環境学 生きものとの共存 桜井善雄:著 新日本出版社
み 5626 0000120717 水問題原論 シリーズ川・湖・海を守るために 嶋津暉之:著 北斗出版
み 5627 0000108381 味噌 色・味にブレを出さない技術と販売 食品加工シリーズ ６ 今井誠一:著 農山漁村文化協会
み 5628 0000078519 みだれ髪 チョコレート語訳 俵万智:著 河出書房新社
み 5629 0000078527 みだれ髪 チョコレート語訳 ２ 俵万智:著 河出書房新社
み 5630 0000083717 道絶えずば、また 松井今朝子:著 集英社
み 5631 0000099101 みちのう安達野の歌枕
み 5632 0000099143 みちのく安達野の歌枕
み 5633 0000110171 みちのく安達野の歌枕 夕日ヶ丘森花倶楽部
み 5634 0000097402 みちのく安達野の歌枕総覧
み 5635 0000093120 みちのく合戦物語 奥州千年戦記 樫山　巖
み 5636 0000105551 みちのく東北地方の直轄河川
み 5637 0000098921 みちのくの歌枕 あぶくま川 菅野　正一
み 5638 0000108746 道端の文化財
み 5639 0000069435 光圀伝 冲方丁:著 角川書店
み 5640 0000074872 密告 真保裕一:著 講談社
み 5641 0000096982 ミッドウェー ＰＨＰ文庫 淵田美津雄:著 ＰＨＰ研究所
み 5642 0000075259 ミッドナイト・クライシス 茅野裕城子:著 集英社
み 5643 0000067967 ミッドナイト・バス 伊吹有喜:著 文藝春秋
み 5644 0000079756 密謀 下 ミューノベルズ 藤沢周平:著 毎日新聞社
み 5645 0000089631 密謀 上巻 藤沢周平:著 毎日新聞社
み 5646 0000107573 見て覚える新男の料理 おいしい、簡単、君にも手軽につくれる オリジナル・シェフクラブ:編 日東書院
み 5647 0000181156 見てる、知ってる、考えてる 中島芭旺:著 サンマーク出版
み 5648 0000141093 緑色の太陽 芸術論集 岩波文庫 高村光太郎:著 岩波書店
み 5649 0000121913 緑環境と植生学 鎮守の森を地球の森に 宮脇昭:著 NTT出版
み 5650 0000107102 緑の文化財 福島県
み 5651 0000126698 南アメリカ ライフ大自然シリーズ 21 マーストン・ベイツ:著 タイムライフインターナショナル

み 5652 0000117689 南アメリカ美術 講談社
み 5653 0000106435 南奥州の幕藩支配と領民 二本松藩・白河藩
み 5654 0000186205 南とうほく花の湿原 んだんだブックス 日野東:著 無明舎出版
み 5655 0000074047 南の島の星の砂 Ｃｏｃｃｏ:文・絵・訳 河出書房新社
み 5656 0000110361 源義家 人物叢書 新装版 安田元久:著 吉川弘文館



一般書等（書名による五十音リスト）

み 5657 0000092536 見残しの塔 周防国五重塔縁起 久木綾子:著 新宿書房
み 5658 0000110098 三春城と城下町 三春町歴史民俗資料館
み 5659 0000106633 三春に生きる 中村邦夫写真集 Bee books 中村邦夫:著 光村印刷
み 5660 0000106641 三春に生きる 中村邦夫写真集 続 Bee books 中村邦夫:著 光村印刷
み 5661 0000150938 みはるの絵馬 三春町教育委員会
み 5662 0000106658 三春の職人 飛田　昭司
み 5663 0000108506 三汀賞 入選句集
み 5664 0000077511 耳猫風信社 長野まゆみ:著 光文社
み 5665 0000129809 宮城県の山 分県登山ガイド 早川輝雄:編著 山と渓谷社
み 5666 0000118620 宮崎アニメの不思議。 宮崎アニメ研究読本 井坂十蔵:著 21世紀BOX
み 5667 0000129650 宮崎県の山 分県登山ガイド 猪須克己:〔ほか〕著 山と渓谷社
み 5668 0000075663 宮沢賢治自然のシグナル 万田務:著 翰林書房
み 5669 0000073130 宮澤賢治と幻の恋人 澤田キヌを追って 澤村修治:著 河出書房新社
み 5670 0000087833 宮大工千年の「手と技」 語りつぎたい、木を生かす日本人の知恵 松浦昭次:著 祥伝社
み 5671 0000170092 未来 湊かなえ:著 双葉社
み 5672 0000074005 未来図 バシャール&関野あやこ Part2 ダリル・アンカ:著 アンフィニグローバル
み 5673 0000189134 未来の私は笑っていますか? 一瞬で心が軽くなる感情セラピー 押野満里子:著 ヴォイス出版事業部
み 5674 0000155978 未来へつなぐ私たちの東和 東和町企画振興課
み 5675 0000141812 未来への翼 いわき市制施行30周年記念誌 いわき市
み 5676 0000091835 未来を変えた島の学校 隠岐島前発ふるさと再興への挑戦 山内道雄:著 岩波書店
み 5677 0000077263 ミレニアム １〔上〕 スティーグ・ラーソン:著 早川書房
み 5678 0000077289 ミレニアム １〔下〕 スティーグ・ラーソン:著 早川書房
み 5679 0000077255 ミレニアム ２〔上〕 スティーグ・ラーソン:著 早川書房
み 5680 0000077339 ミレニアム ２〔下〕 スティーグ・ラーソン:著 早川書房
み 5681 0000077297 ミレニアム ３〔上〕 スティーグ・ラーソン:著 早川書房
み 5682 0000077305 ミレニアム ３〔下〕 スティーグ・ラーソン:著 早川書房
み 5683 0000109702 民間信仰辞典 桜井徳太郎:編 東京堂出版
み 5684 0000108894 民具が語る日本文化 岩井宏実:〔ほか〕著 河出書房新社
み 5685 0000108860 民具の歳時記 岩井宏実:著 河出書房新社
み 5686 0000108878 民具の世相史 Domestic Japan 岩井宏実:編 河出書房新社
み 5687 0000108886 民具の博物誌 岩井宏実:著 河出書房新社
み 5688 0000114116 民俗芸能辞典 仲井幸二郎:〔ほか〕編 東京堂出版
み 5689 0000109017 民俗資料調査整理の実務 西垣晴次
み 5690 0000109413 民俗調査の細道 岩崎敏夫:著 錦正社
み 5691 0000110494 民俗文化財調査資料Ⅰ 伝説・昔話編 須賀川市教育委員会
み 5692 0000110106 民俗文化財調査資料Ⅱ 祭礼編 須賀川市教育委員会
み 5693 0000109140 民俗文化財の手びき 調査・収集・保存・活用のために 文化庁内民俗文化財研究会:編著 第一法規



一般書等（書名による五十音リスト）

み 5694 0000097840 みんなでうたおう!たのしいこどものうた大全集202 ピアノ簡易伴奏つき 永岡書店
み 5695 0000125963 みんなともだちだ
み 5696 0000075242 みんなに好かれる人避けられる人 ドリス・Ｗ．ヘルマリング:著 日本教文社
み 5697 0000091983 みんなのスポーツ大百科 世界のスポーツ160 クライブ・ジフォード:コンサルタント ＢＬ出版
む 5698 0000122374 無意識の不健康 健康双書 島田彰夫:著 農山漁村文化協会
む 5699 0000072199 昔のミセス 金井美恵子:著 幻戯書房
む 5700 0000087403 むかつくぜ! 室井滋:著 マガジンハウス
む 5701 0000094094 ムギの絵本 そだててあそぼう 7 よしだひさし:へん 農山漁村文化協会
む 5702 0000076927 無間地獄 新堂冬樹:著 幻冬舎
む 5703 0000187591 ムゲンのi 下 知念実希人:著 双葉社
む 5704 0000187583 ムゲンのi 上 知念実希人:著 双葉社
む 5705 0000083014 夢幻花 東野圭吾:著 ＰＨＰ研究所
む 5706 0000087569 向田邦子TV作品集 6 向田邦子:〔著〕 大和書房
む 5707 0000120923 虫歯から始まる全身の病気 隠されてきた「歯原病」の実態 ジョージ・Ｅ．マイニー:著 恒志会
む 5708 0000085589 虫眼とアニ眼 養老孟司対談宮崎駿 養老孟司:著 徳間書店スタジオジブリ事業本部

む 5709 0000060442 武者たちの舞台 下
む 5710 0000060533 武者たちの舞台 上
む 5711 0000116673 結び方百科 ロープワークステップ・バイ・ステップ デズ・ポースン:著 山と渓谷社
む 5712 0000170985 むすびつき 畠中恵:著 新潮社
む 5713 0000079418 娘を持つ父親のための本 タケカワユキヒデ:著 集英社
む 5714 0000086736 胸の香り 文春文庫 宮本輝:著 文藝春秋
む 5715 0000065615 無防備都市 禿鷹の夜 2 逢坂剛:著 文藝春秋
む 5716 0000087585 無名仮名人名簿 向田邦子:著 文藝春秋
む 5717 0000097154 無名兵士の詩集
む 5718 0000089037 村上海賊の娘 下巻 和田竜:著 新潮社
む 5719 0000089029 村上海賊の娘 上巻 和田竜:著 新潮社
む 5720 0000109280 村の指導者とインテリたち 叢書聞きがたり農村史 3 東敏雄:編著 御茶の水書房
む 5721 0000152611 村の社会教育 須藤克三島田武雄松丸志摩三 牧書店
め 5722 0000137448 名作動物ランド 7 4年生 ヴィタリー・ビアンキ:著 理論社
め 5723 0000091090 名作早わかり夏目漱石全作品 コスモブックス 小石川文学研究会:編 コスミック出版
め 5724 0000168666 明治維新150年を考える 「本と新聞の大学」講義録 集英社新書 0906 一色清:モデレーター 集英社
め 5725 0000152082 明治期の法規 県令・訓令・達および告諭・告示 福島県教育委員会
め 5726 0000191411 明治大正昭和の文化 近代日本文化研究会 福島民報社
め 5727 0000108704 明治日誌 荒川勝茂:〔著〕 新人物往来社
め 5728 0000105874 明治の兄妹 新島八重と山本覚馬 早乙女貢:著 新人物往来社
め 5729 0000105916 明治の群像 知れば知るほど 実業之日本社
め 5730 0000157636 明治の古典 1 学研



一般書等（書名による五十音リスト）

め 5731 0000157651 明治の古典 10 学研
め 5732 0000157719 明治の古典 2 学研
め 5733 0000157701 明治の古典 3 学研
め 5734 0000157669 明治の古典 4 学研
め 5735 0000157693 明治の古典 5 学研
め 5736 0000157685 明治の古典 6 学研
め 5737 0000157677 明治の古典 7 学研
め 5738 0000157628 明治の古典 8 学研
め 5739 0000157644 明治の古典 9 学研
め 5740 0000123190 名水百選 １００『名水』公式ガイドブック 日本の水をきれいにする会:編集 ぎょうせい
め 5741 0000172650 瞑想と祈りの言葉 ルドルフ・シュタイナー:著 イザラ書房
め 5742 0000191338 メイドインふくしま 溝口　勝 東方通信社
め 5743 0000071233 冥土めぐり 鹿島田真希:著 河出書房新社
め 5744 0000076786 冥府回廊 下 杉本苑子:著 日本放送出版協会
め 5745 0000076794 冥府回廊 上 杉本苑子:著 日本放送出版協会
め 5746 0000083642 目から脳に抜ける話 対談 養老孟司:〔著〕 筑摩書房
め 5747 0000112391 メキシコの夢ホテル ベストセレクション せきねきょうこ:著 河出書房新社
め 5748 0000084103 めぐみ、お母さんがきっと助けてあげる 横田早紀江:著 草思社
め 5749 0000068130 めぐり糸 青山七恵:著 集英社
め 5750 0000075838 メス化する自然 環境ホルモン汚染の恐怖 デボラ・キャドバリー:著 集英社
め 5751 0000070458 メタボラ 桐野夏生:著 朝日新聞社
め 5752 0000065581 めづめづ和文化研究所京都 小栗左多里:著 情報センター出版局
め 5753 0000106856 目で見る二本松・安達の100年 郷土出版社
め 5754 0000171561 目で見る二本松･安達の100年 鈴木弘治 郷土出版社
め 5755 0000114934 目でみる民俗神シリーズ 1 萩原秀三郎:著 東京美術
め 5756 0000106765 目でみる民俗神シリーズ 2 萩原秀三郎:写真・文 東京美術
め 5757 0000114959 目でみる民俗神シリーズ 3 萩原秀三郎:写真・文 東京美術
め 5758 0000084491 メモリーを消すまで 下 山田悠介:著 文芸社
め 5759 0000084509 メモリーを消すまで 上 山田悠介:著 文芸社
め 5760 0000017335 メリークリスマス、ペネロペ！ たのしいしかけえほん アン・グットマン:ぶん 岩崎書店
め 5761 0000094029 メロンの絵本 そだててあそぼう 13 せこたつお:へん 農山漁村文化協会
め 5762 0000078824 免疫学個人授業 多田富雄:著 新潮社
め 5763 0000165969 メンタリストDaiGoの心を強くする300の言葉 ＤａｉＧｏ:著 セブン&アイ出版
め 5764 0000082776 面倒くさがりやのあなたがうまくいく５５の法則 本田直之:著 大和書房
め 5765 0000088526 面倒だから、しよう 渡辺和子:著 幻冬舎
も 5766 0000193334 本揃田植え踊り 楽譜 (ファイル)
も 5767 0000074708 猛女とよばれた淑女 祖母・斎藤輝子の生き方 斎藤由香:著 新潮社



一般書等（書名による五十音リスト）

も 5768 0000092858 孟嘗君 1 宮城谷昌光:著 講談社
も 5769 0000092817 孟嘗君 2 宮城谷昌光:著 講談社
も 5770 0000092825 孟嘗君 3 宮城谷昌光:著 講談社
も 5771 0000092833 孟嘗君 4 宮城谷昌光:著 講談社
も 5772 0000093005 孟嘗君 5 宮城谷昌光:著 講談社
も 5773 0000085787 毛沢東の私生活 下 李志綏:著 文芸春秋
も 5774 0000085662 毛沢東の私生活 上 李志綏:著 文芸春秋
も 5775 0000079186 盲導犬ネモフィラ 生涯現役の大学12年生 竹前栄治:著 あすなろ書房
も 5776 0000102160 毛筆の年賀状 暮しの中の書 6 川辺尚風:書 知道出版
も 5777 0000109827 もう一つの日本史 ベールをぬいだ縄文の国 高橋富雄:著 徳間書店
も 5778 0000066233 もう一人の私への旅 青山俊董:著 弥生書房
も 5779 0000058784 萌え死に。 藤本ゆりな:管理人 スターツ出版
も 5780 0000093336 燃えよ剣 下 司馬遼太郎:〔著〕 文藝春秋
も 5781 0000093369 燃えよ剣 上 司馬遼太郎:〔著〕 文藝春秋
も 5782 0000065623 燃える地の果てに 逢坂剛:著 文藝春秋
も 5783 0000141226 茂吉・光太郎の戦後 明治人に於ける天皇と国家 大島徳丸:著 清水弘文堂
も 5784 0000097360 茂吉と吾妻
も 5785 0000130377 木彫七十年 高村光雲:著 中央公論美術出版
も 5786 0000106674 木版画の楽しみ 白黒版画と色彩版画 技法入門シリーズ 7 笹島喜平:著 講談社
も 5787 0000075176 もし犬が話せたら人間に何を伝えるか 沼田陽一:著 実業之日本社
も 5788 0000068460 もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの『マネジメント』を読んだら 岩崎夏海:著 ダイヤモンド社
も 5789 0000158873 文字講話 1 白川静:著 平凡社
も 5790 0000143198 文字講話 3 白川静:著 平凡社
も 5791 0000143289 文字講話 4 白川静:著 平凡社
も 5792 0000068007 モダンタイムス Morning NOVELS 伊坂幸太郎:著 講談社
も 5793 0000075135 目下の恋人 辻仁成:著 光文社
も 5794 0000086256 もっと!イグ・ノーベル賞 世の常識を覆す珍妙な研究に栄誉を! マーク・エイブラハムズ:著 ランダムハウス講談社
も 5795 0000082768 もっと働くおねえさん 藤臣柊子:著 ぶんか社
も 5796 0000078253 最も遠い銀河 下 白川道:著 幻冬舎
も 5797 0000078261 最も遠い銀河 上 白川道:著 幻冬舎
も 5798 0000193722 もどってきたアミ 小さな宇宙人 エンリケ・バリオス 徳間書店
も 5799 0000191387 本宮市文化団体連絡協議会誕生10周年記念誌 本宮市文化団体連絡協議会 本宮市文化団体連絡協議会

も 5800 0000167346 もとみや地元学 2014-2016 もとみや地元学編集委員
も 5801 0000114322 本宮地域史の研究 山崎清敏
も 5802 0000173310 本宮地域史の研究 山崎清敏 山崎清敏
も 5803 0000114256 本宮地域史の研究(続) 山崎清敏
も 5804 0000180240 本宮地域史の研究(続) 山崎　清敏



一般書等（書名による五十音リスト）

も 5805 0000117028 本宮地方史 本宮町公民館
も 5806 0000117036 本宮地方史 本宮町公民館
も 5807 0000111864 本宮地方文化史図説 本宮町公民館
も 5808 0000141820 本宮地方文化史図説 本宮町公民館
も 5809 0000186122 本宮地方文化史図説 本宮町公民館郷土部編
も 5810 0000106260 本宮地名考
も 5811 0000106070 本宮地名考
も 5812 0000099051 本宮の碑 菅野　正一
も 5813 0000109496 本宮のわらしっこ 取りもどそう遊びの感覚
も 5814 0000096669 本宮のわらしっこ 取りもどそう遊びの感覚
も 5815 0000106054 本宮町史 1
も 5816 0000106096 本宮町史 2
も 5817 0000106138 本宮町史 3
も 5818 0000191999 本宮町史　第１０巻　各論編Ⅱ　自然・建設 本宮町史編纂委員会・本宮町史専門委員会 本宮町
も 5819 0000191981 本宮町史　第１１巻　各論編Ⅲ　文化 本宮町史編纂委員会・本宮町史専門委員会 本宮町
も 5820 0000191973 本宮町史　第１２巻　年表・総目次・索引 本宮町史編纂委員会・本宮町史専門委員会 本宮町
も 5821 0000192088 本宮町史　第４巻　資料編Ⅰ　考古・古代中世 本宮町史編纂委員会・本宮町史専門委員会 本宮町
も 5822 0000192070 本宮町史　第５巻　資料編Ⅱ　近世（１） 本宮町史編纂委員会・本宮町史専門委員会 本宮町
も 5823 0000192062 本宮町史　第６巻　資料編Ⅲ　近世（２） 本宮町史編纂委員会・本宮町史専門委員会 本宮町
も 5824 0000192120 本宮町史　第７巻　資料編Ⅳ　近現代（１） 本宮町史編纂委員会・本宮町史専門委員会 本宮町
も 5825 0000192054 本宮町史　第８巻　資料編Ⅴ　近現代（２） 本宮町史編纂委員会・本宮町史専門委員会 本宮町
も 5826 0000110072 本宮町史資料双書 第2集
も 5827 0000110080 本宮町史資料双書 第3集
も 5828 0000110049 本宮町史資料双書 第4集
も 5829 0000110031 本宮町史資料双書 第5集
も 5830 0000073973 求めない 加島祥造:著 小学館
も 5831 0000084566 モニタールーム 山田悠介:著 角川書店
も 5832 0000000786 物語のおわり 湊かなえ:著 朝日新聞出版
も 5833 0000077172 ものごとに動じない人の習慣術 タフで、しなやかな心を育てるために ＫＡＷＡＤＥ夢新書 Ｓ３５０ 菅原圭:著 河出書房新社
も 5834 0000102970 ものごとのしくみ事典 全図解・世間一般・なにがどうしてどうなっているか? 磯部光雄:著 日本実業出版社
も 5835 0000171330 ものづくり日本 技術と創造の150年 10ものづくり原点回帰 バブルとその崩壊そして未来へ 昭和61年～(1986年～) 原田　勝正 ユーキャン
も 5836 0000171348 ものづくり日本 技術と創造の150年 1文明開化 汽笛一声 新橋を 幕末～明治37年(～1904年) 原田　勝正 ユーキャン
も 5837 0000171256 ものづくり日本 技術と創造の150年 2殖産興業 藪入りは活動写真で 明治38年～大正12年(1905年～1923年) 原田　勝正 ユーキャン
も 5838 0000171298 ものづくり日本 技術と創造の150年 3大正モダン 乗合自動車 帝都を走る 大正13年～昭和10年(1924年～1935年) 原田　勝正 ユーキャン
も 5839 0000171264 ものづくり日本 技術と創造の150年 4第二次世界大戦 世界最大の戦艦「大和」 昭和11年～昭和20年(1936年～1945年) 原田　勝正 ユーキャン
も 5840 0000171272 ものづくり日本 技術と創造の150年 5焼け跡から 復興・原料は空き缶 昭和21年～昭和25年(1946年～1950年) 原田　勝正 ユーキャン
も 5841 0000171280 ものづくり日本 技術と創造の150年 6独立国としての再出発 銀幕の中の電化製品 昭和26年～昭和31年(1951年～1956年) 原田　勝正 ユーキャン



一般書等（書名による五十音リスト）

も 5842 0000171306 ものづくり日本 技術と創造の150年 7東京オリンピック 夢の特急「新幹線」登場 昭和32年～昭和39年(1957年～1964年) 原田　勝正 ユーキャン
も 5843 0000171314 ものづくり日本 技術と創造の150年 8昭和元禄 地上147メートル日本初の高層ビル 昭和40年～昭和48年(1965年～1973年) 原田　勝正 ユーキャン
も 5844 0000171322 ものづくり日本 技術と創造の150年 9半導体登場 携帯用ヘッドホンステレオ 世界へ 昭和49年～昭和60年(1974年～1985年) 原田　勝正 ユーキャン
も 5845 0000121434 モノ忘れに負けない本！ 大島清:著 日本実業出版社
も 5846 0000086173 模倣犯 The copy cat 下 宮部みゆき:著 小学館
も 5847 0000086181 模倣犯 The copy cat 上 宮部みゆき:著 小学館
も 5848 0000070631 ももこのおもしろ宝石手帖 さくらももこ:著 幻冬舎
も 5849 0000070607 ももこの世界あっちこっちめぐり さくらももこ:著 集英社
も 5850 0000070557 ももこの話 さくらももこ:絵と文 集英社
も 5851 0000078121 森鴎外と日清・日露戦争 末延芳晴:著 平凡社
も 5852 0000123711 森からの贈り物 天野礼子:編著 東京書籍
も 5853 0000123810 森づくりテキストブック 市民による里山林・人工林管理マニュアル 中川重年:著 山と渓谷社
も 5854 0000120725 森と環境の世紀 住民参加型システムを考える 依光良三:著 日本経済評論社
も 5855 0000123265 森と心 人はなぜ木によって癒されるか 稲本正:著 角川書店
も 5856 0000099473 森に育まれた手仕事 奥会津 BOON文化シリーズ 2 奥会津書房
も 5857 0000120154 森の生活 Ｈ・Ｄ・ソーロウ:〔著〕 荒竹出版
も 5858 0000109272 森の生活ドラマ100 木村尚三郎:編 日本林業協会
も 5859 0000078535 森の旅人 角川２１世紀叢書 ジェーン・グドール:著 角川書店
も 5860 0000122671 森の不思議 岩波新書 黄版 242 神山恵三:著 岩波書店
も 5861 0000121814 森よ、よみがえれ 足尾銅山の教訓と緑化作戦 秋山智英:著 第一プランニングセンター

も 5862 0000122549 森よ生き返れ ノンフィクション・ワールド 宮脇昭:著 大日本図書
も 5863 0000083063 モルジブが沈む日 異常気象は警告する ボブ・リース:著 日本放送出版協会
も 5864 0000071035 モルフェウスの領域 海堂尊:著 角川書店
も 5865 0000074948 問題温泉 椎名誠:著 文藝春秋
も 5866 0000072546 問題な日本語 どこがおかしい？何がおかしい？ 北原保雄:編 大修館書店
も 5867 0000074989 モンパの木の下で 椎名誠:著 文藝春秋
や 5868 0000104729 八重の生涯 新井恵美子:著 ブレーン
や 5869 0000108233 焼かないで作れる！きれいになるロータルトレシピ 仲里園子:著 講談社
や 5870 0000093955 ヤギの絵本 そだててあそぼう 25 まんだまさはる:へん 農山漁村文化協会
や 5871 0000103002 やきもの入門 土作りから成形、施釉、焼成まで陶芸の全てが判る技法集 タツミムック 加藤裕重:監修 辰巳出版
や 5872 0000088773 柳生十兵衛死す 下 山田風太郎:著 毎日新聞社
や 5873 0000088757 柳生十兵衛死す 上 山田風太郎:著 毎日新聞社
や 5874 0000148833 野球食Jr. 海老久美子:著 ベースボール・マガジン社

や 5875 0000060251 野球選手のメンタルトレーニング 気持ちを切り替え、集中力を高めて勝とう! 高妻容一:著 ベースボール・マガジン社

や 5876 0000057703 ヤクザと原発 福島第一潜入記 鈴木智彦:著 文藝春秋
や 5877 0000118091 薬師寺金堂薬師三尊と聖観音 奈良の寺 9 長谷川誠:〔共著〕 岩波書店
や 5878 0000118182 薬師寺東塔 奈良の寺 10 沢村仁:〔ほか著〕 岩波書店



一般書等（書名による五十音リスト）

や 5879 0000121038 薬草・漢方薬 効きめのある飲み方作り方 ホームドクターシリーズ 鈴木ヤヱ:著 新星出版社
や 5880 0000072975 約束の森 沢木冬吾:著 角川書店
や 5881 0000166827 役に立つパーソナルカラー 色彩技能パーソナルカラー検定モジュール2公式テキスト トミヤママチコのパーソナルカラー教則本 2 トミヤママチコ:著 学研パブリッシング
や 5882 0000086264 夜行観覧車 湊かなえ:著 双葉社
や 5883 0000085241 夜行列車 森村誠一:著 講談社
や 5884 0000107433 野菜スープが効く 元祖病気治し汁
や 5885 0000107672 野菜はともだち 産直野菜の上手な食べ方 使い捨て時代を考える会:編著 農山漁村文化協会
や 5886 0000099135 八坂神社に掲額された三十六歌仙
や 5887 0000169821 八坂神社に掲額された三十六歌仙 菅野正一
や 5888 0000102848 やさしい絵手紙 基本と楽しみ方 小池邦夫:著 主婦の友社
や 5889 0000120162 やさしい介護学 読売新聞社生活情報部:編 明石書店
や 5890 0000020206 やさしいこうさく つくってあそぼう ９ 竹井史郎:著 小峰書店
や 5891 0000113514 やさしいことばで日本国憲法 新訳条文+英文憲法+憲法全文 池田香代子:訳 マガジンハウス
や 5892 0000113522 やさしいことばで日本国憲法 新訳条文+英文憲法+憲法全文 池田香代子:訳 マガジンハウス
や 5893 0000065771 優しい子よ 大崎善生:著 講談社
や 5894 0000103556 やさしい墨絵教室 彩色篇 後藤和信:著 マール社
や 5895 0000101394 やさしいそのまま切り紙 切ってすぐ使える! ハサミだけで出来る花と風物編 大人の趣味講座 小宮山逢邦:著 河出書房新社
や 5896 0000110825 やさしい仏像の見方 とんぼの本 西村公朝:著 新潮社
や 5897 0000104125 やさしい和凧 北海道から沖縄まで 〔第1集〕 大橋栄二:著 誠文堂新光社
や 5898 0000094300 やさしくほめて厳しく叱る 依田明:著 あすなろ書房
や 5899 0000071126 康子十九歳戦渦の日記 門田隆将:著 文芸春秋
や 5900 0000101543 やせる!腰回しダイエット ウエストがくびれる「美腰メイク」エクササイズ ＳＨＩＮＯ:著 マキノ出版
や 5901 0000123315 野草検索図鑑 葉と茎から見分ける ３ 野草検索図鑑編集委員会:編 学研
や 5902 0000121178 野鳥の歳時記 １ 小学館
や 5903 0000121095 野鳥の歳時記 １ 小学館
や 5904 0000121087 野鳥の歳時記 ４ 小学館
や 5905 0000121079 野鳥の歳時記 ６ 小学館
や 5906 0000099556 野鳥の歳時記 7 小学館
や 5907 0000099515 野鳥の歳時記 8 小学館
や 5908 0000057455 やっかいな放射線と向き合って暮らしていくための基礎知識 田崎晴明:著 朝日出版社
や 5909 0000122341 薬局で買う薬がわかる本 Ｐｉｌｌ　ｇｕｉｄｅ ９９年版 西崎統:著 成美堂出版
や 5910 0000079194 やっぱり「終のすみか」は有料老人ホーム 介護ライブラリー 滝上宗次郎:著 講談社
や 5911 0000101782 やっぱりあぶない、IH調理器 電磁波の被害を、第二のアスベストにするな 船瀬俊介:著 三五館
や 5912 0000105429 宿無し百神
や 5913 0000089391 やなりいなり 畠中恵:著 新潮社
や 5914 0000126680 山 タイムライフインターナショナル

や 5915 0000105064 山内一豊 負け組からの立身出世学 PHP新書 371 小和田哲男:著 ＰＨＰ研究所



一般書等（書名による五十音リスト）

や 5916 0000105056 山内一豊と千代 戦国武士の家族像 岩波新書 新赤版 974 田端泰子:著 岩波書店
や 5917 0000151688 山女日記 湊かなえ:著 幻冬舎
や 5918 0000129791 山形県の山 分県登山ガイド 奥田博:著 山と渓谷社
や 5919 0000090381 山霧 毛利元就の妻 下 永井路子:著 文藝春秋
や 5920 0000090373 山霧 毛利元就の妻 上 永井路子:著 文藝春秋
や 5921 0000129619 山口県の山 分県登山ガイド 34 中島篤巳:著 山と渓谷社
や 5922 0000111260 山人の賦(ヤモウドノウタ) 3 志村俊司:編 白日社
や 5923 0000166108 山田和樹とオーケストラのとびらをひらく シリーズ音楽はともだち 山田和樹:著 アリス館
や 5924 0000150920 山で暮らす愉しみと基本の技術 大内正伸:絵と文 農山漁村文化協会
や 5925 0000112631 山で元気に!田部井淳子の登山入門 高尾山から富士山まで NHK趣味悠々 田部井淳子:講師 日本放送出版協会
や 5926 0000114637 山と日本人
や 5927 0000061572 山中伸弥先生に、人生とiPS細胞について聞いてみた 山中伸弥:著 講談社
や 5928 0000129882 山梨県の山 分県登山ガイド 山村正光:著 山と渓谷社
や 5929 0000152181 山の詩帖 尾崎喜八 朋文堂
や 5930 0000107292 ヤマの男たち 常磐じん肺裁判12年半の軌跡
や 5931 0000174805 山の画文集 藤江幾太郎 山と渓谷社
や 5932 0000130310 山の四季 高村光太郎:著 中央公論社
や 5933 0000099465 山の地学入門・大自然の驚異 石川　尚
や 5934 0000094607 山法師 菊地孔乃
や 5935 0000206938 山本省三のびっくりパネルシアター 教育技術MOOK･幼児と保育 山本省三 小学館
や 5936 0000092601 闇鏡 堀川アサコ:著 新潮社
や 5937 0000084608 闇の子供たち 梁石日:著 解放出版社
や 5938 0000084780 闇の底 薬丸岳:著 講談社
や 5939 0000118521 弥生の村 日本史リブレット 3 武末純一:著 山川出版社
や 5940 0000115477 弥生文化の研究 1 永井昌文:〔ほか〕編集 雄山閣出版
や 5941 0000115493 弥生文化の研究 10 金関恕:編集 雄山閣出版
や 5942 0000115469 弥生文化の研究 2 金関恕:編集 雄山閣出版
や 5943 0000115501 弥生文化の研究 3 金関恕:編集 雄山閣
や 5944 0000115451 弥生文化の研究 4 金関恕:編集 雄山閣出版
や 5945 0000115519 弥生文化の研究 5 金関恕:編集 雄山閣
や 5946 0000115527 弥生文化の研究 6 金関恕:編集 雄山閣
や 5947 0000115485 弥生文化の研究 7 金関恕:編集 雄山閣
や 5948 0000115543 弥生文化の研究 8 金関恕:編集 雄山閣出版
や 5949 0000115535 弥生文化の研究 9 金関恕:編集 雄山閣出版
や 5950 0000168658 やることすべてがうまくいく!太陽の習慣 ＦＵＭＩＴＯ:著 徳間書店
や 5951 0000072611 柔らかな頬 桐野夏生:著 講談社
や 5952 0000084079 ヤンキー母校に生きる 義家弘介:著 文芸春秋



一般書等（書名による五十音リスト）

や 5953 0000176974 邪馬壹国からヤマト国へ 近畿東海が大地震で倭国大乱に 千城央:著 サンライズ出版
ゆ 5954 0000066654 誘拐 五十嵐貴久:著 双葉社
ゆ 5955 0000078378 誘拐児 翔田寛:著 講談社
ゆ 5956 0000073783 夕方らせん 銀色夏生:著 新潮社
ゆ 5957 0000081497 遊戯 藤原伊織:著 講談社
ゆ 5958 0000060046 佑樹 家族がつづった物語 斎藤寿孝:著 小学館
ゆ 5959 0000113316 勇気をだして 「ちいさな親切」作文コンクール
ゆ 5960 0000114249 有職故実 日本の古典 角川小辞典 17 室伏信助:〔ほか〕編 角川書店
ゆ 5961 0000140301 遊動する旧石器人 先史日本を復元する 1 稲田孝司:著 岩波書店
ゆ 5962 0000158659 ユートピア 湊かなえ:著 集英社
ゆ 5963 0000075168 ゆうへ 生きていてくれて、ありがとう。 たかいちづ:〔著〕 ディスカヴァー・トゥエンティワン

ゆ 5964 0000129429 ユーラシア ライフ大自然シリーズ 19 フランソワ・ブーリエール:著 タイムライフインターナショナル

ゆ 5965 0000091140 幽霊殺し 御宿かわせみ 平岩弓枝:著 文藝春秋
ゆ 5966 0000070482 幽霊の涙 お鳥見女房 諸田玲子:著 新潮社
ゆ 5967 0000063123 ゆかいなゆうびんやさん おとぎかいどう自転車にのって ジャネット・アルバーグ:作 文化出版局
ゆ 5968 0000072066 雪男は向こうからやって来た 角幡唯介:著 集英社
ゆ 5969 0000118109 雪形(ゆきがた)の話 吾妻小富士のウサギガタ 作田哲啓
ゆ 5970 0000000760 雪月夜 馳星周:著 双葉社
ゆ 5971 0000090282 雪はことしも 別所真紀子:著 新人物往来社
ゆ 5972 0000070979 雪はよごれていた 昭和史の謎二・二六事件最後の秘録 沢地久枝:著 日本放送出版協会
ゆ 5973 0000066548 遊行の門 五木寛之:著 徳間書店
ゆ 5974 0000091264 弓削道鏡 下 黒岩重吾:著 文藝春秋
ゆ 5975 0000091272 弓削道鏡 上 黒岩重吾:著 文藝春秋
ゆ 5976 0000080903 ユダヤ人大富豪の教え ふたたびアメリカへ篇 本田健:著 大和書房
ゆ 5977 0000085423 ゆっくりやるほどキレイになれる「スローストレッチ」ダイエット 青春文庫 も-6 森谷博之:著 青春出版社
ゆ 5978 0000104984 ユネスコ世界遺産 1 講談社
ゆ 5979 0000104927 ユネスコ世界遺産 10 講談社
ゆ 5980 0000104919 ユネスコ世界遺産 11 講談社
ゆ 5981 0000104901 ユネスコ世界遺産 12 講談社
ゆ 5982 0000104893 ユネスコ世界遺産 13 講談社
ゆ 5983 0000104976 ユネスコ世界遺産 2 講談社
ゆ 5984 0000104968 ユネスコ世界遺産 3 講談社
ゆ 5985 0000104950 ユネスコ世界遺産 4 講談社
ゆ 5986 0000105015 ユネスコ世界遺産 5 講談社
ゆ 5987 0000105007 ユネスコ世界遺産 6 講談社
ゆ 5988 0000104992 ユネスコ世界遺産 7 講談社
ゆ 5989 0000104943 ユネスコ世界遺産 8 講談社



一般書等（書名による五十音リスト）

ゆ 5990 0000104935 ユネスコ世界遺産 9 講談社
ゆ 5991 0000119842 ゆび一本からはじめる手話 1 ポプラ社
ゆ 5992 0000119834 ゆび一本からはじめる手話 2 ポプラ社
ゆ 5993 0000119826 ゆび一本からはじめる手話 3 ポプラ社
ゆ 5994 0000119818 ゆび一本からはじめる手話 4 ポプラ社
ゆ 5995 0000119800 ゆび一本からはじめる手話 5 ポプラ社
ゆ 5996 0000119792 ゆび一本からはじめる手話 6 ポプラ社
ゆ 5997 0000119784 ゆび一本からはじめる手話 7 ポプラ社
ゆ 5998 0000113761 指文字あそびＡ・Ｂ・Ｃ 菊地清:さく あすなろ書房
ゆ 5999 0000119347 指文字あそびあ・い・う・え・お 菊地清:さく あすなろ書房
ゆ 6000 0000183061 指輪物語 1 評論社文庫 Ｊ・Ｒ・Ｒ・トールキン:〔著〕 評論社
ゆ 6001 0000183152 指輪物語 10 評論社文庫 Ｊ．Ｒ．Ｒ．トールキン:〔著〕 評論社
ゆ 6002 0000078634 指輪物語 ２ Ｊ・Ｒ・Ｒ・トールキン:〔著〕 評論社
ゆ 6003 0000183079 指輪物語 2 評論社文庫 Ｊ・Ｒ・Ｒ・トールキン:〔著〕 評論社
ゆ 6004 0000078642 指輪物語 3 Ｊ・Ｒ・Ｒ・トールキン:〔著〕 評論社
ゆ 6005 0000183087 指輪物語 3 評論社文庫 Ｊ・Ｒ・Ｒ・トールキン:〔著〕 評論社
ゆ 6006 0000094540 指輪物語 4 Ｊ・Ｒ・Ｒ・トールキン:〔著〕 評論社
ゆ 6007 0000183095 指輪物語 4 評論社文庫 Ｊ・Ｒ・Ｒ・トールキン:〔著〕 評論社
ゆ 6008 0000094532 指輪物語 5 Ｊ・Ｒ・Ｒ・トールキン:〔著〕 評論社
ゆ 6009 0000183103 指輪物語 5 評論社文庫 Ｊ・Ｒ・Ｒ・トールキン:〔著〕 評論社
ゆ 6010 0000094490 指輪物語 6 Ｊ・Ｒ・Ｒ・トールキン:〔著〕 評論社
ゆ 6011 0000183111 指輪物語 6 評論社文庫 Ｊ・Ｒ・Ｒ・トールキン:〔著〕 評論社
ゆ 6012 0000183129 指輪物語 7 評論社文庫 Ｊ・Ｒ・Ｒ・トールキン:〔著〕 評論社
ゆ 6013 0000183137 指輪物語 8 評論社文庫 Ｊ・Ｒ・Ｒ・トールキン:〔著〕 評論社
ゆ 6014 0000183145 指輪物語 9 評論社文庫 Ｊ・Ｒ・Ｒ・トールキン:〔著〕 評論社
ゆ 6015 0000094508 指輪物語 追補編 Ｊ・Ｒ・Ｒ・トールキン:〔著〕 評論社
ゆ 6016 0000058321 夢占い事典 見えなかった自分が見える さくら美月:著 成美堂出版
ゆ 6017 0000074195 夢追いかけて 全盲の普通中学教師・河合純一の教壇日記 河合純一:著 ひくまの出版
ゆ 6018 0000121921 夢自然 きのこ　１ 山と渓谷社
ゆ 6019 0000058313 夢事典 夢からのメッセージと深層心理 志摩ツトム:著 日東書院
ゆ 6020 0000077792 夢に殉ず 下 曽野綾子:著 朝日新聞社
ゆ 6021 0000077735 夢に殉ず 上 曽野綾子:著 朝日新聞社
ゆ 6022 0000081166 夢の地平 GLAY～ツアー・ドキュメント・ストーリー～ 田家秀樹:著 ソニー・マガジンズ
ゆ 6023 0000092486 夢のまた夢 第1巻 津本陽:著 文藝春秋
ゆ 6024 0000092676 夢のまた夢 第2巻 津本陽:著 文藝春秋
ゆ 6025 0000092700 夢のまた夢 第3巻 津本陽:著 文藝春秋
ゆ 6026 0000092668 夢のまた夢 第4巻 津本陽:著 文藝春秋



一般書等（書名による五十音リスト）

ゆ 6027 0000092692 夢のまた夢 第5巻 津本陽:著 文藝春秋
ゆ 6028 0000077990 夢のように日は過ぎて 田辺聖子:著 新潮社
ゆ 6029 0000077586 夢は書物にあり 出久根達郎:著 平凡社
ゆ 6030 0000098699 夢ひとすじ福島びと
ゆ 6031 0000138479 夢プライドinブルー 熱き知的障害者イレブン、ピッチに立つ! 湯山尚之:著 河出書房新社
ゆ 6032 0000071019 夢見る黄金地球儀 ミステリ・フロンティア ３８ 海堂尊:著 東京創元社
ゆ 6033 0000088559 夢を与える 綿矢りさ:著 河出書房新社
ゆ 6034 0000169003 夢を生きる 羽生結弦:著 中央公論新社
ゆ 6035 0000085639 夢を描けば道はひらける 和田稔:著 和田経営研究所
ゆ 6036 0000087825 夢をかなえる「そうじ力」 人生カンタンリセット! 舛田光洋:著 総合法令出版
ゆ 6037 0000087023 夢をかなえるゾウ 水野敬也:〔著〕 飛鳥新社
ゆ 6038 0000094342 夢をかなえる勉強法 伊藤真:著 サンマーク出版
ゆ 6039 0000162529 夢を実現させた男先覚者小林久敬 猪苗代湖疏水はこうしてつくられた 酒井徹郎:著 歴史春秋出版
ゆ 6040 0000059691 夢を見ない男松坂大輔 吉井妙子:著 新潮社
ゆ 6041 0000087668 夢を見るために毎朝僕は目覚めるのです 村上春樹インタビュー集1997-2009 村上春樹:著 文藝春秋
ゆ 6042 0000068924 ユリイカ 青山真治:〔著〕 角川書店
ゆ 6043 0000126474 ユリイカ 詩と批評 新潮社
ゆ 6044 0000105379 ゆりかごのヤマト王朝 封印されたヤマトとエミシの戦い 3 千城央:著 本の森
ゆ 6045 0000105080 ゆりかごのヤマト王朝 封印されたヤマトとエミシの戦い 4 千城央:著 本の森
ゆ 6046 0000079798 ユリゴコロ 沼田まほかる:著 双葉社
ゆ 6047 0000067256 ゆるすいっち。 カラダをゆるませるとココロが許せるようになる奇跡のスイッチワーク おのころ心平:著 主婦の友インフォス情報社

ゆ 6048 0000078956 ゆるすということ もう、過去にはとらわれない ジェラルド・Ｇ．ジャンポルスキー:著 サンマーク出版
ゆ 6049 0000170068 ゆる猫Qちゃんが教えてくれたしあわせに生きる22(にゃんにゃん)のエッセンス 近藤陽子:著 エー・アール・シー
ゆ 6050 0000089409 ゆんでめて 畠中恵:著 新潮社
よ 6051 0000111559 洋種の野草・山草 小さな庭やコンテナをお花畑に NHK趣味の園芸ガーデニング21 日本放送出版協会
よ 6052 0000075986 夜明けのパトロール 角川文庫 ウ16-8 ドン・ウィンズロウ:〔著〕 角川書店
よ 6053 0000082917 夜明けの街で 東野圭吾:著 角川書店
よ 6054 0000088468 宵待草夜情 連城三紀彦:著 新潮社
よ 6055 0000082982 容疑者Ｘの献身 東野圭吾:著 文芸春秋
よ 6056 0000104471 幼児食大百科 たまひよ大百科シリーズ ベネッセ・ムック ベネッセコーポレーション

よ 6057 0000060772 妖精なアイツ Fairy and I アポロ:著 スターツ出版
よ 6058 0000113217 幼稚園児保育園児の心理としつけ 品川不二郎:〔ほか〕著 あすなろ書房
よ 6059 0000108027 幼稚園大百科 最新版 ベネッセ・ムック ベネッセコーポレーション

よ 6060 0000073551 幼年記かがやく大気のなかで 笹山久三:著 農山漁村文化協会
よ 6061 0000107904 洋風きょうの料理 飯田深雪
よ 6062 0000103127 ヨーガ入門 ココロとカラダをよみがえらせる イケダ3Lブックス 佐保田鶴治:著 池田書店
よ 6063 0000119156 ヨークベニマルの経営 最強のスーパーマーケット企業 五十嵐正昭:著 商業界



一般書等（書名による五十音リスト）

よ 6064 0000123281 ヨーグルトきのこが効く 定本病気退治ヨーグルト《ケフィール》 主婦の友生活シリーズ 主婦の友社
よ 6065 0000120907 よく効く野草茶ハーブ茶 Cooking & outdoor 境野米子:著 創森社
よ 6066 0000192369 欲シガリマセン勝ツマデハ ボクラ少国民 第四部 山中　恒
よ 6067 0000133991 よく飛ぶ立体折り紙ヒコーキ 戸田拓夫:著 二見書房
よ 6068 0000152090 よく見る夢 下 シドニィ・シェルダン:著 アカデミー出版
よ 6069 0000152074 よく見る夢 上 シドニィ・シェルダン:著 アカデミー出版
よ 6070 0000166116 よくわかる!天気の変化と気象災害 1 森田正光:監修 学研プラス
よ 6071 0000166124 よくわかる!天気の変化と気象災害 2 森田正光:監修 学研プラス
よ 6072 0000166132 よくわかる!天気の変化と気象災害 3 森田正光:監修 学研プラス
よ 6073 0000166140 よくわかる!天気の変化と気象災害 4 森田正光:監修 学研プラス
よ 6074 0000166157 よくわかる!天気の変化と気象災害 5 森田正光:監修 学研プラス
よ 6075 0000123471 よくわかる環境ホルモンの話 ホルモン撹乱作用とからだのしくみ 北条祥子:著 合同出版
よ 6076 0000122515 よくわかる環境ホルモンの話 ホルモン撹乱作用とからだのしくみ 北条祥子:著 合同出版
よ 6077 0000062323 よくわかる古文書教室 江戸の暮らしとなりわい 佐藤孝之:監修 天野出版工房
よ 6078 0000121871 よくわかる水問題一問一答 かけがえのない環境と生命を守るために 合同出版
よ 6079 0000084384 横道世之介 吉田修一:著 毎日新聞社
よ 6080 0000169524 横道世之介 続 吉田修一:著 中央公論新社
よ 6081 0000161778 横光利一集 保昌正夫 集英社
よ 6082 0000069997 汚れちまった道 内田康夫:著 祥伝社
よ 6083 0000078949 与謝野晶子温泉と歌の旅 杉山由美子:著 小学館
よ 6084 0000183756 予算内で賢く家を建てる178のコツ 最新版 主婦の友社
よ 6085 0000091934 四字熟語のひみつ 学研まんが新ひみつシリーズ 青木伸生:監修 学研教育出版
よ 6086 0000091165 吉田松蔭の東北紀行 滝沢洋之
よ 6087 0000093385 吉田松陰の東北紀行 滝沢洋之:著 歴史春秋出版
よ 6088 0000098327 義経 司馬遼太郎:〔著〕 文藝春秋
よ 6089 0000065144 義経千本桜 橋本治・岡田嘉夫の歌舞伎絵巻 2 竹田出雲:原作 ポプラ社
よ 6090 0000107094 義経伝説の謎に迫る ふくしまの義経伝説 黒沢　賢一
よ 6091 0000069245 義経幻殺録 井沢元彦:著 講談社
よ 6092 0000098764 よしなしうた 谷川俊太郎:著 青土社
よ 6093 0000130062 吉本隆明全著作集8 作家論Ⅱ
よ 6094 0000077032 吉行あぐり102歳のことば 石寒太:著 ホーム社
よ 6095 0000085456 四畳半神話大系公式読本 森見登美彦:著 太田出版
よ 6096 0000141630 装いせよ、わが魂よ 高橋たか子:著 新潮社
よ 6097 0000083055 予知夢 東野圭吾:著 文藝春秋
よ 6098 0000074849 酔って候 司馬遼太郎:著 文藝春秋
よ 6099 0000090738 淀どの日記 井上靖:著 文藝春秋
よ 6100 0000102335 米子の畑を食べる おもいっきり野菜料理 境野米子:著 歴史春秋出版



一般書等（書名による五十音リスト）

よ 6101 0000107466 米子の畑を食べる おもいっきり野菜料理 境野米子:絵と文 七つ森書館
よ 6102 0000076976 余話として 司馬遼太郎:〔著〕 文藝春秋
よ 6103 0000087296 夜回り先生 水谷修:著 サンクチュアリ・パブリッシング

よ 6104 0000086884 夜回り先生の卒業証書 冬来たりなば春遠からじ 水谷修:著 日本評論社
よ 6105 0000123596 甦った私の素肌 平成版 足立和子:著 日本花ヴェール健康学センター

よ 6106 0000107243 よみがえる天守 CG復元 別冊歴史読本 67 三浦正幸:監・編集 新人物往来社
よ 6107 0000098111 甦る幕末 写真集 後藤和雄:編 朝日新聞社
よ 6108 0000121285 よみがえれ国有林 笠原義人:編 リベルタ出版
よ 6109 0000123778 よみがえれ国有林 笠原義人:編 リベルタ出版
よ 6110 0000069773 黄泉から来た女 内田康夫:著 新潮社
よ 6111 0000093708 読み聞かせ この素晴らしい世界 ジム・トレリース:著 高文研
よ 6112 0000119164 読み聞かせ この素晴らしい世界 ジム・トレリース:著 高文研
よ 6113 0000113597 読みきかせの発見
よ 6114 0000113100 読みきかせの発見 親子読書文庫 3 増村王子:編 岩崎書店
よ 6115 0000119438 読む力は生きる力 脇明子:著 岩波書店
よ 6116 0000079301 余命１ケ月の花嫁 ＴＢＳ「イブニング・ファイブ」:編 マガジンハウス
よ 6117 0000158618 余命三年時事日記 余命プロジェクトチーム:著 青林堂
よ 6118 0000071365 より子。天使の歌声 小児病棟の奇跡 小笠原路子:著 フジテレビ出版
よ 6119 0000068023 夜の国のクーパー 伊坂幸太郎:著 東京創元社
よ 6120 0000072231 夜の公園 川上弘美:著 中央公論新社
よ 6121 0000066829 夜のピクニック 恩田陸:著 新潮社
よ 6122 0000085191 夜は短し歩けよ乙女 森見登美彦:著 角川書店
よ 6123 0000084624 夜を賭けて 梁石日:著 日本放送出版協会
よ 6124 0000167361 よろこびの多い町 喜多方のおばあちゃま 瓜生岩子物語 鏑木桜子 金の星社
よ 6125 0000077016 よろずのことに気をつけよ 川瀬七緒:著 講談社
よ 6126 0000185462 弱った心臓を守る安心ごはん 狭心症、心筋梗塞から心不全まで 食事療法はじめの一歩シリーズ 佐藤直樹:病態監修 女子栄養大学出版部
よ 6127 0000088385 四千万歩の男 1 井上ひさし:著 講談社
よ 6128 0000088377 四千万歩の男 2 井上ひさし:著 講談社
よ 6129 0000088351 四千万歩の男 3 井上ひさし:著 講談社
よ 6130 0000088369 四千万歩の男 4 井上ひさし:著 講談社
よ 6131 0000088344 四千万歩の男 5 井上ひさし:著 講談社
よ 6132 0000094243 読んであげたいおはなし 松谷みよ子の民話 下 松谷みよ子:著 筑摩書房
よ 6133 0000118810 読んであげたいおはなし 松谷みよ子の民話 上 松谷みよ子:著 筑摩書房
ら 6134 0000187633 ライオンのおやつ 小川糸:著 ポプラ社
ら 6135 0000075812 ライトボディの目覚め タシラ・タチ‐レン:著 ナチュラルスピリット
ら 6136 0000116012 羅和辞典 田中秀央:編 研究社
ら 6137 0000085860 楽園 下 宮部みゆき:著 文藝春秋



一般書等（書名による五十音リスト）

ら 6138 0000085878 楽園 上 宮部みゆき:著 文藝春秋
ら 6139 0000121269 楽園実現か天変地異か ２０１２年に何が起こるか 坂本政道:著 アメーバブックス新社
ら 6140 0000171686 落日 湊かなえ
ら 6141 0000105114 落城 戊辰戦争の勝敗を分けた白河口の戦い 穂積忠:著 栄光出版社
ら 6142 0000159970 落城二本松 安藤信 文祥社
ら 6143 0000093138 楽毅 第1巻 宮城谷昌光:著 新潮社
ら 6144 0000093096 楽毅 第2巻 宮城谷昌光:著 新潮社
ら 6145 0000093054 楽毅 第3巻 宮城谷昌光:著 新潮社
ら 6146 0000092999 楽毅 第4巻 宮城谷昌光:著 新潮社
ら 6147 0000107763 ラクラク秋のお弁当
ら 6148 0000150912 らくらくお弁当入門 料理入門シリーズ 主婦と生活社
ら 6149 0000058370 ラジオ福島の３００日 片瀬京子:著 毎日新聞社
ら 6150 0000069575 ラスト・イニング あさのあつこ:著 角川書店
ら 6151 0000071902 ラスト・ワールド クリストフ・ランスマイアー:著 中央公論社
ら 6152 0000068361 落下する夕方 江国香織:著 角川書店
ら 6153 0000094003 ラッカセイの絵本 そだててあそぼう 15 すずきかずお:へん 農山漁村文化協会
ら 6154 0000113837 ラッキー！ いつもいいことが起こる人のちょっとした習慣 中井俊已:著 ＰＨＰエディターズ・グループ

ら 6155 0000086561 ラットマン 道尾秀介:著 光文社
ら 6156 0000087411 ラッフルズホテル 村上竜:著 集英社
ら 6157 0000066696 ラバー・ソウル 井上夢人:著 講談社
ら 6158 0000076943 ラブ・レッスンズ ジャクリーン・ウィルソン:作 理論社
ら 6159 0000091801 ラプラスの魔女 東野圭吾:著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
ら 6160 0000097881 爛 瀬戸内寂聴:著 新潮社
ら 6161 0000084285 ランチのアッコちゃん 柚木麻子:著 双葉社
ら 6162 0000192435 ランボー詩集 カラー版 世界の詩集6 訳：金子光晴 角川書店
り 6163 0000151654 リアル鬼ごっこ 山田悠介:著 文芸社
り 6164 0000105031 リーダーの決断参謀の決断 青春新書INTELLIGENCE PI-319 童門冬二:著 青春出版社
り 6165 0000180232 リオデジャネイロオリンピック・パラリンピック写真集 永久保存版 時事通信社:編著 時事通信出版局
り 6166 0000180190 リオデジャネイロオリンピック2016 報道写真集 福島民報社
り 6167 0000101733 理学療法士まるごとガイド 資格のとり方・しごとのすべて まるごとガイドシリーズ 5 日本理学療法士協会:監修 ミネルヴァ書房
り 6168 0000084418 利休にたずねよ 山本兼一:著 ＰＨＰ研究所
り 6169 0000166637 陸王 池井戸潤:著 集英社
り 6170 0000170654 陸軍中野学校と沖縄戦 知られざる少年兵「護郷隊」 歴史文化ライブラリー 466 川満彰:著 吉川弘文館
り 6171 0000096933 陸軍二等兵 比嘉真一 吉村昭:著 筑摩書房
り 6172 0000057117 理系の人々 ３ よしたに:著 中経出版
り 6173 0000057125 理系の人々 ４ よしたに:著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
り 6174 0000055434 理系の人々 うっとうしいけど、憎めない よしたに:著 中経出版



一般書等（書名による五十音リスト）

り 6175 0000091819 リバース 湊かなえ:著 講談社
り 6176 0000071381 リバイアサン１９９９ 景山民夫:著 集英社
り 6177 0000085894 理由 宮部みゆき:著 朝日新聞社
り 6178 0000096842 理由 宮部みゆき:著 朝日新聞社
り 6179 0000086546 竜神の雨 道尾秀介:著 新潮社
り 6180 0000089995 流星雨 津村節子:著 岩波書店
り 6181 0000083022 流星の絆 東野圭吾:著 講談社
り 6182 0000094599 理由なき奥羽越戊辰戦争 渡辺春也:著 敬文堂
り 6183 0000082503 竜の契り The\secret agreement 服部真澄:著 祥伝社
り 6184 0000078279 竜の道 飛翔篇 白川道:著 講談社
り 6185 0000082669 竜平の未来 エイズと闘う19歳 広河隆一:著 講談社
り 6186 0000091256 良寛 水上勉:著 中央公論社
り 6187 0000129445 両極
り 6188 0000098079 りょうこのてあそびうた NHKすくすく子育て ＮＨＫ出版:編 日本放送出版協会
り 6189 0000090647 竜馬がゆく 回天篇 司馬遼太郎:〔著〕 文藝春秋
り 6190 0000090688 竜馬がゆく 狂瀾篇 司馬遼太郎:〔著〕 文藝春秋
り 6191 0000090571 竜馬がゆく 怒涛篇 司馬遼太郎:〔著〕 文藝春秋
り 6192 0000090613 竜馬がゆく 風雲篇 司馬遼太郎:〔著〕 文藝春秋
り 6193 0000090639 竜馬がゆく 立志篇 司馬遼太郎:〔著〕 文藝春秋
り 6194 0000193078 料理通異聞 松井今朝子:著 幻冬舎
り 6195 0000192419 リルケ詩集 カラー版 世界の詩集7 訳 富士川英郎 角川書店
り 6196 0000077800 リング 鈴木光司:著 角川書店
り 6197 0000091702 りんごちゃんと、おひさまの森のなかまたち 2 よい習慣が身につく絵本 明橋大二:監修 １万年堂出版
り 6198 0000078311 りんごの涙 俵万智:著 文芸春秋
り 6199 0000076273 臨死体験 上 立花隆:著 文藝春秋
り 6200 0000082461 凛とした「女性の基礎力」 坂東真理子:著 暮しの手帖社
り 6201 0000167395 凜とした小国 伊藤千尋:著 新日本出版社
り 6202 0000082271 凛として…。 花田憲子:著 文藝春秋
る 6203 0000187484 流浪の月 凪良ゆう:著 東京創元社
る 6204 0000069021 ル・レーブ 阿曽十喜子
る 6205 0000107227 ルアー・フィッシング 井上　博司
る 6206 0000115832 類語大辞典 柴田武:編 講談社
る 6207 0000084921 ルージュ 柳美里:著 角川書店
る 6208 0000066621 ルーズヴェルト・ゲーム 池井戸潤:著 講談社
る 6209 0000077214 ループ 鈴木光司:著 角川書店
る 6210 0000187864 流人道中記 下 浅田次郎:著 中央公論新社
る 6211 0000187856 流人道中記 上 浅田次郎:著 中央公論新社



一般書等（書名による五十音リスト）

る 6212 0000102806 ルパン三世研究報告書 Ｓｔｕｄｉｏ　Ｈａｒｄ:編著 双葉社
る 6213 0000170670 ルポ タックスヘイブン 秘密文書が暴く、税逃れのリアル 朝日新書 665 朝日新聞ＩＣＩＪ取材班:著 朝日新聞出版
る 6214 0000123570 ルポ・東北の山と森 自然破壊の現場から 山を考えるジャーナリストの会:編 緑風出版
れ 6215 0000075143 冷静と情熱のあいだ Ｂｌｕ 辻仁成:著 角川書店
れ 6216 0000069229 冷静と情熱のあいだ Rosso 江国香織:著 角川書店
れ 6217 0000083774 レイチェル レイチェル・カーソン『沈黙の春』の生涯 リンダ・リア:著 東京書籍
れ 6218 0000083212 レイチェル・カーソン ポール・ブルックス:〔著〕 新潮社
れ 6219 0000129437 霊長類 ライフ大自然シリーズ 10 セーレル・エイマール:著 タイムライフインターナショナル

れ 6220 0000067918 レインツリーの国 World of delight 有川浩:著 新潮社
れ 6221 0000089623 歴史 みちのく二本松落城 榊山潤:著 叢文社
れ 6222 0000095000 歴史 みちのく二本松落城 榊山潤:著 叢文社
れ 6223 0000105619 歴史のなかの東北 日本の東北・アジアの東北 東北学院大学史学科:編 河出書房新社
れ 6224 0000115238 歴史の道 福島県教育委員会
れ 6225 0000115279 歴史の道 福島県教育委員会
れ 6226 0000173328 歴史の道① 福島県教育委員会 福島県教育委員会
れ 6227 0000115659 歴史発掘 10 講談社
れ 6228 0000115667 歴史発掘 11 講談社
れ 6229 0000115675 歴史発掘 12 講談社
れ 6230 0000115758 歴史発掘 3 講談社
れ 6231 0000115741 歴史発掘 4 講談社
れ 6232 0000115733 歴史発掘 5 講談社
れ 6233 0000115725 歴史発掘 6 講談社
れ 6234 0000115717 歴史発掘 7 講談社
れ 6235 0000115709 歴史発掘 8 講談社
れ 6236 0000115691 歴史発掘 9 講談社
れ 6237 0000095166 レジェンド! 葛西紀明選手と下川ジャンプ少年団ものがたり 世の中への扉 城島充:著 講談社
れ 6238 0000076547 レジ待ちの行列、進むのが早いのはどちらか するどく見抜き、ストレスがなくなる心理術 内藤誼人:著 幻冬舎
れ 6239 0000121335 レスキュー・ハンドブック 野山・水辺ですぐ役立つフェーストエイド＆レスキューのベーシックテクニック 藤原尚雄:著 山と渓谷社
れ 6240 0000136556 レタスの絵本 そだててあそぼう 62 つかだもとひさ:へん 農山漁村文化協会
れ 6241 0000100198 列女伝 １ 東洋文庫 ６８６ 劉向:〔著〕 平凡社
れ 6242 0000100180 列女伝 ２ 東洋文庫 ６８８ 劉向:〔著〕 平凡社
れ 6243 0000088765 列女伝 3 東洋文庫 689 劉向:〔著〕 平凡社
れ 6244 0000064972 レッドデータブックふくしまⅠ
れ 6245 0000065094 レッドデータブックふくしまⅡ
れ 6246 0000077966 レディ・ジョーカー 下 高村薫:著 毎日新聞社
れ 6247 0000077974 レディ・ジョーカー 上 高村薫:著 毎日新聞社
れ 6248 0000071332 レナードの朝 サックス・コレクション オリバー・サックス:著 晶文社



一般書等（書名による五十音リスト）

れ 6249 0000158774 レプリカたちの夜 一條次郎:著 新潮社
れ 6250 0000071415 檸檬・桜の樹の下には 梶井基次郎
れ 6251 0000061291 恋愛約束 下 結衣:著 ゴマブックス
れ 6252 0000061259 恋愛約束 上 結衣:著 ゴマブックス
れ 6253 0000178525 錬金術で億万長者 もはやだれでもお金持ちになれる28の裏ルール 坂本好隆:著 アイバス出版
れ 6254 0000084582 レンタル・チルドレン 山田悠介:著 幻冬舎
ろ 6255 0000085936 ロアルド・ダールコレクション ２ ロアルド・ダール:著 評論社
ろ 6256 0000178426 老後破産 長寿という悪夢 ＮＨＫスペシャル取材班:著 新潮社
ろ 6257 0000097642 老人介護の安心百科 図解 主婦と生活社:編 主婦と生活社
ろ 6258 0000071118 老親を棄てられますか 門野晴子:著 主婦の友社
ろ 6259 0000191171 老壮が語る　懐かしの福島百年 財団法人福島県老人クラブ連合会事務局長安斉勝好 早武　忠良
ろ 6260 0000105601 老壮が語る 懐かしの福島百年 第一部
ろ 6261 0000105163 老壮が語る 懐かしの福島百年 第二部
ろ 6262 0000175364 ローカル線で行こう! 真保裕一:著 講談社
ろ 6263 0000112474 ロープレスキュー技術 堤信夫:著 ナカニシヤ出版
ろ 6264 0000095653 ローマ法王に米を食べさせた男 過疎の村を救ったスーパー公務員は何をしたか? 講談社+α新書 697-1C 高野誠鮮:〔著〕 講談社
ろ 6265 0000077859 ローラ*ローズ ジャクリーン・ウィルソン:著 理論社
ろ 6266 0000101634 ローラの世界 大草原の小さな家 キャロリン・ストーム・コリンズ:著 求竜堂
ろ 6267 0000109033 ろくろ首考 妖怪の生物学 武村政春:著 文芸社
ろ 6268 0000074765 ロシアについて 北方の原形 司馬遼太郎:著 文藝春秋
ろ 6269 0000117572 ロシア美術
ろ 6270 0000074781 ロシア幽霊軍艦事件 島田荘司:著 原書房
ろ 6271 0000076232 ロシアン・ヒルの子供たち メリー・アン・シングルトンの物語 2 アーミステッド・モーピン:著 ソニー・マガジンズ
ろ 6272 0000087775 路上のストライカー STAMP BOOKS マイケル・ウィリアムズ:作 岩波書店
ろ 6273 0000066613 ロスジェネの逆襲 池井戸潤:著 ダイヤモンド社
ろ 6274 0000189118 ロスジェネのすべて 格差、貧困、「戦争論」 雨宮処凛:編著 あけび書房
ろ 6275 0000115345 六歌仙 佐原甲子蔵
ろ 6276 0000153072 ロックギターのひき方 Seibido music series 小林一夫:著 成美堂出版
ろ 6277 0000124123 ロバート・マッコールの世界 NASAの巨星 ロバート・マッコール:イラストレーション ぎょうせい
ろ 6278 0000097618 露伴小説 第1冊 幸田成行:著 岩波書店
ろ 6279 0000167205 論理パズル「出しっこ問題」傑作選 論理思考のトレーニング ブルーバックス B-1368 小野田博一:著 講談社
わ 6280 0000150854 和布の小物傘福・つるし飾り・さがりもの SEIBIDO MOOK 萩原玲子:著 成美堂出版
わ 6281 0000155416 和の幻想ネーミング辞典 新紀元社編集部:編集 新紀元社
わ 6282 0000067546 ワーキングプア 日本を蝕む病 ＮＨＫスペシャル『ワーキングプア』取材班:編 ポプラ社
わ 6283 0000086033 ワープする宇宙 ５次元時空の謎を解く リサ・ランドール:著 日本放送出版協会
わ 6284 0000061366 ワイルドビースト 1 ユウ:著 アスキー・メディアワークス

わ 6285 0000061358 ワイルドビースト 2 ユウ:著 アスキー・メディアワークス



一般書等（書名による五十音リスト）

わ 6286 0000061341 ワイルドビースト 3 ユウ:著 アスキー・メディアワークス

わ 6287 0000061333 ワイルドビースト 4 ユウ:著 アスキー・メディアワークス

わ 6288 0000162115 ワイルドビースト 5 ユウ:著 アスキー・メディアワークス

わ 6289 0000162123 ワイルドビースト 6 ユウ:著 アスキー・メディアワークス

わ 6290 0000162131 ワイルドビースト 7 ユウ:著 アスキー・メディアワークス

わ 6291 0000162149 ワイルドビースト 8 ユウ:著 アスキー・メディアワークス

わ 6292 0000107516 ワインがおいしいパスタ100 15分でできる 三沢由美:著 丸善メイツ
わ 6293 0000101899 ワインの事典 ワインの楽しみ方を知るための 成美堂出版
わ 6294 0000140632 わが光太郎 草野心平:著 二玄社
わ 6295 0000117895 わが光太郎 講談社文芸文庫 草野心平:〔著〕 講談社
わ 6296 0000113134 わが子の世界、見えてますか インタビュー集・現代子ども論議 朝日新聞学芸部:編 ぎょうせい
わ 6297 0000089482 若様組まいる 畠中恵:著 講談社
わ 6298 0000178392 若様とロマン 畠中恵:著 講談社
わ 6299 0000158790 和菓子のアン 光文社文庫 さ24-3 坂木司:著 光文社
わ 6300 0000099184 和歌集 万葉の草木 菅野　正一
わ 6301 0000076711 わが性と生 瀬戸内寂聴:著 新潮社
わ 6302 0000120691 わかっていてもイライラするお母さんへ 幼児の心が見えてくるセルフ・カウンセリング 渡辺康麿:著 学陽書房
わ 6303 0000083915 吾輩ハ猫ニナル 横山悠太:著 講談社
わ 6304 0000071605 ワガババ介護日誌 門野晴子:著 海竜社
わ 6305 0000098103 若松聯隊回想録 若松聯隊記念事業実行委員会
わ 6306 0000158394 我が家の厩舎から 手のひらに載るふるさとの馬たち 高田宗彦 開運酒造株式会社
わ 6307 0000129676 和歌山県の山 分県登山ガイド 児嶋弘幸:著 山と渓谷社
わ 6308 0000069104 別れてよかった 内館牧子:著 世界文化社
わ 6309 0000121160 惑星の暗号 グラハム・ハンコック:著 翔泳社
わ 6310 0000102293 わくわく野菜料理 お母さんこれつくって! 秋冬編 構実千代:著 農山漁村文化協会
わ 6311 0000107821 わくわく野菜料理 お母さんこれつくって! 春夏編 構実千代:著 農山漁村文化協会
わ 6312 0000072207 わたくし率イン歯ー、または世界 川上未映子:著 講談社
わ 6313 0000151886 私が、答えます 動物行動学でギモン解決! 竹内久美子:著 文藝春秋
わ 6314 0000170001 わたしがいどんだ戦い1939年 キンバリー・ブルベイカー・ブラッドリー:作 評論社
わ 6315 0000068171 わたしが神さまから聞いたお金の話をしてもいいですか? 井内由佳:著 総合法令出版
わ 6316 0000101386 私だけの「ビーズジュエリー」すぐできる100 Beads jewelry collection 祥伝社
わ 6317 0000108563 わたしたちのきょうど おおたま 社会科副読本 第3・4学年 大玉村教育委員会
わ 6318 0000191650 わたしたちのきょうど おおたま 社会科副読本 第3・4学年 大玉村教育委員会
わ 6319 0000119198 私とあなたの「からだ」読本 Teen’s body is good & sexy 山本直英:著 明石書店
わ 6320 0000107722 わたしと彼のあっつあつなべ&煮込みとおかゆ 主婦の友生活シリーズ 主婦の友社
わ 6321 0000097493 わたしと小鳥とすずと 金子みすゞ童謡集 金子みすゞ:著 ＪＵＬＡ出版局
わ 6322 0000097501 わたしと小鳥とすずと 金子みすゞ童謡集 金子みすゞ:著 ＪＵＬＡ出版局



一般書等（書名による五十音リスト）

わ 6323 0000098368 私にとっての20世紀 加藤周一:著 岩波書店
わ 6324 0000080382 私に似た人 貫井徳郎:著 朝日新聞出版
わ 6325 0000084673 わたしの、好きな人 八束澄子:著 講談社
わ 6326 0000078436 わたしの赤ちゃん あなたは、桜の樹の下に眠っているの… 鈴木政子:著 学研
わ 6327 0000116681 私の居場所はどこ？ 保健室で受けとめた子どものサイン 小学生編 健康双書 五十嵐由紀:著 農山漁村文化協会
わ 6328 0000113563 私の居場所はどこ？ 保健室で受けとめた子どものサイン 中学生編 健康双書 山咲さくら:著 農山漁村文化協会
わ 6329 0000073114 私の男 桜庭一樹:著 文芸春秋
わ 6330 0000073346 私のかかげる小さな旗 沢地久枝:著 講談社
わ 6331 0000066019 私の好きな日本人 石原慎太郎:著 幻冬舎
わ 6332 0000120238 わたしの旅100選 文化庁:編 ぎょうせい
わ 6333 0000071910 わたしの天国でまた会いましょうね クリステル・ツァヘルト:著 集英社
わ 6334 0000099317 私の悩み何時まで続く 加藤　トシ
わ 6335 0000115337 私の悩み何時まで続く 加藤トシ
わ 6336 0000169755 私の悩み何時まで続く ある中国残留婦人の手記 加藤トシ
わ 6337 0000172601 わたしの良い子 寺地はるな:著 中央公論新社
わ 6338 0000074393 私は誰になっていくの? アルツハイマー病者からみた世界 クリスティーン・ボーデン:著 クリエイツかもがわ
わ 6339 0000072090 わたしを離さないで カズオ・イシグロ:著 早川書房
わ 6340 0000150375 渡辺満里奈ピラティス道 Magazine House mook 川名昌代:監修 マガジンハウス
わ 6341 0000108167 渡辺美奈代の美ゅーてぃふる弁当 小学館ＳＪムック 渡辺美奈代:〔著〕 小学館
わ 6342 0000152959 渡辺良雄写真集
わ 6343 0000094060 ワタの絵本 そだててあそぼう 10 ひびあきら:へん 農山漁村文化協会
わ 6344 0000155796 笑いの力 河合隼雄:著 岩波書店
わ 6345 0000111831 草鞋村長百話
わ 6346 0000088583 我餓狼と化す 東郷隆:著 実業之日本社
わ 6347 0000154385 われはうたへども やぶれかぶれ 宝生犀星
わ 6348 0000093419 われらが歌う時 下 リチャード・パワーズ:〔著〕 新潮社
わ 6349 0000093450 われらが歌う時 上 リチャード・パワーズ:〔著〕 新潮社
わ 6350 0000081687 ワンチュク国王から教わったこと ペマ・ギャルポ:著 ＰＨＰ研究所

英字 6351 0000178343 ABC!曙第二中学校放送部 市川朔久子:著 講談社
英字 6352 0000059105 ＡＢ型自分の説明書 Ｊａｍａｉｓ　Ｊａｍａｉｓ:著 文芸社
英字 6353 0000067322 Another 綾辻行人:著 角川書店
英字 6354 0000172791 aruco magazine vol.2 地球の歩き方MOOK ダイヤモンド・ビッグ社
英字 6355 0000081588 at Home 本多孝好:著 角川書店
英字 6356 0000169102 AX(アックス) 伊坂幸太郎:著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
英字 6357 0000059113 Ａ型自分の説明書 Ｊａｍａｉｓ　Ｊａｍａｉｓ:著 文芸社
英字 6358 0000060434 B型自分の説明書 Ｊａｍａｉｓ　Ｊａｍａｉｓ:著 文芸社
英字 6359 0000106799 C.G.(コンピュータグラフィックス)ステレオグラム 2 小学館



一般書等（書名による五十音リスト）

英字 6360 0000066688 C.H.E. 井上尚登:著 角川書店
英字 6361 0000080630 Cの福音 楡周平:著 宝島社
英字 6362 0000060962 Deep love 完結版 第3部 Ｙｏｓｈｉ:著 スターツ出版
英字 6363 0000060970 Deep love 完全版 第2部 Ｙｏｓｈｉ:著 スターツ出版
英字 6364 0000017582 DOES A KANGAROO HAVE A MOTHER, TOO? Ｅｒｉｃ　Ｃａｒｌｅ
英字 6365 0000171405 DVD 福島の昔話 第七話 TUF
英字 6366 0000059436 ＤＶＤで巻ける！テーピング 症状や目的にあわせて最適な巻き方がわかる！ 原和正:監修 西東社
英字 6367 0000059303 ＤＶＤでマスター！女性のための基本のゴルフレッスン はじめからわかる！ 吉村史恵:著 パーゴルフ
英字 6368 0000097733 DVDブック 新しい介護 基本のき 大田仁史三好春樹
英字 6369 0000077453 E.T. The\extra‐terrestrial テリー・コリンズ:著 ソニー・マガジンズ
英字 6370 0000078220 EQこころの知能指数 ダニエル・ゴールマン:著 講談社
英字 6371 0000061721 EXILE OTAKARA写真館 ROKUSAISHA’S Photo Report Series ＥＸＩＬＥ研究会:編 鹿砦社
英字 6372 0000119941 Facebookでお客様をどんどん増やす本 小谷川拳次:著 中経出版
英字 6373 0000017517 Ｆｉｖｅ　Ｌｉｔｔｌｅ　Ｄｕｃｋｓ Ｐａｐａ　Ｍｏｏ:文 ｍｐｉ
英字 6374 0000017590 From Head to Toe Ｅｒｉｃ　Ｃａｒｌｅ:〔作〕 ｍｐｉ
英字 6375 0000072447 Ｇｏ 金城一紀:著 講談社
英字 6376 0000017525 Ｇｏｏｄｙ　Ｇｏｏｄｙ　Ｇｕｍｄｒｏｐｓ！ Ｐａｐａ　Ｍｏｏ:文 ｍｐｉ
英字 6377 0000058453 Ｈａｐｐｙ？ 半沢克夫:著・撮影 新潮社
英字 6378 0000083980 Ｈｉｇｈ　ａｎｄ　ｄｒｙ（はつ恋） よしもとばなな:著 文芸春秋
英字 6379 0000098343 Hアナライフ 大和田新:著 歴史春秋出版
英字 6380 0000183525 i 西加奈子:著 ポプラ社
英字 6381 0000084095 I KNOW YOU脳 養老孟司:著 かまくら春秋社
英字 6382 0000017541 I SPY A BALLOON
英字 6383 0000017533 I SPY A SCHOOL BUS
英字 6384 0000072637 ＩＮ 桐野夏生:著 集英社
英字 6385 0000066605 IT幸福論 岩本敏男:著 東洋経済新報社
英字 6386 0000060665 JEWEL 陽未:著 スターツ出版
英字 6387 0000193052 JR上野駅公園口 柳美里:著 河出書房新社
英字 6388 0000102434 ＪＲ全車輌ハンドブック Ｒａｉｌ　ｍａｇａｚｉｎｅ ２００３ Ｎｅｋｏ　ｍｏｏｋ ５３１ ネコ・パブリッシング
英字 6389 0000058040 JR東日本の奇跡を生んだ組合員の声
英字 6390 0000000778 ＫＡＧＥＲＯＵ 齋藤智裕:著 ポプラ社
英字 6391 0000062026 Kis‐My‐Ft2 Go Good! 2013最新フォト・レポート ジャニーズ研究会:編 鹿砦社
英字 6392 0000102863 Let’s Begin!日曜大工 木工・DIY・カントリー家具 ジェームズ・サマーズ:著 エム・ピー・シー
英字 6393 0000207563 Life is…… 人生を彩る幸福のエッセンス 葉祥明:絵・詩 中央法規出版
英字 6394 0000173302 Life　Museum　Network　２０１９ 赤坂憲雄（福島県立博物館長)委員長 文化庁
英字 6395 0000060897 Love Flower 生きた証 まこと:著 ソフトバンククリエイティブ

英字 6396 0000074674 Love songs 唯川恵:〔ほか〕著 幻冬舎



一般書等（書名による五十音リスト）

英字 6397 0000068197 LOVERS 安達千夏:〔ほか〕著 祥伝社
英字 6398 0000058131 M9.0 東日本大震災 ふくしまの30日 福島民報社
英字 6399 0000060764 MARIA 1 ＣｈｉｅＭｉ:著 アスキー・メディアワークス

英字 6400 0000060756 MARIA 2 ＣｈｉｅＭｉ:著 アスキー・メディアワークス

英字 6401 0000060749 MARIA 3 ＣｈｉｅＭｉ:著 アスキー・メディアワークス

英字 6402 0000060731 MARIA 4 ＣｈｉｅＭｉ:著 アスキー・メディアワークス

英字 6403 0000187518 medium 霊媒探偵城塚翡翠 相沢沙呼:著 講談社
英字 6404 0000101592 MICHELIN GUIDE東京 レストラン&ホテルセレクション 2008 日本ミシュランタイヤ
英字 6405 0000078865 MONEY 清水義範:著 徳間書店
英字 6406 0000112045 ＭＴＢ（マウンテンバイク）やまみち入門 身近で楽しむ Ｏｕｔｄｏｏｒ　Ａ　ｔｏ　Ｚ－アウトドアのすべてがわかる－ ６ 丹羽隆志:著 山と渓谷社
英字 6407 0000084004 Ｎ・Ｐ 吉本ばなな:著 角川書店
英字 6408 0000122473 ＮＨＫ　ウルトラアイ ６ 山川静夫:編 日本放送出版協会
英字 6409 0000157552 NHK国宝への旅 1 ＮＨＫ取材班:著 日本放送出版協会
英字 6410 0000157461 NHK国宝への旅 10 ＮＨＫ取材班:著 日本放送出版協会
英字 6411 0000157453 NHK国宝への旅 11 ＮＨＫ取材班:著 日本放送出版協会
英字 6412 0000157446 NHK国宝への旅 12 ＮＨＫ取材班:著 日本放送出版協会
英字 6413 0000157438 NHK国宝への旅 13 ＮＨＫ取材班:著 日本放送出版協会
英字 6414 0000157420 NHK国宝への旅 14 ＮＨＫ取材班:著 日本放送出版協会
英字 6415 0000157412 NHK国宝への旅 15 ＮＨＫ取材班:著 日本放送出版協会
英字 6416 0000157404 NHK国宝への旅 16 ＮＨＫ取材班:著 日本放送出版協会
英字 6417 0000157396 NHK国宝への旅 17 ＮＨＫ取材班:著 日本放送出版協会
英字 6418 0000157388 NHK国宝への旅 18 ＮＨＫ取材班:著 日本放送出版協会
英字 6419 0000157370 NHK国宝への旅 19 ＮＨＫ取材班:著 日本放送出版協会
英字 6420 0000157545 NHK国宝への旅 2 ＮＨＫ取材班:著 日本放送出版協会
英字 6421 0000157362 NHK国宝への旅 20 ＮＨＫ取材班:著 日本放送出版協会
英字 6422 0000157537 NHK国宝への旅 3 ＮＨＫ取材班:著 日本放送出版協会
英字 6423 0000157529 NHK国宝への旅 4 ＮＨＫ取材班:著 日本放送出版協会
英字 6424 0000157511 NHK国宝への旅 5 ＮＨＫ取材班:著 日本放送出版協会
英字 6425 0000157503 NHK国宝への旅 6 ＮＨＫ取材班:著 日本放送出版協会
英字 6426 0000157495 NHK国宝への旅 7 ＮＨＫ取材班:著 日本放送出版協会
英字 6427 0000157487 NHK国宝への旅 8 ＮＨＫ取材班:著 日本放送出版協会
英字 6428 0000157479 NHK国宝への旅 9 ＮＨＫ取材班:著 日本放送出版協会
英字 6429 0000157354 NHK国宝への旅 別巻 ＮＨＫ取材班:著 日本放送出版協会
英字 6430 0000120212 NHK生活ほっとモーニング きれいと元気を手に入れる本 ＮＨＫ社会情報番組部:編 日本放送出版協会
英字 6431 0000108050 ｎｏｎ・ｎｏ肉料理献立ブック センスアップスペシャル 集英社
英字 6432 0000086470 Nのために 湊かなえ:著 東京創元社
英字 6433 0000150482 O型自分の説明書 Ｊａｍａｉｓ　Ｊａｍａｉｓ:著 文芸社



一般書等（書名による五十音リスト）

英字 6434 0000017558 Panda Bear, Panda Bear, What Do You See? Ｂｉｌｌ　Ｍａｒｔｉｎ　Ｊｒ．Ｅｒｉｃ　Ｃａｒｌｅ

英字 6435 0000102822 POCKETビリヤード完全マスター わかる!はまる!極める! 012 sports 原田義則:著 大泉書店
英字 6436 0000017566 Polar Bear, Polar Bear, What Do You Hear? Ｂｉｌｌ　Ｍａｒｔｉｎ　Ｊｒ．Ｅｒｉｃ　Ｃａｒｌｅ

英字 6437 0000094359 Q&Aこころの子育て 誕生から思春期までの48章 河合隼雄:著 朝日新聞社
英字 6438 0000097949 Ｑ＆Ａ子ども虐待問題を知るための基礎知識 小木曽宏:編著 明石書店
英字 6439 0000120097 Q&A日本版ビッグバン 金融はこう変わる 日本経済新聞社:編 日本経済新聞社
英字 6440 0000101949 RETRIEVER
英字 6441 0000078592 Ｒｕｎ！Ｒｕｎ！Ｒｕｎ！ 桂望実:著 文芸春秋
英字 6442 0000071340 SFバカ本 たいやき編 大原まり子:編 ジャストシステム
英字 6443 0000167387 Shin 三村伸 リーブル出版
英字 6444 0000061069 Single Bed 下 ナナセ:著 アスキー・メディアワークス

英字 6445 0000060822 Single Bed 上 ナナセ:著 アスキー・メディアワークス

英字 6446 0000017574 Spot’s First Easter An original lift-the-flap book
英字 6447 0000060715 teddybear ケータイからあふれたLOVE STORY 2 べあ姫:著 ゴマブックス
英字 6448 0000017483 Ｔｈｅ　Ｂａｌｌｏｏｎ　Ａｎｉｍａｌｓ Ｐａｐａ　Ｍｏｏ:文 ｍｐｉ
英字 6449 0000102301 TVアニメ命言集 彼らが遺した最期の言葉 ブレインナビ:編著 双葉社
英字 6450 0000087650 TVピープル 村上春樹:著 文藝春秋
英字 6451 0000064642 What’s this?
英字 6452 0000017491 Where Is baby’ s Valentine?
英字 6453 0000073049 Y 佐藤正午:〔著〕 角川春樹事務所
英字 6454 0000070821 ΑΩ 小林泰三:著 角川書店
数字 6455 0000151639 0～3才心と脳をすくすく育てる本 最新版 暮らしの実用シリーズ 小西行郎:監修 学研パブリッシング
数字 6456 0000104265 0歳からの子育ての技術 「赤ちゃんとの会話」から「知性を伸ばす遊び方」まで 正高信男:著 ＰＨＰ研究所
数字 6457 0000104505 0歳児のあそびアイデア集 年齢別 年齢別あそびアイデア集 乳幼児教育研究所:編著 チャイルド本社
数字 6458 0000104497 0歳児の保育カリキュラム 年齢別保育カリキュラム ０歳児カリキュラム研究グループ:〔編〕 チャイルド本社
数字 6459 0000104232 1～6歳子どもがかしこく育つしつけと遊び 桜井正孝:監修 成美堂出版
数字 6460 0000097865 １００年予測 世界最強のインテリジェンス企業が示す未来覇権地図 ジョージ・フリードマン:著 早川書房
数字 6461 0000058834 101のひとみ 秋元良平:写真 教育画劇
数字 6462 0000183632 108年の幸せな孤独 キューバ最後の日本人移民、島津三一郎 中野健太:著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
数字 6463 0000102467 10周年記念展 喜多方市美術館
数字 6464 0000120667 10代の子どもが育つ魔法の言葉 ドロシー・ロー・ノルト:著 ＰＨＰ研究所
数字 6465 0000076141 10人の法則 感謝と恩返しと少しの勇気 西田文郎:著 現代書林
数字 6466 0000076414 11時間 お腹の赤ちゃんは「人」ではないのですか 江花優子:著 小学館
数字 6467 0000118943 11の約束 えほん教育基本法 伊藤美好:著 ほるぷ出版
数字 6468 0000068684 125歳まで元気に生きる 体内から若返るアンチエイジング 満尾正:著 小学館
数字 6469 0000079459 13階段 高野和明:著 講談社
数字 6470 0000081901 13歳からのシンプルな生き方哲学 船井幸雄:著 マガジンハウス



一般書等（書名による五十音リスト）

数字 6471 0000144196 １３星座占星術 これからはへびつかい座が加わるぞ！ ２１世紀ブックス マーク矢崎:著 主婦と生活社
数字 6472 0000155432 13万円でマチュピチュ マイレージでお得!感動!!世界遺産めぐり 島田佳代子:文・写真 新紀元社
数字 6473 0000067694 14歳からの原発問題 14歳の世渡り術 雨宮処凛:著 河出書房新社
数字 6474 0000066191 14歳の君へ どう考えどう生きるか 池田晶子:著 毎日新聞社
数字 6475 0000097238 15歳!大地に賭ける 満蒙開拓青少年義勇軍 佐藤和馬:著 全貌社
数字 6476 0000097162 16歳の兵器工場
数字 6477 0000087395 16週 あなたといた幸せな時間 向井亜紀:著 扶桑社
数字 6478 0000191502 1707 宝永地震報告書 内閣府（防災担当）
数字 6479 0000166322 1Q84 a novel BOOK1 村上春樹:著 新潮社
数字 6480 0000193458 1Q84 a novel BOOK2 村上春樹:著 新潮社
数字 6481 0000193656 1Q84 a novel BOOK3 村上春樹:著 新潮社
数字 6482 0000184861 1R(ラウンド)1分34秒 町屋良平:著 新潮社
数字 6483 0000178145 1億人の昭和史② ニ・ニ六事件と日中戦争 毎日新聞社
数字 6484 0000063594 １さいの音がでるえほん 音のでる知育絵本 １０ おおきなおうち江東区白河かもめ保育園:監修 ポプラ社
数字 6485 0000062018 1テーマ5分でわかる世界のニュースの基礎知識 池上彰:著 小学館
数字 6486 0000169540 1日3分見るだけでぐんぐん目がよくなる!ガボール・アイ 平松類:著 SBクリエイティブ
数字 6487 0000070755 2000年の私からの手紙「こんにちは!」
数字 6488 0000107037 2002FIFAワールドカップ大会報告書 ＪＡＷＯＣ
数字 6489 0000158154 2002FIFAワールドカップ大会報告書 写真集 ＪＡＷＯＣ
数字 6490 0000058016 2011.3.11 東日本大震災と建築の記録
数字 6491 0000093633 2022-これから10年、活躍できる人の条件 PHPビジネス新書 206 神田昌典:著 ＰＨＰ研究所
数字 6492 0000102731 20歳からの冠婚葬祭 日本の文化を知るために 日常出版
数字 6493 0000106971 20世紀全記録 Chronik 1900‐1986 講談社
数字 6494 0000107250 20世紀の記録 新聞社が伝えた日本の100年、世界の100年 福島民報社
数字 6495 0000073536 20代の女性に必要な愛の選択 後悔しない20代を生きるために 桜井秀勲:著 ベストセラーズ
数字 6496 0000078840 20代リーダーこうすればうまくいく! 若きリーダーは、どんな視点で、どう行動すればいいのか 志摩竜彦:著 すばる舎
数字 6497 0000168963 21世紀の新しい社会運動とフクシマ 立ち上がった人々の潜勢力 後藤康夫:編著 八朔社
数字 6498 0000119883 21世紀のマニフェスト 日本をどのように変えるか 『世界』編集部:編 岩波書店
数字 6499 0000076364 21世紀は右脳教育が主流になる 子ども達の驚くべきイメージの力 七田真:著 エコー出版
数字 6500 0000113415 21世紀への旅立ち 10代のための心の参考書 内田玲子:著 玄同社
数字 6501 0000102541 3.11 私たちは忘れない
数字 6502 0000057794 3.11ある被災地の記録
数字 6503 0000057695 3.11からの挑戦
数字 6504 0000102533 3.11東日本大震災1か月の記録
数字 6505 0000177014 3・11を心に刻むブックガイド 草谷桂子:著 子どもの未来社
数字 6506 0000062125 30分で流れがわかる図解日本史 ながめるだけで完全マスター 榎本秋:著 新人物往来社
数字 6507 0000067207 32歳ガン漂流エヴォリューション 奥山貴宏:著 牧野出版



一般書等（書名による五十音リスト）

数字 6508 0000067199 33歳ガン漂流ラスト・イグジット 奥山貴宏:著 牧野出版
数字 6509 0000108084 365日のお菓子・おやつ・パン
数字 6510 0000108076 365日のおかず革命
数字 6511 0000150896 365日のお弁当革命
数字 6512 0000151571 3時間熟睡法 眠りのリズムを身につける! 大石健一:著 かんき出版
数字 6513 0000059972 3時間台で完走するマラソン まずはウォーキングから 光文社新書 282 金哲彦:著 光文社
数字 6514 0000103036 3色ボールペンで!かんたん、ちょこっとイラスト帖 坂本奈緒:著 日本文芸社
数字 6515 0000084210 3年と3日の命をありがとう 免疫不全で逝った息子へ 吉川理江:著 マガジンハウス
数字 6516 0000071928 3秒間リラックス ミナ・ハミルトン:著 ディスカヴァー・トゥエンティワン

数字 6517 0000169649 3秒でハッピーになる名言セラピーTHE BEST ひすいこたろう:〔著〕 ディスカヴァー・トゥエンティワン

数字 6518 0000068148 40翼ふたたび 石田衣良:著 講談社
数字 6519 0000108308 ４６１個の弁当は、親父と息子の男の約束。 渡辺俊美:著 マガジンハウス
数字 6520 0000068080 4TEEN 石田衣良:著 新潮社
数字 6521 0000084699 4カ小平の死と中国 呉国光:著 ビジネス社
数字 6522 0000207399 52ヘルツのクジラたち 町田そのこ:著 中央公論新社
数字 6523 0000170530 5分後に驚愕のどんでん返し 5分シリーズ エブリスタ:編 河出書房新社
数字 6524 0000170571 5分間で心にしみるストーリー 5分シリーズ エブリスタ:編 河出書房新社
数字 6525 0000170563 5分後に後味の悪いラスト 5分シリーズ エブリスタ:編 河出書房新社
数字 6526 0000188052 5分後にいい気味なラスト 5分シリーズ エブリスタ:編 河出書房新社
数字 6527 0000170589 5分後に意外な結末 1 学研教育出版
数字 6528 0000170597 5分後に意外な結末 2 学研教育出版
数字 6529 0000170605 5分後に意外な結末 3 学研教育出版
数字 6530 0000170613 5分後に意外な結末 4 学研教育出版
数字 6531 0000170621 5分後に意外な結末 5 学研教育出版
数字 6532 0000188029 5分後に緊迫のラスト 5分シリーズ エブリスタ:編 河出書房新社
数字 6533 0000170548 5分後に戦慄のラスト 5分シリーズ エブリスタ:編 河出書房新社
数字 6534 0000188078 5分後に超ハッピーエンド 5分シリーズ エブリスタ:編 河出書房新社
数字 6535 0000170522 5分後に涙のラスト 5分シリーズ エブリスタ:編 河出書房新社
数字 6536 0000086538 64 横山秀夫:著 文藝春秋
数字 6537 0000074054 6%の明日 もう一度あなたのお母さんになりたい キャシー中島:著 幻冬舎
数字 6538 0000120816 60歳からのボケない熟睡法 青春新書INTELLIGENCE PI-328 西多昌規:著 青春出版社
数字 6539 0000068437 60歳のラブレター 夫から妻へ、妻から夫へ 日本放送出版協会:編 日本放送出版協会
数字 6540 0000068429 60歳のラブレター 夫から妻へ、妻から夫へ 2 ＮＨＫ出版:編 日本放送出版協会
数字 6541 0000067462 65歳からの食卓 元気力は身近な工夫から NHKスペシャル 足立己幸:著 日本放送出版協会
数字 6542 0000012393 ６つの色 とだ　こうしろう 戸田デザイン研究室
数字 6543 0000065706 70歳からのひとり暮らし 楽しくやんちゃに忙しく 遠藤順子:著 祥伝社
数字 6544 0000184390 72年前の記憶 本宮歴史文化サークル 本田印刷



一般書等（書名による五十音リスト）

数字 6545 0000184408 72年前の記憶 本宮歴史文化サークル 本田印刷
数字 6546 0000072116 ８３歳の女子高生球児 ゆうゆうＢＯＯＫＳ 上中別府チエ:著 主婦の友社
数字 6547 0000084574 93番目のキミ 山田悠介:著 文芸社
数字 6548 0000079731 95歳からの勇気ある生き方 日野原重明:著 朝日新聞社
数字 6549 0000077370 9月11日からのラブレター グレッグ・マニング:著 マガジンハウス
数字 6550 0000074245 9つの性格 エニアグラムで見つかる「本当の自分」と最良の人間関係 鈴木秀子:著 ＰＨＰ研究所
記号 6551 0000171140 ’97あだたらサミット 「安達太良山の自然環境と景観を考える」 大玉村
記号 6552 0000193284 ’97あだたらサミット 安達太良山の自然と景観を考える(ファイル)

記号 6553 0000146431 ”ペルー古代アンデス文明研究における日本人の貢献“ 在日ペルー大使館
記号 6554 0000108241 〈一人前料理〉のおいしい便利帳 ひとりぶん超レシピ Seishun super books ラクラク料理研究会:編 青春出版社
記号 6555 0000085779 〈からだ〉の声を聞きなさい あなたの中のスピリチュアルな友人 リズ・ブルボー:著 ハート出版
記号 6556 0000057810 〈原子力事故〉自衛マニュアル “その時”すべきこと、絶対してはいけないこと 青春新書PLAY BOOKS P-923 桜井淳:監修 青春出版社
記号 6557 0000085217 〈新釈〉走れメロス 他四篇 森見登美彦:著 祥伝社
記号 6558 0000057893 〈体験者が明かす〉巨大地震の後に襲ってきたこと! 家の再建・お金・仕事・心…私たちの「暮らし」はこう変わる 別冊宝島Real 066 高嶋哲夫:編 宝島社
記号 6559 0000071944 〈問い〉の問答 同時代禅僧対談 南直哉:著 佼成出版社
記号 6560 0000175828 〈霊媒の話より〉題未定 安部公房初期短編集 安部公房:著 新潮社
記号 6561 0000098046 「～しなさい」と言わない教育 平井雷太:著 日本評論社
記号 6562 0000119248 「1929年大恐慌」の謎 経済学の大家たちは、なぜ解明できなかったのか 関岡正弘:著 ＰＨＰ研究所
記号 6563 0000119446 「1日30分」を続けなさい! 人生勝利の勉強法55 古市幸雄:著 マガジンハウス
記号 6564 0000097725 「愛」なき国 介護の人材が逃げていく ＮＨＫスペシャル取材班:著 阪急コミュニケーションズ

記号 6565 0000079426 「悪」と戦う 高橋源一郎:著 河出書房新社
記号 6566 0000158386 「熱い九月」 議員定数削減・直接請求の記録 高田宗彦 コスモ・アトリエ編集
記号 6567 0000113035 「ありがとう」っていえますか 「小さな親切」作文コンクール

記号 6568 0000082701 「ありがとう」でヤセるヒーリングダイエット はせくらみゆき:著 祥伝社
記号 6569 0000079335 「ありがとう」のしあわせ 守護霊は瞳に宿る MU SUPER MYSTERY BOOKS 太地ミズホ:著 学研
記号 6570 0000103028 「いい家」が欲しい。 松井修三:著 創英社
記号 6571 0000118950 「いい子」に育ててはいけない くだらない話ができる子ほど輝いている 富田富士也:著 ハート出版
記号 6572 0000171538 「いい子」を悩ます強迫性障害 Q&A 富田富士也:著 ハート出版
記号 6573 0000076828 「いい人」をやめると楽になる 敬友録 曽野綾子:著 祥伝社
記号 6574 0000186353 「イスラム国」よ 鎌田實:著 河出書房新社
記号 6575 0000057661 「いのち」を伝える学校講話 3・11を越えて 渡邉正樹:編 教育開発研究所
記号 6576 0000085613 「いまここ」にさとりを選択する生きかた ２１世紀のさとり読本 やまがみてるお:著 ナチュラルスピリット
記号 6577 0000074641 「ウっ」とつまる一言をさらりと切り返す会話術 グループ・ニヒト:著 草思社
記号 6578 0000099721 「エホバの証人」の悲劇 ものみの塔教団の素顔に迫る 林俊宏:著 わらび書房
記号 6579 0000105403 「おくのほそ道」を行く 深川～大垣 鑑賞ポイント55の徹底紀行 朝日ハンディガイド 朝日新聞社:編 朝日新聞社
記号 6580 0000099127 「女川原発」地域とともに 渡部行:著 東洋経済新報社
記号 6581 0000190587 「家系図」と「お屋敷」で読み解く歴代総理大臣 昭和・平成篇 竹内正浩:著 実業之日本社



一般書等（書名による五十音リスト）

記号 6582 0000121301 「体を温める」と病気は必ず治る 石原結実:著 三笠書房
記号 6583 0000122366 「体をゆるめる」と必ず健康になる 心と体が若返る究極のリラクゼーション「ゆる体操」 ビタミン文庫 高岡英夫:著 マキノ出版
記号 6584 0000102400 「木組」でつくる日本の家 むかしといまを未来につなぐ家づくり 百の知恵双書-VISUAL STUDY BOOKS- 016 松井郁夫:著 農山漁村文化協会
記号 6585 0000075101 「北の国から」への手紙 フジテレビ「北の国から」制作スタッフ:編 アスコム
記号 6586 0000168773 「気づき」の幸せ 木村藤子:著 小学館
記号 6587 0000077479 「嫌いな自分」を隠そうとしてはいけない デビー・フォード:著 日本放送出版協会
記号 6588 0000074229 「暮しの手帖」とわたし 大橋鎭子:著 暮しの手帖社
記号 6589 0000114470 「古事記」「日本書紀」総覧 上田正昭:ほか著 新人物往来社
記号 6590 0000191825 「ことば」シリーズ5 言葉に関する問答集2 文化庁
記号 6591 0000108480 「ことば」を調べる考える 新「ことば」シリーズ 13 国立国語研究所:編集 財務省印刷局
記号 6592 0000105205 「桜樹」たちは・・・
記号 6593 0000104752 「桜樹」たちは・・・
記号 6594 0000084756 「サラ川」傑作選 いのいちばん 山藤章二:選 講談社
記号 6595 0000090274 「三国志」運命の合戦 乱世を闘った男たちの生きざまを探る 歴史人物群像 村山孚:監修 ＰＨＰ研究所
記号 6596 0000065763 「しあわせ」のかたち PTSDからの旅立ち 岡田美里:著 講談社
記号 6597 0000121467 「思考」のすごい力 心はいかにして細胞をコントロールするか ブルース・リプトン:著 ＰＨＰ研究所
記号 6598 0000091454 「自治体消滅」論を超えて 岡田知弘:著 自治体研究社
記号 6599 0000097758 「自分の介護」がやってきた 春秋暮らしのライブラリー 羽成幸子:著 春秋社
記号 6600 0000077677 「少年A」この子を生んで…… 父と母悔恨の手記 「少年Ａ」の父母:著 文藝春秋
記号 6601 0000078568 「少年Ａ」この子を生んで…… 父と母悔恨の手記 「少年Ａ」の父母:著 文芸春秋
記号 6602 0000177451 「昭和天皇実録」講義 生涯と時代を読み解く 古川隆久:編 吉川弘文館
記号 6603 0000100248 「そうじ力」であなたが輝く! 幸運を呼びこむカンタンな魔法 舛田光洋:著 総合法令出版
記号 6604 0000186403 「想定外」の罠 大震災と原発 柳田邦男:著 文藝春秋
記号 6605 0000207522 「育ちがいい人」だけが知っていること 諏内えみ:著 ダイヤモンド社
記号 6606 0000097923 「できる社長」だけが知っている数字の読み方 ＰＨＰビジネス新書 ００５ 金児昭:著 ＰＨＰ研究所
記号 6607 0000060574 「テレビリアリティ」の時代 大見崇晴:著 大和書房
記号 6608 0000119719 「テレビを見たら勉強しなさい」 現代の子どもと学校の姿 鈴村悠 至上館
記号 6609 0000078808 「電車男」は誰なのか “ネタ化”するコミュニケーション 鈴木淳史:著 中央公論新社
記号 6610 0000107565 「にがい」がうまい まるごとあじわうゴーヤーの本 中山美鈴:著 農山漁村文化協会
記号 6611 0000151811 「脳にいいこと」だけをやりなさい! 頭のいい人は「脳の使い方」がうまい! マーシー・シャイモフ:著 三笠書房
記号 6612 0000076174 「はとバス」六〇年 昭和、平成の東京を走る 祥伝社新書 208 中野晴行:〔著〕 祥伝社
記号 6613 0000096735 「母の歴史」と「成長の記録」 昭和30年代・田村高校教育実践の記録(1) 菅野　与
記号 6614 0000072587 「ひきこもり」たい気持ち 梶原千遠:著 角川書店
記号 6615 0000076885 「ほどほど」の効用 安心録 曽野綾子:著 祥伝社
記号 6616 0000113183 「本を読む子」は必ず伸びる！ 樋口裕一:著 すばる舎
記号 6617 0000097998 「まじめな親」の子どもが危ない! 三好邦雄:著 飛鳥新社
記号 6618 0000090167 「明治」という国家 司馬遼太郎:著 日本放送出版協会



一般書等（書名による五十音リスト）

記号 6619 0000074591 「明大前」物語 窪島誠一郎:著 筑摩書房
記号 6620 0000081679 「もう一人の私」があらわれるとき 異常心理のカルテから 福西勇夫:著 彩流社
記号 6621 0000183608 「要領がいい」と言われる人の、仕事と勉強を両立させる時間術 佐藤孝幸:著 クロスメディア・パブリッシング

記号 6622 0000158675 「落語家」という生き方 柳家三三、春風亭一之輔、桃月庵白酒、三遊亭兼好、三遊亭白鳥 柳家三三:〔ほか述〕 講談社
記号 6623 0000121368 『地球村』宣言 環境調和社会を目指して 高木善之:著 ビジネス社
記号 6624 0000078188 『坊っちゃん』の時代 凛冽たり近代なお生彩あり明治人 第2部 アクションコミックス 関川夏央:著 双葉社
記号 6625 0000078196 『坊っちゃん』の時代 凛冽たり近代なお生彩あり明治人 第5部 アクションコミックス 関川夏央:著 双葉社


