
新着速報   (団体テキスト一般書) 2021年4月1日 ～ 2022年3月31日  受入分

項番 タイトル 責任表示 出版社 代表請求記号 受入冊数
1 貝に続く場所にて 石沢　麻依 講談社 ﾃ‐913‐ｲｼ 10冊
2 星落ちて、なお 澤田　瞳子 文藝春秋 ﾃ‐914‐ｻﾜ 10冊



団体テキスト一般用図書

項番 タイトル 責任表示 出版社 文庫 代表請求記号 受入冊数

1 アイ・アム・サム クリスティン・ジョンソン 竹書房 ○ ﾃ‐913‐ﾎｿ‐ 15冊

2 愛がみえてますか 野中  邦子 ツルヤ ﾃ‐320‐1‐ 25冊

3 愛でもくらえ ビートたけし 大活字 ﾃ‐779‐ﾋﾞ‐ 15冊

4 愛に生きる 鈴木  鎮一 講談社 ○ ﾃ‐370‐1‐ 20冊

5 愛に生きる 田中　澄江 読売新聞社 ﾃ‐190‐1‐ 18冊

6 愛の毛布　いのち灯すとき 篠山　孝子 銀の鈴社 ﾃ‐914‐ｼﾉ‐ 14冊

7 愛、深き淵より。 星野  富弘 立風書房 ﾃ‐916‐1‐ 24冊

8 愛、見つけた 小林  完吾 二見書房 ﾃ‐916‐2‐ 25冊

9 あ・うん 向田  邦子 文芸春秋 ﾃ‐913‐1‐ 20冊

10 青桐 木崎  さと子 文芸春秋 ﾃ‐913‐2‐ 23冊

11 秋の花火 篠田　節子 文芸春秋 ﾃ‐913‐ｼﾉ‐ 15冊

12 悪霊列伝  〔正〕 永井  路子 毎日新聞社 ﾃ‐913‐3‐ 22冊

13 浅草エノケン一座の嵐 長坂  秀佳 講談社 ﾃ‐913‐4‐ 15冊

14 飛鳥へ、そしてまだ見ぬ子へ 井村  和清 祥伝社 ○ ﾃ‐916‐3‐ 24冊

15 明日はわが身 笹沢  左保 いんなあとりっぷ社 ﾃ‐914‐1‐ 25冊

16 あたらしい憲法のはなし 文部省 永絵夢社出版局 ﾃ‐320‐2‐ 15冊

17 兄のトランク 宮沢  清六 筑摩書房 ﾃ‐913‐5‐ 20冊

18 溢れる春 津島  佑子 新潮社 ﾃ‐913‐6‐ 15冊

19 阿弥陀堂だより 南木  佳士 文芸春秋 ﾃ‐913‐ﾅｷﾞ‐ 15冊

20 あめゆきさんの歌 山崎  朋子 文芸春秋 ﾃ‐360‐1‐ 25冊

21 アメン父 田中  小実昌 河出書房新社 ﾃ‐913‐7‐ 15冊

22 あるがままに 小島  寅雄 三心堂出版社 ﾃ‐914‐ｺｼﾞ‐ 15冊

23 ある歴史の娘 犬養　道子 中央公論社 ﾃ‐914‐2‐ 23冊

24 杏っ子 室生  犀星 新潮社 ○ ﾃ‐913‐8‐ 25冊

25 暗夜遍歴 辻井  喬 新潮社 ﾃ‐913‐9‐ 20冊

26 遺愛集 島  秋人 東京美術 ﾃ‐911‐1‐ 24冊

27 怒りの子 高橋  たか子 講談社 ﾃ‐913‐10‐ 20冊

28 生きる 乙川　優三郎 文芸春秋 ﾃ‐913‐ｵﾄ‐ 15冊

Ｐ　　　1　　　　（　一般　）



団体テキスト一般用図書

項番 タイトル 責任表示 出版社 文庫 代表請求記号 受入冊数

29 石川節子 沢地　久枝 講談社 ﾃ‐913‐11‐ 20冊

30 泉のある家 畑山  博 家の光協会 ﾃ‐913‐12‐ 25冊

31 一絃の琴 宮尾  登美子 講談社 ﾃ‐913‐13‐ 23冊

32 悼む人　上巻 天童　荒太 文芸春秋 ○ ﾃ‐913‐ﾃﾝ-1 15冊

33 悼む人　下巻 天童　荒太 文芸春秋 ○ ﾃ‐913‐ﾃﾝ-2 15冊

34 １Q８４　BOOK１ 村上　春樹 新潮社 ﾃ‐913‐ﾑﾗ‐1 10冊

35 １Q８４　BOOK２ 村上　春樹 新潮社 ﾃ‐913‐ﾑﾗ‐2 10冊

36 １Q８４　BOOK３ 村上　春樹 新潮社 ﾃ‐913‐ﾑﾗ‐3 10冊

37 一日の終わりの詩集 長田　弘 みすず書房 ﾃ‐911‐ｵｻ‐ 15冊

38 逸民 小川  国夫 新潮社 ﾃ‐913‐15‐ 20冊

39 いとし子よ 永井∥隆（１９０８～１９５０） 中央出版社 ○ ﾃ‐915‐1‐ 25冊

40 命 柳　美里 小学館 ﾃ‐910‐ﾕｳ‐ 15冊

41 現在（いま）生きる 川田  竜平 新日本出版社 ﾃ‐916‐ｶﾜ‐ 15冊

42 今を深く生きるために 中野　孝次 海竜社 ﾃ‐914‐3‐ 15冊

43 いま、若いお母さんたちに言いたいこと 田中　澄江 講談社 ﾃ‐370‐2‐ 25冊

44 蕁麻の家 萩原  葉子 新潮社 ﾃ‐913‐16‐ 29冊

45 色のない花 千田  夏光 汐文社 ﾃ‐913‐17‐ 24冊

46 受け月 伊集院　静 文芸春秋 ﾃ‐913‐170‐ 15冊

47 牛久沼のほとり 住井  すゑ 暮しの手帖社 ﾃ‐914‐4‐ 23冊

48 うちの子が、なぜ！ 佐瀬  稔 草思社 ﾃ‐360‐2‐ 15冊

49 美しさと哀しみと 川端　康成 中央公論社 ○ ﾃ‐913‐18‐ 24冊

50 姥ざかり 田辺　聖子 新潮社 ﾃ‐913‐19‐ 24冊

51 湖の琴 水上　勉 角川書店 ﾃ‐913‐ﾐﾅ‐1 18冊

52 裏表忠臣蔵 小林　信彦 新潮社 ﾃ‐913‐20‐ 19冊

53 エデンの園 アーネスト・ヘミングウェイ 集英社 ﾃ‐930‐1‐ 20冊

54 絵本とは何か 松居  直 日本エディタースクール出版部 ﾃ‐010‐1‐ 22冊

55 炎環 永井  路子 文芸春秋 ○ ﾃ‐913‐21‐ 25冊

56 老いたる父と 杉原  美津子 文芸春秋 ﾃ‐916‐4‐ 15冊

Ｐ　　　2　　　　（　一般　）
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項番 タイトル 責任表示 出版社 文庫 代表請求記号 受入冊数

57 老いの才覚 曽野　綾子 ベストセラーズ ○ ﾃ‐913‐ｿﾉ 15冊

58 黄金の樹 黒井  千次 新潮社 ﾃ‐913‐22‐ 15冊

59 王女の涙 大庭  みな子 新潮社 ﾃ‐913‐23‐ 20冊

60 お母さんこうすればわが子はみるみる変わる 山崎  房一 山手書房新社 ﾃ‐370‐3‐ 15冊

61 お母さん、ぼくが生まれてごめんなさい 向野　幾世 産経新聞ニュースサービス ﾃ‐378‐ｺ‐ 15冊

62 お母さん窓あけて 篠山　孝子 銀の鈴社 ﾃ‐914‐ｼﾉ‐ 14冊

63 贈られた眼の記録 曽野　綾子 朝日新聞社 ﾃ‐916‐5‐ 25冊

64 推し、燃ゆ 宇佐美　りん 河出書房新社 ﾃ‐913‐ｳｻ 10冊

65 遅咲きの梅 津村　節子 中央公論社 ﾃ‐913‐24‐ 24冊

66 音しずく 竹下  八千代 大活字 ﾃ‐916‐ﾀｹ‐ 15冊

67 大人のための残酷童話 倉橋　由美子 新潮社 ﾃ‐913‐25‐ 20冊

68 おはなさんの恋 Ｍ・デュバール 有隣堂 ○ ﾃ‐210‐1‐ 15冊

69 おはなしのろうそく  １ 東京子ども図書館 東京子ども図書館 ﾃ‐010‐1‐ 19冊

70 おはなしのろうそく  ２ 東京子ども図書館 東京子ども図書館 ﾃ‐010‐2‐ 19冊

71 おはなしのろうそく  ３ 東京子ども図書館 東京子ども図書館 ﾃ‐010‐3‐ 19冊

72 重い歳月 津村　節子 新潮社 ﾃ‐913‐26‐ 22冊

73 思い出トランプ 向田  邦子 新潮社 ﾃ‐913‐27‐ 22冊

74 おもちゃの旅 加古　里子 ほるぷ総連合・ほるぷ教育開発研究所 ○ ﾃ‐370‐4‐ 25冊

75 おやじの「遺言」 三浦  朱門 ＰＨＰ研究所 ﾃ‐914‐6‐ 25冊

76 親のこころ 木村　耕一 １万年堂出版 ﾃ‐152‐ｷ‐ 15冊

77 おわらない夏 小沢　征良 集英社 ﾃ‐914‐ｵｻﾞ‐ 15冊

78 終わりなき旅 井出　孫六 岩波書店 ﾃ‐360‐3‐ 20冊

79 女が愛に向かいあうとき 永畑  道子 海竜社 ﾃ‐914‐7‐ 20冊

80 女ざかり 丸谷  才一 文芸春秋 ﾃ‐913‐171‐ 15冊

81 女と時間 ダイアナ・シルコックス 三笠書房 ﾃ‐150‐1‐ 15冊

82 女の生き方 樋口  恵子 文化出版局 ﾃ‐150‐2‐ 25冊

83 女らしさ物語 鈴木　健二（１９２９～） 小学館 ﾃ‐150‐3‐ 25冊

84 女六十歳からの現役人生 吉武  輝子 海竜社 ﾃ‐360‐4‐ 15冊

Ｐ　　　3　　　　（　一般　）



団体テキスト一般用図書

項番 タイトル 責任表示 出版社 文庫 代表請求記号 受入冊数

85 女は哀しいものですか 崎村  ゆき子 恒友出版 ﾃ‐916‐6‐ 25冊

86 母ちゃんの黄色いトラック 深貝  裕子 読売新聞社 ﾃ‐916‐7‐ 24冊

87 櫂  上〔巻〕 宮尾  登美子 筑摩書房 ﾃ‐913‐28‐ 19冊

88 櫂  下〔巻〕 宮尾  登美子 筑摩書房 ﾃ‐913‐28‐ 19冊

89 海峡 伊集院　静 新潮社 ﾃ‐913‐162‐ 15冊

90 海峡の光 辻　仁成 新潮社 ﾃ‐913‐ﾂｼﾞ‐ 15冊

91 外食王の飢え 城山  三郎 講談社 ﾃ‐913‐29‐ 25冊

92 貝に続く場所にて 石沢　麻依 講談社 ﾃ‐913‐ｲｼ‐ 10冊

93 還らぬ息子　泉ヘ 朝倉  和泉 中央公論社 ﾃ‐916‐8‐ 24冊

94 帰りこぬ風 三浦　綾子 主婦の友社 ﾃ‐913‐ﾐｳ‐ 10冊

95 鏡の谷 木崎  さと子 新潮社 ﾃ‐913‐30‐ 15冊

96 花下遊楽 佐江  衆一 文芸春秋 ﾃ‐913‐31‐ 15冊

97 蔭桔梗 泡坂  妻夫 新潮社 ﾃ‐913‐32‐ 15冊

98 風の歌を聴け 村上　春樹 講談社 ﾃ‐913‐ﾑﾗ‐ 12冊

99 風の旅 星野  富弘 立風書房 ﾃ‐911‐2‐ 25冊

100 風の盆恋歌 高橋  治（１９２９～　作家） 新潮社 ﾃ‐913‐169‐ 15冊

101 花僧  上 沢田　ふじ子 中央公論社 ﾃ‐913‐34‐ 20冊

102 花僧  下 沢田　ふじ子 中央公論社 ﾃ‐913‐34‐ 19冊

103 家族ゲーム 本間  洋平 集英社 ﾃ‐913‐35‐ 25冊

104 家族の挽歌 竹原  素子 近代文芸社 ﾃ‐913‐36‐ 15冊

105 火宅の人 檀  一雄 新潮社 ﾃ‐913‐37‐ 17冊

106 寂兮寥兮（カタチモナク） 大庭  みな子 河出書房新社 ﾃ‐913‐38‐ 25冊

107 月山 森  敦 河出書房新社 ﾃ‐913‐39‐ 22冊

108 河童・或阿呆の一生 芥川　竜之介 新潮社 ○ ﾃ‐913‐40‐ 25冊

109 家庭という名の収容所そして心の闘い 永山  翔子 ＰＨＰエディターズ・グループ ﾃ‐367‐ﾅ‐ 15冊

110 蟹工船・一九二八年三月十五日 小林  多喜二 旺文社 ○ ﾃ‐913‐41‐ 20冊

111 蟹の縦ばい 吉村  昭 毎日新聞社 ﾃ‐913‐ﾖｼ‐ 12冊

112 かの子撩乱 瀬戸内  晴美 講談社 ○ ﾃ‐913‐42‐ 25冊

Ｐ　　　4　　　　（　一般　）



団体テキスト一般用図書

項番 タイトル 責任表示 出版社 文庫 代表請求記号 受入冊数

113 神無き月十番目の夜 飯嶋  和一 河出書房新社 ﾃ‐913‐ｲｲ‐ 15冊

114 神の汚し忘れた隠れ里 畑山  博 文芸春秋 ﾃ‐913‐43‐ 15冊

115 仮釈放 吉村  昭 新潮社 ﾃ‐913‐44‐ 19冊

116 かんころもちの島で 読売新聞社 ﾃ‐916‐9‐ 24冊

117 寒椿 宮尾  登美子 中央公論社 ﾃ‐913‐45‐ 24冊

118 官僚たちの夏 城山  三郎 新潮社 ﾃ‐913‐46‐ 17冊

119 奇縁まんだら 瀬戸内　寂聴 日本経済新聞出版社 ﾃ‐914‐ｾﾄ‐ 15冊

120 気がつけば騎手の女房 吉永　みち子 草思社 ﾃ‐916‐10‐ 20冊

121 きけわだつみのこえ 日本戦没学生記念会 岩波書店 ﾃ‐916‐ｷｹ‐ 15冊

122 きことわ 朝吹　真理子 新潮社 ﾃ‐913‐ｱｻ 15冊

123 帰山の雁  上 水上　勉 実業之日本社 ﾃ‐913‐47‐ 25冊

124 帰山の雁  下 水上　勉 実業之日本社 ﾃ‐913‐47‐ 25冊

125 奇蹟 中上  健次 朝日新聞社 ﾃ‐913‐48‐ 15冊

126 北の海 井上　靖 中央公論社 ﾃ‐913‐49‐ 24冊

127 キッチン 吉本　ばなな 福武書店 ﾃ‐913‐50‐ 15冊

128 木に会う 高田  宏 新潮社 ﾃ‐914‐8‐ 15冊

129 鬼怒川 有吉  佐和子 新潮社 ﾃ‐913‐51‐ 16冊

130 きぬた 立原  正秋 文芸春秋 ﾃ‐913‐52‐ 17冊

131 絹と武士 ハル・松方・ライシャワー 文芸春秋 ﾃ‐280‐1‐ 20冊

132 きのね  上 宮尾  登美子 朝日新聞社 ﾃ‐913‐53‐ 15冊

133 きのね  下 宮尾  登美子 朝日新聞社 ﾃ‐913‐53‐ 15冊

134 伽羅の香 宮尾　登美子 中央公論社 ﾃ‐913‐54‐ 23冊

135 今日をありがとう 曽野　綾子 徳間書店 ﾃ‐914‐ｿﾉ‐ 15冊

136 狂人日記 色川　武大 福武書店 ﾃ‐913‐55‐ 20冊

137 今日は再び来らず 城山  三郎 講談社 ﾃ‐913‐56‐ 23冊

138 玉人／歳月 宮城谷  昌光 大活字 ﾃ‐913‐ﾐﾔ‐ 15冊

139 吉里吉里人 井上  ひさし 新潮社 ﾃ‐913‐57‐ 25冊

140 切羽へ 井上　荒野 新潮社 ﾃ‐913‐ｲﾉ‐ 15冊
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項番 タイトル 責任表示 出版社 文庫 代表請求記号 受入冊数

141 銀河鉄道の父 門井　慶喜 講談社 ﾃ‐913‐ｶﾄﾞ‐ 10冊

142 銀河鉄道の夜 宮沢　賢治 新潮社 ○ ﾃ‐913‐58‐ 20冊

143 錦繍 宮本　輝 新潮社 ﾃ‐913‐59‐ 25冊

144 空中ブランコ 奥田　英朗 文芸春秋 ﾃ‐913‐ｵｸ‐ 15冊

145 苦役列車 西村　賢太 新潮社 ﾃ‐913‐ﾆｼ 15冊

146 くじけないで 柴田　トヨ 飛鳥新社 ﾃ‐913‐ｼﾊﾞ 15冊

147 グッドラック アレックス・ロビラ ポプラ社 ﾃ‐963‐ﾛﾋﾞ‐ 15冊

148 羆嵐 吉村  昭 新潮社 ﾃ‐913‐60‐ 24冊

149 蔵  上 宮尾  登美子 毎日新聞社 ﾃ‐913‐176‐ 15冊

150 蔵  下 宮尾  登美子 毎日新聞社 ﾃ‐913‐176‐ 15冊

151 グランド・フィナーレ 阿部　和重 講談社 ﾃ‐913‐ｱﾍﾞ‐ 20冊

152 グレイパンサー 越川  礼子 潮出版社 ﾃ‐360‐5‐ 20冊

153 黒い雨 井伏　鱒二 新潮社 ○ ﾃ‐913‐177‐ 15冊

154 黒の回廊 松本　清張 文芸春秋 ﾃ‐913‐61‐ 20冊

155 群青の湖 芝木  好子 講談社 ﾃ‐913‐160‐ 15冊

156 結婚 三浦  哲郎 新潮社 ○ ﾃ‐913‐62‐ 25冊

157 結婚しないかもしれない症候群 谷村  志穂 主婦の友社 ﾃ‐360‐12‐ 15冊

158 結婚の資格 藤原  審爾 新日本出版社 ﾃ‐913‐63‐ 25冊

159 結婚の四季 平岩　弓枝 講談社 ﾃ‐913‐64‐ 22冊

160 血族 山口　瞳 文芸春秋 ﾃ‐913‐65‐ 23冊

161 蹴りたい背中 綿矢　りさ 河出書房新社 ﾃ‐913‐ﾜﾀ‐ 15冊

162 源氏物語ときがたり 村山  リウ 主婦の友社 ﾃ‐913‐66‐ 20冊

163 拳銃と十五の短篇 三浦  哲郎 講談社 ﾃ‐913‐67‐ 21冊

164 現代家族 黒岩　重吾 中央公論社 ﾃ‐913‐68‐ 25冊

165 恋文 連城　三紀彦 新潮社 ○ ﾃ‐913‐69‐ 24冊

166 恋紅 皆川　博子 新潮社 ﾃ‐913‐70‐ 19冊

167 号泣する準備はできていた 江国　香織 新潮社 ﾃ‐913‐ｴｸ‐ 15冊

168 黄落 佐江  衆一 新潮社 ﾃ‐913‐ｻｴ‐ 15冊
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項番 タイトル 責任表示 出版社 文庫 代表請求記号 受入冊数

169 声に出して読みたい日本語 斎藤　孝（１９６０～） 草思社 ﾃ‐809‐ｻｲ‐ 15冊

170 こころ 夏目　漱石 旺文社 ○ ﾃ‐913‐71‐ 17冊

171 こころの旅 神谷  美恵子 日本評論社 ﾃ‐490‐1‐ 15冊

172 五体不満足 乙武　洋匡 講談社 ﾃ‐289‐ｵ‐ 15冊

173 孤独のとなり 三浦　綾子 角川書店 ○ ﾃ‐914‐ﾐｳ‐ 15冊

174 ことしの牡丹はよい牡丹 海老名　香葉子 主婦と生活社 ﾃ‐289‐ｴ‐ 10冊

175 言葉は、女の最高のおしゃれ 鈴木　健二（１９２９～） ごま書房 ﾃ‐810‐1‐ 15冊

176 子どもたちの心の病を治した犬 エリザベス・イェイツ 草思社 ﾃ‐930‐2‐ 15冊

177 子どもと本の世界に生きて アイリーン・コルウェル 日本図書館協会 ﾃ‐010‐3‐ 25冊

178 権現の踊り子 町田　康 講談社 ﾃ‐913‐ﾏﾁ‐ 15冊

179 西行花伝 辻  邦生 新潮社 ﾃ‐913‐184‐ 15冊

180 最後の場所 秋元  康 集英社 ﾃ‐913‐ｱｷ‐ 15冊

181 最後のひと 山本  夏彦 文芸春秋 ﾃ‐914‐9‐ 15冊

182 砂丘が動くように 日野  啓三 中央公論社 ﾃ‐913‐72‐ 20冊

183 桜田門外ノ変 吉村  昭 新潮社 ﾃ‐913‐174‐ 15冊

184 犠牲（サクリファイス） 柳田　邦男 文芸春秋 ﾃ‐916‐ﾔﾅ‐ 15冊

185 さすらう雨のかかし 丸山  健二 文芸春秋 ﾃ‐913‐73‐ 20冊

186 都子聞こえますか 大山  友之 新潮社 ﾃ‐169‐ｵ‐ 15冊

187 聖の青春 大崎　善生 講談社 ﾃ‐796‐ｵ‐ 15冊

188 珊瑚 新田　次郎 新潮社 ﾃ‐913‐74‐ 24冊

189 塩狩峠 三浦　綾子 新潮社 ○ ﾃ‐913‐75‐ 25冊

190 志賀直哉短篇集 志賀  直哉 岩波書店 ﾃ‐913‐76‐ 15冊

191 時雨の記 中里  恒子 文芸春秋 ﾃ‐913‐77‐ 24冊

192 事件 大岡  昇平 新潮社 ﾃ‐913‐78‐ 25冊

193 思春期の子を持つ親の本 俵  萠子 海竜社 ﾃ‐370‐5‐ 15冊

194 下町ロケット 池井戸  潤 小学館 ﾃ‐913‐ｲｹ 15冊

195 死にとうない 堀　和久 新人物往来社 ﾃ‐913‐79‐ 15冊

196 死の棘 島尾  敏雄 新潮社 ﾃ‐913‐80‐ 23冊
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197 「自分の木」の下で 大江　健三郎 朝日新聞社 ﾃ‐914‐ｵｵ‐ 15冊

198 四万十川 笹山  久三 河出書房新社 ﾃ‐913‐81‐ 15冊

199 四万十川  第２部 笹山  久三 河出書房新社 ﾃ‐913‐82‐ 15冊

200 四万十川  第３部 笹山  久三 河出書房新社 ﾃ‐913‐83‐ 15冊

201 四万十川  第４部 笹山  久三 河出書房新社 ﾃ‐913‐84‐ 15冊

202 ジャータカ物語  １ 仏教説話大系編集委員会 鈴木出版 ﾃ‐180‐1‐ 5冊

203 ジャータカ物語  ２ 仏教説話大系編集委員会 鈴木出版 ﾃ‐180‐1‐ 5冊

204 ジャータカ物語  ３ 仏教説話大系編集委員会 鈴木出版 ﾃ‐180‐1‐ 5冊

205 ジャータカ物語  ４ 仏教説話大系編集委員会 鈴木出版 ﾃ‐180‐1‐ 5冊

206 ジャータカ物語  ５ 仏教説話大系編集委員会 鈴木出版 ﾃ‐180‐1‐ 5冊

207 １３カ月と１３週と１３日と満月の夜 アレックス・シアラー 求竜堂 ﾃ‐933‐ｼｱ‐ 15冊

208 十二番目の天使 オグ・マンディーノ 求竜堂 ﾃ‐933‐ﾏﾝ‐ 15冊

209 しょうがない人 原田  宗典 集英社 ﾃ‐913‐175‐ 15冊

210 蕭々館日録 久世　光彦 中央公論新社 ﾃ‐913‐ｸｾﾞ‐ 15冊

211 小説　遠野物語 高山  由紀子 紀尾井書房 ﾃ‐913‐85‐ 25冊

212 少年 大岡  昇平 筑摩書房 ﾃ‐913‐86‐ 19冊

213 食卓のない家  上巻 円地  文子 新潮社 ﾃ‐913‐87‐ 24冊

214 食卓のない家  下巻 円地  文子 新潮社 ﾃ‐913‐87‐ 24冊

215 女性の四季 篠山  孝子 教育出版センター ﾃ‐040‐2‐ 25冊

216 女性の品格 坂東　真理子 ＰＨＰ研究所 ﾃ‐159‐ﾊﾞ‐ 15冊

217 しょっぱいドライブ 大道　珠貴 文芸春秋 ﾃ‐913‐ﾀﾞｲ‐ 15冊

218 白い犬 田中  健次 沖積舎 ﾃ‐913‐88‐ 20冊

219 白き瓶 藤沢　周平 文芸春秋 ﾃ‐913‐89‐ 17冊

220 シングル・セル 増田  みず子 福武書店 ﾃ‐913‐90‐ 20冊

221 人生について、父から学んだ大切なこと。 山谷  えり子 ＰＨＰ研究所 ﾃ‐914‐18‐ 15冊

222 新西洋事情 深田  祐介 北洋社 ﾃ‐915‐2‐ 20冊

223 新潮現代文学  ６０ 新潮社 ﾃ‐913‐14‐ 25冊

224 スティル・ライフ 池沢　夏樹 中央公論社 ﾃ‐913‐91‐ 20冊
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225 聖書 新井  智 日本放送出版協会 ﾃ‐190‐2‐ 21冊

226 聖職の碑 新田　次郎 講談社 ﾃ‐913‐92‐ 22冊

227 生のなかば 中野　孝次 講談社 ﾃ‐913‐93‐ 19冊

228 清貧の思想 中野　孝次 草思社 ﾃ‐914‐20‐ 15冊

229 世界の中心で、愛をさけぶ 片山　恭一 小学館 ﾃ‐913‐ｶﾀ‐ 15冊

230 Ｓｅｐａｒａｔｉｏｎ（セパレイション） 市川　たくじ アルファポリス ﾃ‐913‐ｲﾁ‐ 15冊

231 千利休 土岐  信吉 河出書房新社 ﾃ‐913‐94‐ 15冊

232 そうかもしれない 耕  治人 講談社 ﾃ‐913‐95‐ 20冊

233 漱石の孫 夏目　房之介 実業之日本社 ﾃ‐910‐ﾅﾂ‐ 15冊

234 育てたように子は育つ 相田　みつを 小学館 ﾃ‐370‐ｱ‐ 15冊

235 苔（たい） 綱淵  謙錠 中央公論社 ﾃ‐913‐96‐ 21冊

236 大地の女たち 向井  承子 家の光協会 ﾃ‐913‐97‐ 25冊

237 大地の子  上 山崎  豊子 文芸春秋 ﾃ‐913‐181‐ 15冊

238 大地の子  中 山崎  豊子 文芸春秋 ﾃ‐913‐181‐ 15冊

239 大地の子  下 山崎  豊子 文芸春秋 ﾃ‐913‐181‐ 15冊

240 平将門  １ 海音寺  潮五郎 朝日新聞社 ﾃ‐913‐98‐ 24冊

241 平将門  ２ 海音寺  潮五郎 朝日新聞社 ﾃ‐913‐98‐ 24冊

242 平将門  ３ 海音寺  潮五郎 朝日新聞社 ﾃ‐913‐98‐ 25冊

243 平将門  ４ 海音寺  潮五郎 朝日新聞社 ﾃ‐913‐98‐ 24冊

244 だから、あなたも生きぬいて 大平　光代 講談社 ﾃ‐289‐ｵ‐ 15冊

245 たけくらべ 樋口　一葉 旺文社 ○ ﾃ‐913‐99‐ 25冊

246 竹ノ御所鞠子 杉本  苑子 中央公論社 ﾃ‐913‐168‐ 15冊

247 太宰治小説選 太宰  治 岩波書店 ﾃ‐913‐100‐ 20冊

248 尋ね人の時間 新井  満 文芸春秋 ﾃ‐913‐101‐ 20冊

249 旅路 藤原  てい 読売新聞社 ﾃ‐913‐102‐ 23冊

250 旅の終りに 五木　寛之 サンケイ出版 ﾃ‐913‐103‐ 19冊

251 誰か 宮部　みゆき 実業之日本社 ﾃ‐913‐ﾐﾔ‐ 15冊

252 小さいおうち 中島　京子 文芸春秋 ﾃ‐913‐ﾅｶ- 12冊
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253 ちさ・女の歴史  第１部 早船  ちよ 理論社 ﾃ‐913‐104‐ 25冊

254 ちさ・女の歴史  第２部 早船  ちよ 理論社 ﾃ‐913‐104‐ 25冊

255 ちさ・女の歴史  第３部 早船  ちよ 理論社 ﾃ‐913‐104‐ 2冊

256 ちさ・女の歴史  第４部 早船  ちよ 理論社 ﾃ‐913‐104‐ 2冊

257 ちさ・女の歴史  第５部 早船  ちよ 理論社 ﾃ‐913‐104‐ 2冊

258 ちさ・女の歴史  第６部 早船  ちよ 理論社 ﾃ‐913‐104‐ 2冊

259 父への手紙 窪島  誠一郎 筑摩書房 ﾃ‐916‐11‐ 23冊

260 父たちの言い分 黒井  千次 新潮社 ﾃ‐914‐10‐ 22冊

261 父・丹羽文雄介護の日々 本田  桂子 中央公論社 ﾃ‐916‐ﾎﾝ‐ 15冊

262 卡子（チャーズ） 遠藤  誉 読売新聞社 ﾃ‐916‐12‐ 24冊

263 卡子（チャーズ）  続 遠藤  誉 読売新聞社 ﾃ‐916‐12‐ 20冊

264 チャレンジはおもしろい 金森  トシエ ドメス出版 ﾃ‐360‐13‐ 15冊

265 中陰の花 玄侑宗久 文芸春秋 ﾃ‐913‐ｹﾞﾝ‐ 15冊

266 寵児 津島  佑子 河出書房新社 ﾃ‐913‐105‐ 47冊

267 ちんちん千鳥のなく声は 山口　仲美 大修館書店 ﾃ‐810‐2‐ 15冊

268 月と蟹 道尾　秀介 文芸春秋 ﾃ‐913‐ﾐﾁ 15冊

269 佃島ふたり書房 出久根　達郎 講談社 ﾃ‐913‐172‐ 15冊

270 土 長塚  節 旺文社 ○ ﾃ‐913‐106‐ 20冊

271 土浦のむかし話  第１集 土浦市文化財愛護の会 白石書店 ﾃ‐090‐1‐ 20冊

272 土の中の子供 中村　文則 新潮社 ﾃ‐913‐ﾅｶ‐ 20冊

273 翼は心につけて 関根  庄一 一光社 ﾃ‐916‐13‐ 20冊

274 妻からの贈りもの 石川  弘義 海竜社 ﾃ‐916‐14‐ 20冊

275 妻たちの二・二六事件 沢地　久枝 中央公論社 ○ ﾃ‐913‐107‐ 20冊

276 妻と私 江藤  淳 文芸春秋 ﾃ‐916‐ｴﾄ‐ 15冊

277 積木くずし 穂積　隆信 桐原書店 ﾃ‐916‐ﾎﾂﾞ‐ 26冊

278 罪人なる我等のために 常盤  新平 文芸春秋 ﾃ‐913‐108‐ 15冊

279 冷い夏、熱い夏 吉村  昭 新潮社 ﾃ‐913‐109‐ 15冊

280 深い河（ディープ・リバー） 遠藤　周作 講談社 ﾃ‐913‐173‐ 14冊
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281 手鎖心中 井上  ひさし 文芸春秋 ﾃ‐913‐110‐ 19冊

282 天狗争乱 吉村  昭 朝日新聞社 ﾃ‐913‐179‐ 15冊

283 天使よ海に舞え 山本  道子 新潮社 ﾃ‐913‐111‐ 22冊

284 天地明察 冲方　丁 角川書店 ﾃ‐913‐ｳﾌﾞ 15冊

285 闘 幸田　文 新潮社 ﾃ‐913‐112‐ 25冊

286 東京タワー リリー・フランキー 扶桑社 ﾃ‐913‐ﾘﾘ‐ 20冊

287 東京の戦争 吉村  昭 筑摩書房 ﾃ‐914‐ﾖｼ‐ 15冊

288 同時代を読む 秋山　駿 朝日新聞社 ﾃ‐900‐1‐ 20冊

289 時が滲む朝 楊　逸 文芸春秋 ﾃ‐913‐ﾔﾝ‐ 15冊

290 時の筏 加藤  幸子 新潮社 ﾃ‐913‐113‐ 20冊

291 読書会活動の進め方と具体例 松村一夫 学事出版 ﾃ‐090‐2‐ 15冊

292 読書会のすすめ方 大橋  一二 明治書院 ﾃ‐010‐4‐ 20冊

293 図書館の街　浦安 竹内  紀吉 未来社 ﾃ‐010‐5‐ 19冊

294 となりの芝生 橋田  寿賀子 日本放送出版協会 ﾃ‐913‐114‐ 25冊

295 中空に 岩橋  邦枝 講談社 ﾃ‐913‐115‐ 20冊

296 流れる星は生きている 藤原  てい 青春出版社 ﾃ‐915‐3‐ 16冊

297 夏草の賦 司馬　遼太郎 文芸春秋 ﾃ‐913‐116‐ 22冊

298 夏椿、そして 伊波  敏男 日本放送出版協会 ﾃ‐916‐ｲﾊ‐ 15冊

299 夏の庭 湯本　香樹実 新潮社 ○ ﾃ‐913‐ﾕﾓ‐ 40冊

300 ナナカマドの挽歌 秋庭  ヤエ子 恒友出版 ﾃ‐916‐15‐ 25冊

301 鍋の中 村田  喜代子 文芸春秋 ﾃ‐913‐117‐ 20冊

302 波　ハーフ・ウェイ…… 木崎  さと子 文芸春秋 ﾃ‐913‐118‐ 19冊

303 名もなき道を 高橋  治（１９２９～　作家） 講談社 ﾃ‐913‐119‐ 15冊

304 ナヨロの海へ 森崎　和江 集英社 ﾃ‐916‐16‐ 20冊

305 なんとなく，クリスタル 田中　康夫 河出書房新社 ﾃ‐913‐ﾀﾅ‐ 10冊

306 二十歳の原点 高野  悦子（１９４９～） 新潮社 ﾃ‐915‐4‐ 20冊

307 日本男性論 樋口  恵子 三省堂 ﾃ‐360‐6‐ 20冊

308 日本の名随筆  ３１ 作品社 ﾃ‐914‐5‐ 20冊
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309 女人往生 小栗  純子 人文書院 ﾃ‐180‐2‐ 20冊

310 人間の条件　上巻 五味川　純平 岩波書店 ○ ﾃ‐916‐ｺﾞﾐ-1 15冊

311 人間の条件　中巻 五味川　純平 岩波書店 ○ ﾃ‐916‐ｺﾞﾐ-2 15冊

312 人間の条件　下巻 五味川　純平 岩波書店 ○ ﾃ‐916‐ｺﾞﾐ-3 15冊

313 人間の大地 犬養　道子 中央公論社 ﾃ‐360‐7‐ 24冊

314 猫の客 平出　隆 河出書房新社 ﾃ‐913‐ﾋﾗ‐ 15冊

315 脳死・尊厳死・人権 加賀  乙彦 潮出版社 ﾃ‐914‐19‐ 15冊

316 野菊の墓 伊藤  左千夫 新潮社 ○ ﾃ‐913‐120‐ 16冊

317 野口雨情回想 泉  漾太郎 崙書房 ○ ﾃ‐090‐3‐ 19冊

318 野づらは星あかり 住井  すゑ 新潮社 ﾃ‐913‐121‐ 25冊

319 野の女 永畑  道子 新評論 ﾃ‐360‐8‐ 20冊

320 伸子 宮本  百合子 新潮社 ○ ﾃ‐913‐122‐ 25冊

321 灰谷健次郎の保育園日記 灰谷　健次郎 小学館 ﾃ‐370‐6‐ 20冊

322 破戒 島崎　藤村 新潮社 ○ ﾃ‐913‐123‐ 20冊

323 白蛇抄 水上　勉 集英社 ﾃ‐913‐124‐ 25冊

324 バクの飼主めざして 庄司  薫 講談社 ﾃ‐914‐11‐ 9冊

325 パーク・ライフ 吉田　修一 文芸春秋 ﾃ‐913‐ﾖｼ‐ 15冊

326 橋のない川  第１部 住井  すゑ 新潮社 ﾃ‐913‐125‐ 25冊

327 橋のない川  第２部 住井  すゑ 新潮社 ﾃ‐913‐125‐ 25冊

328 橋のない川  第３部 住井  すゑ 新潮社 ﾃ‐913‐125‐ 11冊

329 橋のない川  第４部 住井  すゑ 新潮社 ﾃ‐913‐125‐ 12冊

330 橋のない川  第５部 住井  すゑ 新潮社 ﾃ‐913‐125‐ 15冊

331 橋のない川  第６部 住井  すゑ 新潮社 ﾃ‐913‐125‐ 12冊

332 橋のない川  第７部 住井  すゑ 新潮社 ﾃ‐913‐125‐ 15冊

333 八月の路上に捨てる 伊藤　たかみ 文芸春秋 ﾃ‐913‐ｲﾄ‐ 20冊

334 八十歳の宣言 住井  すゑ 人文書院 ﾃ‐914‐12‐ 25冊

335 八甲田山死の彷徨 新田　次郎 新潮社 ﾃ‐913‐126‐ 28冊

336 花を運ぶ妹 池沢　夏樹 文芸春秋 ﾃ‐913‐ｲｹ‐ 15冊
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337 花衣ぬぐやまつわる…… 田辺　聖子 集英社 ﾃ‐913‐127‐ 20冊

338 花闇 皆川　博子 中央公論社 ﾃ‐913‐128‐ 25冊

339 母 三浦　綾子 角川書店 ﾃ‐913‐167‐ 15冊

340 母を拭く夜 畑山  博 講談社 ○ ﾃ‐913‐129‐ 22冊

341 母恋い放浪記 西村　滋 主婦の友社 ﾃ‐916‐17‐ 21冊

342 母なる大地 加賀  乙彦 潮出版社 ﾃ‐915‐5‐ 15冊

343 はまなす物語 三浦  哲郎 講談社 ﾃ‐913‐130‐ 25冊

344 遥かなりわが叫び 笹沢  左保 文芸春秋 ﾃ‐913‐131‐ 24冊

345 バルセローナにて 堀田  善衛 集英社 ﾃ‐913‐132‐ 15冊

346 ハルマヘラ・メモリー 池部  良 中央公論社 ﾃ‐913‐ｲｹ‐ 15冊

347 春よ、来い  １ 橋田  寿賀子 日本放送出版協会 ﾃ‐913‐180‐ 15冊

348 春よ、来い  ２ 橋田  寿賀子 日本放送出版協会 ﾃ‐913‐180‐ 15冊

349 春よ、来い  ３ 橋田  寿賀子 日本放送出版協会 ﾃ‐913‐180‐ 15冊

350 春よ、来い  ４ 橋田  寿賀子 日本放送出版協会 ﾃ‐913‐180‐ 15冊

351 清掃夫（バンギイ・カースト）の息子 Ｔ・Ｓ・ピライ 三一書房 ﾃ‐920‐1‐ 20冊

352 ハングリー・セルフ キム・チャーニン 協同出版 ﾃ‐490‐2‐ 15冊

353 光抱く友よ 高樹  のぶ子 新潮社 ﾃ‐913‐133‐ 24冊

354 ひとすじの道  第１部 丸岡  秀子 偕成社 ○ ﾃ‐913‐164‐ 15冊

355 ひとすじの道  第２部 丸岡  秀子 偕成社 ○ ﾃ‐913‐165‐ 15冊

356 ひとすじの道  第３部 丸岡  秀子 偕成社 ○ ﾃ‐913‐166‐ 15冊

357 独りきりの世界 石川  達三 新潮社 ﾃ‐913‐134‐ 25冊

358 火の山にて飛ぶ鳥 芝木  好子 中央公論社 ﾃ‐913‐135‐ 25冊

359 火まつり 中上  健次 文芸春秋 ﾃ‐913‐ﾅｶ‐ 10冊

360 病院で死ぬということ 山崎  章郎 主婦の友社 ﾃ‐490‐3‐ 15冊

361 漂砂のうたう 木内　昇 集英社 ﾃ‐913‐ｷｳ 15冊

362 漂泊者のアリア 古川　薫 文芸春秋 ﾃ‐913‐136‐ 15冊

363 氷紋 渡辺  淳一 講談社 ﾃ‐913‐137‐ 15冊

364 漂流 吉村  昭 新潮社 ﾃ‐913‐138‐ 25冊
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365 広中平祐の家庭教育論 広中  平祐 講談社 ﾃ‐370‐7‐ 24冊

366 風塵抄 司馬　遼太郎 中央公論社 ﾃ‐914‐17‐ 15冊

367 夫婦 橋田  寿賀子 日本放送出版協会 ﾃ‐913‐139‐ 25冊

368 夫婦が試されるとき 上村  達雄 講談社 ﾃ‐916‐21‐ 15冊

369 夫婦の情景 曾野　綾子 新潮社 ﾃ‐913‐ﾂﾉ‐ 12冊

370 ブエノスアイレス午前零時 藤沢　周 河出書房新社 ﾃ‐913‐ﾌｼﾞ‐ 15冊

371 冬の梅 芝木  好子 新潮社 ﾃ‐913‐163‐ 15冊

372 冬の花火 渡辺  淳一 角川書店 ﾃ‐913‐140‐ 25冊

373 震える舌 三木　卓 河出書房新社 ﾃ‐913‐141‐ 21冊

374 分校日記 三好  京三 文芸春秋 ﾃ‐913‐142‐ 24冊

375 蛇にピアス 金原　ひとみ 集英社 ﾃ‐913‐ｶﾈ‐ 15冊

376 蛇のいた場所 日野  啓三 集英社 ﾃ‐916‐18‐ 25冊

377 蛇の歌 石川  淳 集英社 ﾃ‐913‐143‐ 20冊

378 ベンガルの憂愁 大原  富枝 福武書店 ﾃ‐720‐1‐ 20冊

379 毒（ポイズン） 赤川　次郎 集英社 ﾃ‐913‐ｱｶ‐ 11冊

380 北条政子 永井  路子 講談社 ﾃ‐913‐144‐ 23冊

381 ほかならぬ人へ 白石　一文 祥伝社 ﾃ‐913‐ｼﾗ 15冊

382 僕って何 三田  誠広 河出書房新社 ﾃ‐913‐145‐ 25冊

383 星落ちて、なお 澤田　瞳子 文芸春秋 ﾃ‐913‐ｻﾜ‐ 10冊

384 星の衣 高橋  治（１９２９～　作家） 講談社 ﾃ‐913‐183‐ 15冊

385 螢川 宮本　輝 筑摩書房 ﾃ‐913‐146‐ 21冊

386 鉄道員（ぽっぽや） 浅田  次郎 集英社 ﾃ‐913‐ｱｻ‐ 15冊

387 炎の舞い 津村　節子 文芸春秋 ○ ﾃ‐913‐147‐ 22冊

388 マシアス・ギリの失脚 池沢　夏樹 新潮社 ﾃ‐913‐178‐ 15冊

389 マディソン郡の橋 ロバート・ジェームズ・ウォラー 文芸春秋 ﾃ‐930‐3‐ 15冊

390 待てど暮らせど来ぬひとを 近藤  富枝 講談社 ﾃ‐913‐148‐ 20冊

391 窓ぎわのトットちゃん 黒柳  徹子 講談社 ﾃ‐040‐1‐ 26冊

392 真昼の悪魔 遠藤　周作 新潮社 ﾃ‐913‐ｴﾝ‐ 10冊
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393 まほろ駅前多田便利軒 三浦　しおん 文芸春秋 ﾃ‐913‐ﾐｳ‐ 20冊

394 ミカドの淑女（おんな） 林　真理子 新潮社 ﾃ‐913‐149‐ 15冊

395 蜜蜂と遠雷 恩田　陸 幻冬舎 ﾃ‐913‐ｵﾝ‐ 10冊

396 閔妃暗殺 角田  房子 新潮社 ﾃ‐916‐19‐ 20冊

397 無関心な人びと  上 モラーヴィア 岩波書店 ○ ﾃ‐970‐1‐ 15冊

398 無関心な人びと  下 モラーヴィア 岩波書店 ○ ﾃ‐970‐2‐ 15冊

399 麦熟るる日に 中野　孝次 河出書房新社 ﾃ‐913‐150‐ 25冊

400 むしろ女人の性を礼拝せよ 平塚  らいてう 人文書院 ﾃ‐360‐9‐ 25冊

401 迷鳥 岩橋  邦枝 講談社 ﾃ‐913‐151‐ 20冊

402 メロンと鳩 吉村  昭 講談社 ﾃ‐913‐152‐ 26冊

403 盲導犬クイールの一生 石黒　謙吾 文芸春秋 ﾃ‐369‐ｲ‐ 15冊

404 もうひとつの満洲 沢地　久枝 文芸春秋 ﾃ‐916‐20‐ 24冊

405 燃えつきた地図 安部  公房 新潮社 ﾃ‐913‐153‐ 20冊

406 燃えて尽きたし…… 斎藤  茂男 共同通信社 ﾃ‐360‐10‐ 25冊

407
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 ダイヤモンド社 ﾃ‐913‐ｲﾜ 15冊

408 モリー先生との火曜日 ミッチ・アルボム 日本放送出版協会 ﾃ‐936‐ｱﾙ‐ 15冊

409 やまあいの煙 重兼  芳子 文芸春秋 ﾃ‐913‐154‐ 25冊

410 やまない雨はない 倉嶋  厚 文芸春秋 ﾃ‐916‐ｸﾗ‐ 15冊

411 友情 武者小路  実篤 新潮社 ○ ﾃ‐913‐155‐ 21冊

412 誘惑者 高橋  たか子 講談社 ○ ﾃ‐913‐156‐ 25冊

413 豊かさとは何か 暉峻  淑子 岩波書店 ○ ﾃ‐360‐11‐ 15冊

414 夢を釣る 大庭  みな子 講談社 ﾃ‐914‐13‐ 25冊

415 夢のかけ橋 永畑  道子 新評論 ﾃ‐910‐1‐ 20冊

416 夜あけ朝あけ 住井  すゑ 新潮社 ○ ﾃ‐913‐157‐ 16冊

417 吉岡先生のテレビ寺子屋 吉岡  たすく サンケイ出版 ﾃ‐370‐8‐ 24冊

418 芳年冥府彷徨 島村  匠 文芸春秋 ﾃ‐913‐ｼﾏ‐ 15冊

419 夜のピクニック 恩田　陸 新潮社 ﾃ‐913‐ｵﾝ‐ 20冊
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420 四十代の幸福 俵  萠子 海竜社 ﾃ‐914‐14‐ 24冊

421 楽園　上 宮部　みゆき 文芸春秋 ﾃ‐913‐ﾐﾔ‐1 15冊

422 楽園　下 宮部　みゆき 文芸春秋 ﾃ‐913‐ﾐﾔ‐2 15冊

423 落日の宴 吉村  昭 講談社 ﾃ‐913‐182‐ 15冊

424 拉致救出運動の２０００日 荒木  和博 草思社 ﾃ‐391‐ｱ‐ 15冊

425 利休にたずねよ 山本　兼一 ＰＨＰ研究所 ﾃ‐913‐6‐ 15冊

426 臨場 横山　秀夫 光文社 ﾃ‐913‐ﾖｺ‐ 15冊

427 冷静と情熱のあいだ 江国　香織 角川書店 ﾃ‐913‐ｴｸ‐ 15冊

428 冷静と情熱のあいだ 辻　仁成 角川書店 ﾃ‐913‐ﾂｼﾞ‐ 15冊

429 「雨の木（レインツリー）」を聴く女たち 大江　健三郎 新潮社 ﾃ‐913‐158‐ 20冊

430 れくいえむ 郷  静子 文芸春秋 ﾃ‐913‐159‐ 25冊

431 レーナ・マリア レーナ・マリア 小学館 ﾃ‐289‐ｸ‐ 15冊

432 恋愛中毒 山本  文緒 角川書店 ﾃ‐913‐ﾔﾏ‐ 15冊

433 蓮如 五木　寛之 中央公論社 ○ ﾃ‐912‐ｲﾂ‐ 15冊

434 朗読者 ベルンハルト・シュリンク 新潮社 ﾃ‐943‐ｼﾕ‐ 15冊

435 65 日野原　重明 中央法規出版 ﾃ‐914‐ﾋﾉ‐ 15冊

436 六〇〇〇度の愛 鹿島田　真希 新潮社 ﾃ‐913‐ｶｼ‐ 20冊

437 六千人の命のビザ 杉原  幸子 大正出版 ﾃ‐916‐ｽｷﾞ‐ 15冊

438 ワイルド・スワン  上 ユン・チアン 講談社 ﾃ‐930‐4‐ 15冊

439 ワイルド・スワン  下 ユン・チアン 講談社 ﾃ‐930‐4‐ 15冊

440 わが青春に悔いあり 遠藤　周作 角川書店 ○ ﾃ‐914‐15‐ 21冊

441 わが青春のとき 倉本　聰 理論社 ﾃ‐912‐ｸﾗ‐ 10冊

442 わが友サルトル、ボーヴォワール 朝吹  登水子 読売新聞社 ﾃ‐950‐1‐ 15冊

443 わが家の泥んこ教育 郷  静子 講談社 ﾃ‐914‐16‐ 18冊

444 別れてのちの恋歌 高橋  治（１９２９～　作家） 新潮社 ﾃ‐913‐161‐ 15冊

445 忘れてならないもの 田中　澄江 大和書房 ﾃ‐150‐4‐ 16冊

446 忘れ雪 新堂　冬樹 角川書店 ﾃ‐913‐ｼﾝ‐ 15冊
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447 渡辺淳一作品集  １２ 渡辺  淳一 文芸春秋 ﾃ‐913‐33‐ 25冊

　　☆新刊購入本(R3年度)　２タイトル
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