
No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求番号 場所区分

1
平成のデータファイル  その歴史とメモリーの
事典  1989▷1998

加藤 迪男／編 東京堂出版 1999.2 21076/37 一般書庫

2 もうなつかしい平成の年表 清水 義範／著 講談社 2000.5 21076/52 一般書庫

3
the Chronicle ザ・クロニクル戦後日本の70年
9

共同通信社 2015.5 21076/247/9 一般開架

4
the Chronicle ザ・クロニクル戦後日本の70年
10

共同通信社 2015.6 21076/247/10 一般開架

5
the Chronicle ザ・クロニクル戦後日本の70年
11

共同通信社 2015.7 21076/247/11 一般開架

6
the Chronicle ザ・クロニクル戦後日本の70年
12

共同通信社 2015.8 21076/247/12 一般開架

7
the Chronicle ザ・クロニクル戦後日本の70年
13

共同通信社 2015.9 21076/247/13 一般開架

8
the Chronicle ザ・クロニクル戦後日本の70年
14

共同通信社 2015.1 21076/247/14 一般開架

9 平成サラリーマン川柳傑作選    第6感
山藤 章二／ほか
選

講談社 1996.12 91146/1/6 一般書庫

10 平成サラリーマン川柳傑作選    8つ当り
山藤 章二／ほか
選

講談社 1998.12 91146/1/8 一般書庫

11 平成サラリーマン川柳傑作選    9回裏 山藤 章二／選 講談社 1999.12 91146/1/9 一般書庫

12 平成サラリーマン川柳傑作選    10貫目 山藤 章二／選 講談社 2000.12 91146/1/10 一般書庫

No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求番号 場所区分

13 年号の歴史  元号制度の史的研究 所 功／著 雄山閣出版 1989.4 21002/27 一般書庫

14 日本史年表・年号ハンドブック 阿部 猛／編 同成社 2008.9 21003/85 一般開架

15 平成改元
読売新聞政治部
／著

行研出版局 1989.6 21009/12 一般書庫

16 「元号」と戦後日本 鈴木 洋仁／著 青土社 2017.9 2106/515 一般開架

17 ドキュメント新元号平成
毎日新聞政治部
／著

角川書店 1989.5 2109/MA31 書庫ＣＬ

元号とは 所蔵はすべて東部図書館

　　　千葉県立東部図書館　資料紹介コーナー

       “平成”をふりかえる

展示期間:平成31年2月22日～4月18日

“平成”をふりかえる 所蔵はすべて東部図書館

平成31年4月30日の天皇陛下のご退位により、「平成」の元号が幕を閉じます。
皆さんにとって、平成はどのような時代だったでしょうか。
過ぎゆく時代を惜しみつつ、平成に起きた出来事を振り返ってみませんか。
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No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求番号 場所区分

18 記念日の本 瀬戸 信昭／編 日本ヴォーグ社 1988.5 386/KI43 書庫ＣＬ

19 日本人祝いと祀りのしきたり 岩井 宏實／著 青春出版社 2012.3 3861/72 一般開架

20 願ったり、叶ったり  縁起歳時記 三橋 健／著 講談社 1986.2 3861/MI63 書庫ＣＬ

21 「国民の祝日」の由来がわかる小事典 所 功／著 PHP研究所 2003.8 3869/3/ 一般開架

22
衣・食・住の記念日事典  日常の暮らしが楽し
くなる!

加藤 迪男／編
日本地域社会研
究所

2010.8 3869/8 一般開架

23
日本の祝祭日  日の丸・門松・鯉のぼり……
そのルーツと歴史を探る

所 功／著 PHP研究所 1986.3 3869/TO34 書庫ＣＬ

No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求番号 場所区分

24 暦と行事の民俗誌 佐藤 健一郎／著 八坂書房 2001.11 3861/47 一般開架

25 ひらがな暦  三六六日の絵ことば歳時記
おーなり 由子／
絵と文

新潮社 2006.11 3861/56 一般開架

26 暦を知る事典
岡田 芳朗／ほか
著

東京堂出版 2006.5 449/5 一般開架

27 「伝承の知恵」暦を読む 岡田 芳朗／著 三修社 1987.12 L449/O38/ 書庫ＣＬ

28 暦のはなし十二ヵ月 内田 正男／著 雄山閣出版 1991.12 449/U14 書庫ＣＬ

29 暦のからくり  過去から学ぶ人生の道しるべ 岡田 芳朗／著 はまの出版 1999.2 4493/3 一般書庫

30 暦はエレガントな科学  二十四節気と日本人 石原 幸男／著 PHP研究所 2012.1 4493/9 一般開架

31 旧暦読本  現代に生きる「こよみ」の知恵 岡田 芳朗／著 創元社 2006.12 44934/6 一般書庫

32 暦    日本史小百科 広瀬 秀雄／著 東京堂出版 1993.9 44981/4 一般書庫

33 こよみ事典 川口 謙二／著 東京美術 1999.12 44981/9 一般書庫

34 暦のはなし  文学・歴史を読み解くための 藤原 益栄／著 光陽出版社 2002.3 44981/11 一般開架

35 春夏秋冬暦のことば 岡田 芳朗／著 大修館書店 2009.12 44981/14 一般開架

36
日本の暦と和算  図説江戸の暮らしを支えた
先人の知恵!

中村 士／監修 青春出版社 2012.9 44981/15 一般開架

No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求番号 場所区分

37
天皇代替り儀式の歴史的展開  即位儀と大嘗
祭

岩井 忠熊／編 柏書房 1989.8 21009/11 一般書庫

38 図説天皇家のしきたり案内
「皇室の20世紀」
編集部／編

小学館 2011.12 21009/41 一般開架

39 天皇の祈りと宮中祭祀  カラー図説 久能 靖／著 勉誠出版 2013.7 21009/49 一般開架

40 皇室の祭祀と生きて  内掌典57年の日々 高谷 朝子／著 河出書房新社 2017.3 21009/62 一般開架

41 天皇の即位儀礼と神仏 松本 郁代／著 吉川弘文館 2017.8 21009/65 一般開架

42 天皇即位と大嘗祭 林 博章／著
日本地域社会研
究所

2018.1 21009/72/ 一般開架

43 天皇の近代  明治150年・平成30年 御厨 貴／編著 千倉書房 2018.9 2106/534 一般開架

天皇と皇室 所蔵はすべて東部図書館

祝日・記念日 所蔵はすべて東部図書館

所蔵はすべて東部図書館暦の見方
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44 皇位継承 高橋 紘／著 文藝春秋 2018.3 2884/8 一般開架

45 平成の天皇皇后  即位10年結婚40年記念 毎日新聞社／編 毎日新聞社 1999.2 2884/12/ 一般書庫

46
平成皇室のあゆみ  天皇陛下ご即位10年、ご
成婚40年

読売新聞社／編 読売新聞社 1999.2 2884/13 一般書庫

47
知られざる皇室  伝統行事から宮内庁の仕事
まで

久能 靖／著 河出書房新社 2010.1 2884/36 一般書庫

48 皇室の風  宮中取材余話 岩井 克己／著 講談社 2018.7 2884/52 一般開架

49 天皇家全系図 井筒 清次／編著 河出書房新社 2018.9 2884/53 一般開架

50 日本の皇室事典  紳士録から衣食住まで 松崎 敏弥／著 主婦の友社 1988.2 2884/MA92 書庫ＣＬ

51 天皇・皇室を知る事典 小田部 雄次／著 東京堂出版 2007.1 28841/94 一般書庫

52 天皇皇后ご成婚50年  祈りきませり 岩井 克己／監修 朝日新聞出版 2009.3 28841/111 一般開架

53 天皇陛下の本心  25万字の「おことば」を読む 山本 雅人／著 新潮社 2014.11 28841/152 一般開架

54
すてきな美智子さま  美智子さまと紀宮さまの
二人旅

大久保 利美／撮
影

三心堂出版社 1996.12 28844/4 一般書庫

55 皇后陛下美智子さま PHP研究所／編 PHP研究所 1994.1 28844/7 一般書庫

56 皇后美智子さま  還暦記念 毎日新聞社／編 毎日新聞社 1994.12 28844/9 一般書庫

57 美智子さま  還暦記念写真集 朝日新聞社／編 朝日新聞社 1994.1 28844/13 一般開架

58 皇后さまと子どもたち
宮内庁侍従職／
監修

毎日新聞社 2008.1 28844/81 一般開架

59 美智子さまのお着物  写真集 木村 孝／文 朝日新聞出版 2009.1 28844/87 一般開架

60
皇后陛下慈しみ  日本赤十字社名誉総裁とし
てのご活動とお言葉

日本赤十字社 2014.9 28844/110 一般開架

61 美智子さま美しきひと 渡邉 みどり／著
いきいき株式会
社出版局

2014.1 28844/112 一般開架

62 美智子妃 河原 敏明／著 講談社 1987.1 28844/KA92 書庫ＣＬ

63
天皇陛下御作詞 皇后陛下御作曲 歌声の響
（CD付）

鮫島 有美子／歌 朝日新聞出版 2015.11 28848/9 一般開架

64 旅する天皇  平成30年間の旅の記録と秘話 竹内 正浩／著 小学館 2018.1 28848/14 一般開架

No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求番号 場所区分

65 加曽利貝塚  東京湾東岸の大型環状貝塚 村田 六郎太／著 同成社 2013.5 C231/G01-13 郷土開架

66 地図で楽しむすごい千葉
都道府県研究会
／著

洋泉社 2017.8 C2901/5 郷土開架

67 日本遺産北総四都市江戸紀行
日本遺産北総四
都市江戸紀行活
用協議会

2017.3 C293/13 郷土開架

68
市町村合併を考えましょう  ふさのくにステッ
プ・アップ

千葉県 [2005] C318/18 郷土開架

69
千葉県市町村合併史  平成の市町村合併の
記録

千葉県総務部
市町村課／編

千葉県 2010.11 C318/20/10 郷土開架

70
佐原の大祭　「ユネスコ無形文化遺産登録」
「日本遺産指定」記念

佐原アカデミア／
編

言叢社 2017.2 C386/42/ 郷土開架

71
巨大芸術東京湾アクアライン  21世紀への贈
り物

内田 恵之助／著
日刊建設通信新
聞社

1998.6 C5141/2 郷土開架

72
東京湾をつなぐ  次世代技術を育んだ「アクア
ライン」プロジェクトの軌跡

山中 俊治
／構成・AD・絵

太平社 1998.7 C5141/3 郷土開架

所蔵はすべて東部図書館平成の千葉県
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73 第54回全国植樹祭記録誌
第54回全国植樹
祭千葉県実行委
員会／編

千葉県 2004.3 C653/1 郷土開架

74 イクスピアリ公式ガイドブック イクスピアリ 2000.7 C6738/1 郷土開架

75 イラストのこと、キャラクターデザインのこと。 坂崎 千春／著
ビー・エヌ・エヌ新
社

2011.1 6743/52 一般開架

76 新・成田空港開港 酣灯社 2002.5 C687/10 郷土開架

77
回顧と展望  航空科学博物館開館20周年記
念

航空科学振興財
団

2009.7 C687/23 郷土開架

78 東京ディズニーシー 小林 伸一郎／著 講談社 2006.9 C688/21 郷土開架

79 東京ディズニーシー10周年クロニクル
ディズニーファン
編集部／編

講談社 2011.1 C688/30 郷土開架

80
ゆめ半島千葉国体第65回国民体育大会2010
ハンドブック

ゆめ半島千葉国
体実行委員会

2010 C78/24 郷土開架

81
第65回国民体育大会「ゆめ半島千葉国体」報
告書 (CD付）

ゆめ半島千葉国
体実行委員会

2011.3 C78/35 郷土開架

82 千葉ロッテマリーンズ優勝パレード記念誌
千葉ロッテマリー
ンズ優勝パレード
実行委員会

2006.3 C783/9 郷土開架

83 千葉ロッテマリーンズ球団50年史
スリーライト／編
著

スリーライト 1999.1 C783/18 郷土開架

No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求番号 場所区分

84 「西暦2000年問題」の解決策 丹下 忠之／著 創風社 1997.12 0076/84 一般書庫

85
2000年大恐慌  不良債権で弱る日本経済は
2000年問題で壊滅する!?

サイモン・リーヴ
／著

翔泳社 1998.8 0076/118 一般書庫

86 ひとびとの精神史    第8巻　バブル崩壊 苅谷 剛彦／編 岩波書店 2016.5 21076/262/8 一般開架

87 東京スカイツリーと東京タワー 細野 透／著 建築資料研究社 2011.1 21361/101 一般開架

88 気骨  安倍晋三のDNA 野上 忠興／著 講談社 2004.4 2891/ｱｼ8 一般書庫

89
やるっきゃない!  吉武輝子が聞く土井たか子
の人生

土井 たか子／著
パド・ウィメンズ・
オフィス

2009.11 2891/ﾄﾀ4 一般書庫

90 夢がたり  きんさんぎんさんありがとう
鈴木 一七子／写
真・文

志考社 2002.6 2891/ﾅｷ1 一般書庫

91 中村修二劇場
日経BP社
特別編集班／編

日経BP社 2014.11 2891/ﾅｼ19 一般開架

92
夢を持ち続けよう!  ノーベル賞根岸英一のメッ
セージ

根岸 英一／著 共同通信社 2010.12 2891/ﾈｴ1 一般書庫

93
オンリーワンに生きる  野依良治教授・ノーベ
ル賞への道

読売新聞
中部社会部／著

中央公論新社 2002.6 2891/ﾉﾘ1/ 一般書庫

94
富士山世界遺産への道  山麓に生きる人々
の姿を追って

静岡地理
教育研究会／編

古今書院 2000.12 29154/14 一般開架

95 美しい国へ 安倍 晋三／著 文藝春秋 2006.7 3104/41 一般書庫

96
変貌する日本政治  90年代以後「変革の時
代」を読みとく

御厨 貴／編 勁草書房 2009.12 3121/238 一般開架

97
企業・団体のためのマイナンバー制度への実
務対応

影島 広泰／著 清文社 2015.3 3176/44 一般開架

98
いまからスタート マイナンバー制度がだれで
もわかるQ&A・チェックリスト

渡邉 雅之／著 第一法規 2015.1 3176/47 一般開架

99
未来を拓くマイナンバー  制度を使いこなす事
業アイディア

森信 茂樹／編著 中央経済社 2015.1 3176/48 一般開架

出来事・人物 所蔵はすべて東部図書館
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100 裁判員選ばれる前にこの1冊 清原 博／著 自由国民社 2008.12 32767/21 一般開架

101
知りたいトコだけ!つかみ取り「裁判員」の超ツ
ボ!

吉田 繁實／著 青春出版社 2008.12 32767/22 一般開架

102 よくわかる!裁判員制度Q&A 最高裁判所 2006.12 32767/27 一般開架

103
政策の現場から  バブル崩壊後の日本経済・
財政を考える

石 弘光／著 ぎょうせい 2006.5 33210/361 一般開架

104 リーマン・ショック・コンフィデンシャル    上
アンドリュー・ロ
ス・ソーキン／著

早川書房 2010.7 33825/28/1 一般開架

105 リーマン・ショック・コンフィデンシャル    下
アンドリュー・ロ
ス・ソーキン／著

早川書房 2010.7 33825/28/2 一般開架

106 消費税入門の入門 辻 敢／著
税務研究会出版
局

2017.7 34571/11 一般開架

107 育児休業法のすべて 林 弘子／著 有斐閣 1992.9 36638/7 一般書庫

108
架空請求その時どうする?  オレオレ詐欺、振
り込め詐欺、フィッシング詐欺、カードの不正
使用…。身を守るためのQ&A

横山 哲夫／編著 日本経済新聞社 2005.8 3686/64 一般書庫

109
物理屋になりたかったんだよ  ノーベル物理学
賞への軌跡

小柴 昌俊／著 朝日新聞社 2002.12 44012/8 一般書庫

110
生命の未来を変えた男  山中伸弥・iPS細胞革
命

NHKスペシャル取
材班／編著

文藝春秋 2011.8 49111/13 一般書庫

111 素顔の山中伸弥  記者が追った2500日
毎日新聞科学環
境部／著

ナカニシヤ出版 2013.1 49111/17 一般開架

112 東京スカイツリー 平塚 桂／著
ソフトバンククリエ
イティブ

2011.8 52654/2 一般開架

113 東京スカイツリー物語  東京スカイツリー公認 松瀬 学／著 ベストセラーズ 2012.2 52654/3 一般開架

114 誰も知らない東京スカイツリー 根岸 豊明／著 ポプラ社 2015.1 52654/4 一般開架

115 探査機はやぶさ7年の全軌跡 ニュートンプレス 2010.8 5389/55 一般開架

116
小惑星探査機「はやぶさ」の奇跡  挑戦と復活
の2592日

的川 泰宣／著 PHP研究所 2010.1 5389/56 一般書庫

117
はやぶさ、そうまでして君は  生みの親がはじ
めて明かすプロジェクト秘話

川口 淳一郎／著 宝島社 2010.12 5389/59 一般開架

118
私たちの「はやぶさ」  その時管制室で、彼ら
は何を思い、どう動いたか

JAXA／編著 毎日新聞社 2012.1 5389/66 一般開架

119 向井千秋の宇宙と体のおもしろい関係 NHK出版／編
日本放送出版協
会

1995.2 5389/MU24 書庫ＣＬ

120 郵便局民営化計画 原田 淳／著 東洋経済新報社 2001.5 693/2 一般書庫

121 郵政民営化  郵便局はどこへ行く 池田 実／著 現代書館 2001.1 693/4 一般書庫

122 郵政民営化の焦点  「小さな政府」は可能か 野村 健太郎／著 税務経理協会 2007.9 693/6/07 一般開架

123 日本郵政 井手 秀樹／著 東洋経済新報社 2015.4 69306/1 一般開架

124 FUJISAN世界遺産への道 近藤 誠一／著 毎日新聞社 2014.6 709/68 一般開架

125 長野オリンピック騒動記 相川 俊英／著 草思社 1998.1 78069/8 一般書庫

126 長野オリンピック1998
IMS Studio 6／編
集

ベースボール・マ
ガジン社

1998.3 78069/10 一般書庫

127 長野オリンピック公式写真集 桐原書店 1998.3 78069/11 一般書庫

128 歓喜のメダリストたち長野オリンピック'98 朝日新聞社／編 朝日新聞社 1998.3 78069/12 一般書庫

129 日本サッカー協会オフィシャル2002
Jリーグフォト
株式会社／撮影

新潮社 2002.7 78347/58 一般書庫

130 コリア／ジャパンの軌跡
清水 和良／ほか
写真

ネコ・パブリッシン
グ

2002.8 78347/61 一般書庫
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131
W杯サッカーの熱狂と遺産  2002年日韓ワー
ルドカップを巡って

黄 順姫／編 世界思想社 2003.11 78347/73 一般書庫

132 Jリーグ10年の軌跡  1993-2002
ベースボール・マ
ガジン社／編

ベースボール・マ
ガジン社

2003.12 78347/74 一般書庫

133 流れ星たちの長野オリンピック 角皆 優人／著 潮出版社 1998.1 7843/12 一般書庫

134 羽生善治挑戦する勇気 羽生 善治／著 朝日新聞社 2002.12 79602/8 一般開架

135 小泉純一郎最後の賭け 大下 英治／著 河出書房新社 2003.5 9136/ｵｴ8 一般書庫

136 小池百合子の華麗なる挑戦 大下 英治／著 河出書房新社 2008.1 9136/ｵｴ23 一般開架

137
時限爆弾2000  世界大恐慌を引き起こすコン
ピュータ2000年問題

エドワード・ヨード
ン／著

プレンティスホー
ル出版

1998.11 K0/A583 協力保存

No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求番号 場所区分

138 嘘つき男と泣き虫女
アラン・ピーズ／
著

主婦の友社 2003.3 1431/5 一般開架

139 嫌われる勇気 岸見 一郎／著 ダイヤモンド社 2013.12 1461/208 一般開架

140 女性の品格  装いから生き方まで 坂東 眞理子／著 PHP研究所 2008.2 1596/8 一般開架

141 プロジェクトXリーダーたちの言葉 今井 彰／著 文芸春秋 2001.8 28104/138 一般書庫

142 五体不満足 乙武 洋匡／著 講談社 1998.1 2891/ｵﾋ2 一般書庫

143 だから、あなたも生きぬいて 大平 光代／著 講談社 2000.2 2891/ｵﾐ2 一般書庫

144 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 2011.1 2893/ｼｽ3/1 一般開架

145 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 2011.11 2893/ｼｽ3/2 一般開架

146 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 2001.12 304/418 一般書庫

147 バカの壁 養老 孟司／著 新潮社 2003.4 304/488 一般書庫

148 国家の品格 藤原 正彦／著 新潮社 2005.11 304/577 一般開架

149 経済ってそういうことだったのか会議 佐藤 雅彦／著 日本経済新聞社 2000.4 330/10 一般書庫

150 さおだけ屋はなぜ潰れないのか? 山田 真哉／著 光文社 2005.2 3369/174 一般開架

151 盲導犬クイールの一生 石黒 謙吾／文 文芸春秋 2001.4 36927/113 一般書庫

152 生きかた上手 日野原 重明／著 ユーリーグ 2001.12 4904/72 一般書庫

153 話を聞かない男、地図が読めない女
アラン・ピーズ／
著

主婦の友社 2000.4 49137/61 一般書庫

154 「捨てる!」技術 辰巳 渚／著 宝島社 2005.12 5975/4 一般開架

155 ゲゲゲの女房   1 武良 布枝／著 大活字 2010.9 L7261/1/1 一般開架

156 ゲゲゲの女房   2 武良 布枝／著 大活字 2010.9 L7261/1/2 一般開架

157 ゲゲゲの女房   3 武良 布枝／著 大活字 2010.9 L7261/1/3 一般開架

158 君ならできる 小出 義雄／著 幻冬舎 2000.1 C7823/3 郷土開架

159
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 2011.3 78347/108 一般開架

160 声に出して読みたい日本語    1 齋藤 孝／著 草思社 2001.9 8094/19 一般開架

161 声に出して読みたい日本語    2 齋藤 孝／著 草思社 2002.8 8094/19/2 一般開架

話題になった本 所蔵はすべて東部図書館

6 ページ



162 声に出して読みたい日本語    3 齋藤 孝／著 草思社 2004.4 8094/19/3 一般開架

163 声に出して読みたい日本語    4 齋藤 孝／著 草思社 2005.3 8094/19/4 一般開架

164 声に出して読みたい日本語    5 齋藤 孝／著 草思社 2007.5 8094/19/5 一般開架

165 声に出して読みたい日本語    6 齋藤 孝／著 草思社 2010.7 8094/19/6 一般開架

166
これを英語で言えますか?  学校で教えてくれ
ない身近な英単語

講談社インターナ
ショナル株式会社
／編

講談社インターナ
ショナル

1999.1 834/14 一般書庫

167 人麻呂の暗号 藤村 由加／著 新潮社 1989.1 91112/144 一般書庫

168 蒼穹の昴    上 浅田 次郎／著 講談社 1996.4 9136/ｱｼ3/1 一般書庫

169 蒼穹の昴    下 浅田 次郎／著 講談社 1996.4 9136/ｱｼ3/2 一般書庫

170 弟 石原 慎太郎／著 幻冬舎 1996.7 9136/ｲｼ29 一般書庫

171 天才 石原 慎太郎／著 幻冬舎 2016.1 9136/ｲｼ163/0 一般開架

172 いま、会いにゆきます    1 市川 拓司／著 大活字 2005.1 L9136/ｲﾀ2/1 一般開架

173 いま、会いにゆきます    2 市川 拓司／著 大活字 2005.1 L9136/ｲﾀ2/2 一般開架

174 いま、会いにゆきます    3 市川 拓司／著 大活字 2005.1 L9136/ｲﾀ2/3 一般開架

175 蜜蜂と遠雷 恩田 陸／著 幻冬舎 2016.9 9136/ｵﾘ32 一般開架

176 世界の中心で、愛をさけぶ 片山 恭一／著 小学館 2001.4 9136/ｶｷ11 一般書庫

177 精霊流し さだ まさし／著 幻冬舎 2001.9 9136/ｻﾏ18 一般書庫

178 カシオペアの丘で    上 重松 清／著 講談社 2007.5 9136/ｼｷ30/1 一般開架

179 カシオペアの丘で    下 重松 清／著 講談社 2007.5 9136/ｼｷ30/2 一般開架

180 野ブタ。をプロデュース 白岩 玄／著 河出書房新社 2004.11 9136/ｼｹ4 一般書庫

181 少年H    上巻 妹尾 河童／著 講談社 1997.1 9136/ｾｶ1/1 一般書庫

182 少年H    下巻 妹尾 河童／著 講談社 1997.1 9136/ｾｶ1/2 一般書庫

183 流星の絆 東野 圭吾／著 講談社 2008.3 9136/ﾋｹ39 一般開架

184 謎解きはディナーのあとで    1 東川 篤哉／著 小学館 2010.9 9136/ﾋﾄ6 一般開架

185 謎解きはディナーのあとで    2 東川 篤哉／著 小学館 2011.11 9136/ﾋﾄ6/2 一般開架

186 謎解きはディナーのあとで    3 東川 篤哉／著 小学館 2012.12 9136/ﾋﾄ6/3 一般開架

187 永遠の0 百田 尚樹／著 太田出版 2006.8 9136/ﾋﾅ3 一般開架

188 火花 又吉 直樹／著 文藝春秋 2015.3 9136/ﾏﾅ2 一般開架

189 舟を編む 三浦 しをん／著 光文社 2011.9 9136/ﾐｼ46 一般開架

190 1Q84  a novel  BOOK1 村上 春樹／著 新潮社 2009.5 9136/ﾑﾊ36/1 一般開架

191 1Q84  a novel  BOOK2 村上 春樹／著 新潮社 2009.5 9136/ﾑﾊ36/2 一般開架

192 1Q84  a novel  BOOK3 村上 春樹／著 新潮社 2010.4 9136/ﾑﾊ36/3 一般開架

193 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 2013.4 9136/ﾑﾊ50 一般開架

194 半落ち 横山 秀夫／著 講談社 2002.9 9136/ﾖﾋ4 一般書庫

195 東京タワー  オカンとボクと、時々、オトン
リリー・フランキー
／著

扶桑社 2005.6 9136/ﾘ1 一般開架

196 失楽園    上 渡辺 淳一／著 講談社 1997.2 9136/ﾜｼ5/1 一般書庫
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197 失楽園    下 渡辺 淳一／著 講談社 1997.2 9136/ﾜｼ5/2 一般書庫

198 村上海賊の娘    上巻 和田 竜／著 新潮社 2013.1 9136/ﾜﾘ15/1 一般開架

199 村上海賊の娘    下巻 和田 竜／著 新潮社 2013.1 9136/ﾜﾘ15/2 一般開架

200 国境の南、太陽の西 村上 春樹／著 講談社 1992.1 9136/MU43 書庫ＣＬ

201 うたかた    上 渡辺 淳一／著 講談社 1990.7 9136/W46/1 書庫ＣＬ

202 うたかた    下 渡辺 淳一／著 講談社 1990.7 9136/W46/2 書庫ＣＬ

203 大地の子    上 山崎 豊子／著 文芸春秋 1991.1 9136/Y48/1 書庫ＣＬ

204 大地の子    中 山崎 豊子／著 文芸春秋 1991.3 9136/Y48/2 書庫ＣＬ

205 大地の子    下 山崎 豊子／著 文芸春秋 1991.4 9136/Y48/3 書庫ＣＬ

206 キッチン 吉本 ばなな／著 福武書店 1988.1 9136/Y91 書庫ＣＬ

207 大河の一滴 五木 寛之／著 幻冬舎 1998.4 9146/ｲﾋ21 一般書庫

208 生きるヒント 五木 寛之／著 角川書店 2000.6 9146/ｲﾋ24 一般書庫

209 鈍感力 渡辺 淳一／著 集英社 2007.2 9146/ﾜｼ12 一般開架

210 大往生 永 六輔／著 岩波書店 1994.3 9146/E37 書庫ＣＬ

211 もものかんづめ さくら ももこ／著 集英社 1991.3 9146/SA46 書庫ＣＬ

212 「少年A」この子を生んで…
「少年A」の父母
／編

文芸春秋 1999.4 916/ｼ1 一般書庫

213 フォレスト・ガンプ
ウィンストン・グ
ルーム／著

講談社 1994.12 933/G95 書庫ＣＬ

214 チーズはどこへ消えた?
スペンサー・ジョ
ンソン／著

扶桑社 2000.11 9337/ｼｽ2 一般書庫

215 ダ・ヴィンチ・コード    上
ダン・ブラウン／
著

角川書店 2004.5 9337/ﾌﾀ3/1 一般書庫

216 ダ・ヴィンチ・コード    下
ダン・ブラウン／
著

角川書店 2004.5 9337/ﾌﾀ3/2 一般書庫

217 明け方の夢    上
シドニィ・シェルダ
ン／著

アカデミー出版 1992.1 9337/SH14/1 書庫ＣＬ

218 明け方の夢    下
シドニィ・シェルダ
ン／著

アカデミー出版 1992.1 9337/SH14/2 書庫ＣＬ

219 時間の砂    上
シドニィ・シェルダ
ン／著

アカデミー出版
サービス

1989.1 933/SH14/1 書庫ＣＬ

220 時間の砂    下
シドニィ・シェルダ
ン／著

アカデミー出版
サービス

1989.1 933/SH14/2 書庫ＣＬ

221 真夜中は別の顔    上
シドニィ・シェルダ
ン／著

アカデミー出版 1990.11 9337/SH14/1 書庫ＣＬ

222 真夜中は別の顔    下
シドニィ・シェルダ
ン／著

アカデミー出版 1990.11 9337/SH14/2 書庫ＣＬ

223 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 1993.3 9337/W88 書庫ＣＬ

224 本当は恐ろしいグリム童話 桐生 操／著 ベストセラーズ 1998.7 94026/ｸﾔ 一般書庫

225 本当は恐ろしいグリム童話    2 桐生 操／著 ベストセラーズ 1999.3 94026/ｸﾔ4/2 一般書庫

226 本当は恐ろしいグリム童話    Deluxe 桐生 操／著 ベストセラーズ 2005.7 94026/ｸﾔ4/3 一般書庫

227 ソフィーの世界  哲学者からの不思議な手紙
ヨースタイン・ゴル
デル／著

日本放送出版協
会

1995.6 94963/ｺﾖ2 一般書庫

228 電車男 中野 独人／著 新潮社 2004.1 K9/A3139 協力保存
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