
書名 書名カナ 著者名漢字 著者名カナ 巻数

1 ああ言えばこう食う ｱｱ ｲｴﾊﾞ ｺｳ ｸｳ 檀ふみ ﾀﾞﾝ,ﾌﾐ 3

2 愛と死の書 ｱｲ ﾄ ｼ ﾉ ｼｮ 芹沢光治良 ｾﾘｻﾞﾜ,ｺｳｼﾞﾛｳ 2

3 愛のうた恋のうた
ｱｲ ﾉ ｳﾀ ｺｲ ﾉ ｳ
ﾀ

時実新子 ﾄｷｻﾞﾈ,ｼﾝｺ 2

4 愛のごとく ｱｲ ﾉ ｺﾞﾄｸ 渡辺淳一 ﾜﾀﾅﾍﾞ,ｼﾞｭﾝｲﾁ 7

5 青空のルーレット ｱｵｿﾞﾗ ﾉ ﾙｰﾚｯﾄ 辻内智貴 ﾂｼﾞｳﾁ,ﾄﾓｷ 3

6 赤い手袋 ｱｶｲ ﾃﾌﾞｸﾛ 谷村礼三郎 ﾀﾆﾑﾗ,ﾚｲｻﾞﾌﾞﾛｳ 2

7 明石海峡魚景色
ｱｶｼ ｶｲｷｮｳ ｳｵ
ｹﾞｼｷ

鷲尾圭司 ﾜｼｵ,ｹｲｼﾞ 4

8 明石こそわがふるさと
ｱｶｼ ｺｿ ﾜｶﾞ ﾌﾙ
ｻﾄ

神戸新聞明石総
局

ｺｳﾍﾞ ｼﾝﾌﾞﾝ ｱｶｼ ｿ
ｳｷﾖｸ

7

9 明石市史上巻 ｱｶｼ ｼｼ 黒田義隆 ｸﾛﾀﾞ ﾖｼﾀｶ 5

10 明石市史下巻 ｱｶｼｼ 黒田義髙 ｸﾛﾀﾞ,ﾖｼﾀｶ 13

11 明石市史下巻　年表 ｱｶｼｼ 黒田義隆 ｸﾛﾀﾞ,ﾖｼﾀｶ 2

12
あかし市民便利帳［平成１１
年］

ｱｶｼ ｼﾐﾝ ﾍﾞﾝﾘﾁ
ﾖｳ

明石市 ｱｶｼｼ 5

13 赤石のくに ｱｶｼ ﾉ ｸﾆ 川口陽之 ｶﾜｸﾞﾁ,ｷﾖｼ 4

14 あかしのふるさと料理読本
ｱｶｼ ﾉ ﾌﾙｻﾄ ﾘｮ
ｳﾘ ﾄﾞｸﾎﾝ

明石市 ｱｶｼｼ 1

15 あかし昔ばなし ｱｶｼ ﾑｶｼﾊﾞﾅｼ
神戸新聞明石総
局

ｺｳﾍﾞｼﾝﾌﾞﾝ ｱｶｼ ｿ
ｳｷｮｸ

3

16 赤ちゃん語がわかりますか
ｱｶﾁｬﾝｺﾞ ｶﾞ ﾜｶﾘ
ﾏｽｶ

志村洋子 ｼﾑﾗ,ﾖｳｺ 2

17 赤ひげ診療譚 ｱｶﾋｹﾞ ｼﾝﾘｮｳﾀﾝ 山本周五郎 ﾔﾏﾓﾄ,ｼｭｳｺﾞﾛｳ 5

18 明るいほうへ ｱｶﾙｲ ﾎｳ ｴ 金子みすゞ ｶﾈｺ,ﾐｽｽﾞ 1

19 悪の華 ｱｸ ﾉ ﾊﾅ 赤川次郎 ｱｶｶﾞﾜ,ｼﾞﾛｳ 3

20 アクシデント上 ｱｸｼﾃﾞﾝﾄ
ダニエル・ス
ティール

ｽﾃｨｰﾙ,ﾀﾞﾆｴﾙ 5

21 アクシデント下 ｱｸｼﾃﾞﾝﾄ
ダニエル・ス
ティール

ｽﾃｨｰﾙ,ﾀﾞﾆｴﾙ 4
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22 足の裏は語る ｱｼ ﾉ ｳﾗ ﾜ ｶﾀﾙ 平沢弥一郎 ﾋﾗｻﾜ,ﾔｲﾁﾛｳ 3

23 足摺岬・絵本 ｱｼｽﾞﾘﾐｻｷ ｴﾎﾝ 田宮虎彦 ﾀﾐﾔ,ﾄﾗﾋｺ 1

24 明日への帰還 ｱｽ ｴﾉ ｷｶﾝ
ジェイムズ．ブ
リッシュ

ﾌﾞﾘｯｼｭ,ｼﾞｴｲﾑｽﾞ 5

25 明日をうたう ｱｽ ｦ ｳﾀｳ 三浦綾子 ﾐｳﾗ,ｱﾔｺ 4

26 明日はわが身、ボケるが勝ち
ｱｽ ﾜ ﾜｶﾞﾐ ﾎﾞｹﾙ
ｶﾞ ｶﾁ

小熊均 ｵｸﾞﾏ,ﾋﾄｼ 5

27 あなたの精神病予防
ｱﾅﾀ ﾉ ｾｲｼﾝﾋﾞｮ
ｳ ﾖﾎﾞｳ

京都新聞社 ｷｮｳﾄｼﾝﾌﾞﾝｼｬ 1

28 あのころ ｱﾉｺﾛ さくらももこ ｻｸﾗ,ﾓﾓｺ 2

29 あの日あの時 ｱﾉﾋ ｱﾉﾄｷ
兵庫県原爆被害
者の会

ﾋﾖｳｺﾞｹﾝｹﾞﾝﾊﾞｸﾋｶﾞ
ｲｼｬﾉｶｲ

3

30 アホやけど愛しいおひと
ｱﾎﾔｹﾄﾞ ｲﾄｼｲ ｵ
ﾋﾄ

稲垣　峰子 ｲﾅｶﾞｷ,ﾐﾈｺ 5

31 雨はあした晴れるだろう
ｱﾒ ﾜ ｱｼﾀ ﾊﾚﾙ
ﾀﾞﾛｳ

三浦綾子 ﾐｳﾗ,ｱﾔｺ 4

32 あらくれ ｱﾗｸﾚ 徳田秋声 ﾄｸﾀﾞ,ｼｭｳｾｲ 3

33 嵐は金曜日の夜に
ｱﾗｼ ﾜ ｷﾝﾖｳﾋﾞ
ﾉ ﾖﾙ ﾆ

笹沢左保 ｻｻｻﾞﾜ,ｻﾎ 5

34 新たなる航海 ｱﾗﾀﾅﾙ ｺｳｶｲ
サンドラ．マー
シャク

ﾏ-ｼｬｸ,ｻﾝﾄﾞﾗ 6

35 ありがとうございません
ｱﾘｶﾞﾄｳ ｺﾞｻﾞｲﾏ
ｾﾝ

檀ふみ ﾀﾞﾝ,ﾌﾐ 3

36 暗黒の道標 ｱﾝｺｸ ﾉ ﾄﾞｳﾋｮｳ 勝目梓 ｶﾂﾒ,ｱｽﾞｻ 5

37 暗殺の年輪 ｱﾝｻﾂ ﾉ ﾈﾝﾘﾝ 藤沢周平 ﾌｼﾞｻﾜ,ｼｭｳﾍｲ 4

38
あんな作家　こんな作家　ど
んな作家

ｱﾝﾅｻｯｶ ｺﾝﾅｻｯ
ｶ ﾄﾞﾝﾅｻｯｶ

阿川佐和子 ｱｶﾞﾜ,ｻﾜｺ 4

39 アンボス・ムンドス ｱﾝﾎﾞｽ ﾑﾝﾄﾞｽ 桐野夏生 ｷﾘﾉ，ﾅﾂｵ 4

40 安楽死について ｱﾝﾗｸｼ ﾆ ﾂｲﾃ 宮川俊行 ﾐﾔｶﾜ,ﾄｼﾕｷ 3

41 衣のアイディア ｲ ﾉ ｱｲﾃﾞｨｱ 本郷佐智夫 ﾎﾝｺﾞｳ,ｻﾁｵ 1

42 胃の不調 ｲ ﾉ ﾌﾁｮｳ 市岡四象 ｲﾁｵｶ,ｼｼｮｳ 1

43
荒鷲の狙撃手（イーグル・ス
ナイパー）上

ｲｰｸﾞﾙ ｽﾅｲﾊﾟｰ 鳴海章 ﾅﾙﾐ,ｼｮｳ 4
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44
荒鷲の狙撃手（イーグル・ス
ナイパー）下

ｲｰｸﾞﾙ ｽﾅｲﾊﾟｰ 鳴海章 ﾅﾙﾐ,ｼｮｳ 4

45 イーハトーブの幽霊
ｲｰﾊﾄｰﾌﾞ ﾉ ﾕｳﾚ
ｲ

内田康夫 ｳﾁﾀﾞ,ﾔｽｵ 4

46 家にいるのが何より好き
ｲｴ ﾆ ｲﾙﾉｶﾞ ﾅﾆ
ﾖﾘ ｽｷ

岸本葉子 ｷｼﾓﾄ,ﾖｳｺ 3

47 家の中のダニ ｲｴ ﾉ ﾅｶ ﾉ ﾀﾞﾆ 森谷清樹 ﾓﾘﾔ,ｷﾖｷ 2

48 以下、無用のことながら
ｲｶ ﾑﾖｳ ﾉ ｺﾄ ﾅ
ｶﾞﾗ

司馬遼太郎 ｼﾊﾞ,ﾘｮｳﾀﾛｳ 6

49 生きている二・二六 ｲｷﾃｲﾙ ﾆ ﾆﾛｸ 池田俊彦 ｲｹﾀﾞ,ﾄｼﾋｺ 4

50 生きる ｲｷﾙ 乙川優三郎 ｵﾄｶﾜ,ﾕｳｻﾞﾌﾞﾛｳ 4

51 生きるヒント ｲｷﾙ ﾋﾝﾄ 五木寛之 ｲﾂｷ,ﾋﾛﾕｷ 2

52 生きるヒント2 ｲｷﾙ ﾋﾝﾄ 五木寛之 ｲﾂｷ,ﾋﾛﾕｷ 2

53 生きるヒント3 ｲｷﾙ ﾋﾝﾄ 五木寛之 ｲﾂｷ,ﾋﾛﾕｷ 3

54 生きるヒント4 ｲｷﾙ ﾋﾝﾄ 五木寛之 ｲﾂｷ,ﾋﾛﾕｷ 3

55 生きるヒント5 ｲｷﾙ ﾋﾝﾄ 五木寛之 ｲﾂｷ,ﾋﾛﾕｷ 3

56 異国へ嫁した姫君たち
ｲｺｸ ｴ ｶｼﾀ ﾋﾒｷﾞ
ﾐ ﾀﾁ

マイケル・ケント公
妃マリー・クリスチー
ヌ

ｸﾘｽﾁｰﾇ,ﾏﾘｰ 9

57 石宝殿（いしのほうでん） ｲｼ ﾉ ﾎｳﾃﾞﾝ 間壁忠彦 ﾏｶﾍﾞ,ﾀﾀﾞﾋｺ 4

58 石原家の人びと ｲｼﾊﾗｹ ﾉ ﾋﾄﾋﾞﾄ 石原良純 ｲｼﾊﾗ,ﾖｼｽﾞﾐ 2

59
医者がすすめる赤ワイン・グ
ルメ健康法

ｲｼｬ ｶﾞ ｽｽﾒﾙ ｱｶ
ﾜｲﾝ ｸﾞﾙﾒ ｹﾝｺｳﾎ
ｳ

中原英臣 ﾅｶﾊﾗ,ﾋﾃﾞｵﾐ 3

60 維新風雲回顧録
ｲｼﾝ ﾌｳｳﾝ ｶｲｺ
ﾛｸ

田中光顕 ﾀﾅｶ,ﾐﾂｱｷ 4

61 一角獣秘宝伝上
ｲｯｶｸｼﾞｭｳ ﾋﾎｳ
ﾃﾞﾝ

横溝美晶 ﾖｺﾐｿﾞ,ﾖｼｱｷ 6

62 一角獣秘宝伝中
ｲｯｶｸｼﾞｭｳ ﾋﾎｳ
ﾃﾞﾝ

横溝美晶 ﾖｺﾐｿﾞ,ﾖｼｱｷ 6

63 一角獣秘宝伝下
ｲｯｶｸｼﾞｭｳ ﾋﾎｳ
ﾃﾞﾝ

横溝美晶 ﾖｺﾐｿﾞ,ﾖｼｱｷ 6

64 一瞬の太刀 ｲｯｼｭﾝ ﾉ ﾀﾁ 津本陽 ﾂﾓﾄ,ﾖｳ 4

65
いつのまにか私（わたし）も
「婆あ」

ｲﾂﾉﾏﾆｶ ﾜﾀｼ ﾓ
ﾊﾞﾊﾞｱ

門野晴子 ｶﾄﾞﾉ,ﾊﾙｺ 3
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66
一発合格!アロマテラピー検
定1級・2級テキスト&問題集

ｲｯﾊﾟﾂ ｺﾞｳｶｸ ｱﾛﾏﾃ
ﾗﾋﾟｰ ｹﾝﾃｲ ｲｯｷｭｳ
ﾆｷｭｳ ﾃｷｽﾄ ｱﾝﾄﾞ ﾓ
ﾝﾀﾞｲｼｭｳ

木田順子 ｷﾀﾞ,ｼﾞｭﾝｺ 7

67
一発合格!国内旅行業務取扱
管理者試験テキスト&問題集

ｲｯﾊﾟﾂ ｺﾞｳｶｸ ｺｸﾅｲ
ﾘｮｺｳ ｷﾞｮｳﾑ ﾄﾘｱﾂｶ
ｲ ｶﾝﾘｼｬ ｼｹﾝ ﾃｷｽ
ﾄ ｱﾝﾄﾞ ﾓﾝﾀﾞｲｼｭｳ

児山寛子 ｺﾔﾏ,ﾋﾛｺ 7

68 一平かの子 ｲｯﾍﾟｲ ｶﾉｺ 岡本太郎 ｵｶﾓﾄ,ﾀﾛｳ 3

69 イヌはなぜ人間になつくのか
ｲﾇ ﾜ ﾅｾﾞ ﾆﾝｹﾞﾝ
ﾆ ﾅﾂｸﾉｶ

沼田陽一 ﾇﾏﾀ ﾖｳｲﾁ 3

70 いのちの器 ｲﾉﾁ ﾉ ｳﾂﾜ 日野原重明 ﾋﾉﾊﾗ,ｼｹﾞｱｷ 3

71 祈ること ｲﾉﾙｺﾄ 瀬戸内寂聴 ｾﾄｳﾁ,ｼﾞｬｸﾁｮｳ 5

72 茨木のり子詩集
ｲﾊﾞﾗｷﾞ ﾉﾘｺ ｼｼｭ
ｳ

茨木のり子 ｲﾊﾞﾗｷﾞ,ﾉﾘｺ 3

73 いやでもわかる金融
ｲﾔ ﾃﾞﾓ ﾜｶﾙ ｷﾝ
ﾕｳ

日本経済新聞社
ﾆﾎﾝ ｹｲｻﾞｲ ｼﾝﾌﾞﾝ
ｼｬ

5

74 淫風列島 ｲﾝﾌﾟｳ ﾚｯﾄｳ 広山義慶 ﾋﾛﾔﾏ,ｷﾞｹｲ 6

75 ヴァルカン ｳﾞｧﾙｶﾝ
キャスリーン．ス
カイ

ｽｶｲ,ｷｬｽﾘｰﾝ 4

76 呪医（ウイッチ・ドクター） ｳｲｯﾁ ﾄﾞｸﾀ- 西村寿行 ﾆｼﾑﾗ,ｼﾞｭｺｳ 5

77 ウォームハートコールドボディ
ｳｫｰﾑ ﾊｰﾄ ｺｰﾙ
ﾄﾞ ﾎﾞﾃﾞｨ

大沢在昌 ｵｵｻﾜ,ｱﾘﾏｻ 7

78 ウオッチャー ｳｵｯﾁｬｰ 草上仁 ｸｻｶﾞﾐ,ｼﾞﾝ 4

79 疑わしきは罰せよ
ｳﾀｶﾞﾜｼｷ ﾜ ﾊﾞｯ
ｾﾖ

和久峻三 ﾜｸ,ｼｭﾝｿﾞｳ 4

80 宇宙と大地 ｳﾁｭｳ ﾄ ﾀﾞｲﾁ 秋山豊寛 ｱｷﾔﾏ,ﾄﾖﾋﾛ 3

81 運命の足音 ｳﾝﾒｲ ﾉ ｱｼｵﾄ 五木寛之 ｲﾂｷ,ﾋﾛﾕｷ 3

82 栄光の艦隊・超戦艦「武蔵」1
ｴｲｺｳ ﾉ ｶﾝﾀｲ
ﾁｮｳ ｾﾝｶﾝ ﾑｻｼ

谷恒生 ﾀﾆ,ｺｳｾｲ 5

83 栄光の艦隊・超戦艦「武蔵」2
ｴｲｺｳ ﾉ ｶﾝﾀｲ
ﾁｮｳ ｾﾝｶﾝ ﾑｻｼ

谷恒生 ﾀﾆ,ｺｳｾｲ 4

84 栄光の艦隊・超戦艦「武蔵」3
ｴｲｺｳ ﾉ ｶﾝﾀｲ
ﾁｮｳ ｾﾝｶﾝ ﾑｻｼ

谷恒生 ﾀﾆ,ｺｳｾｲ 4

85 栄光の艦隊・超戦艦「武蔵」4
ｴｲｺｳ ﾉ ｶﾝﾀｲ
ﾁｮｳ ｾﾝｶﾝ ﾑｻｼ

谷恒生 ﾀﾆ,ｺｳｾｲ 4

86 栄光の旅路上 ｴｲｺｳ ﾉ ﾀﾋﾞｼﾞ Ｊ・Ｍ・ディラード ﾃﾞｨﾗｰﾄﾞ･J･M 6
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87 栄光の旅路下 ｴｲｺｳ ﾉ ﾀﾋﾞｼﾞ Ｊ．Ｍ．ディラード ﾃﾞｨﾗｰﾄﾞ,J.M. 6

88 ＮＨＫポケット園芸
ｴﾇｴｲﾁｹｲ ﾎﾟｹｯ
ﾄ ｴﾝｹﾞｲ

江尻光一 ｴｼﾞﾘ,ｺｳｲﾁ 2

89 婉という女
ｴﾝ ﾄ ｲｳ ｵﾝﾅ ｾ
ｲｻｲ

大原富枝 ｵｵﾊﾗ,ﾄﾐｴ 5

90
演歌大全集カラオケヒット１２
００曲・総目録

ｴﾝｶ ﾀﾞｲ ｾﾞﾝｼｭｳ ｶ
ﾗｵｹ ﾋｯﾄ ｾﾝﾆﾋｬｸ
ｷｮｸ

1

91
演歌大全集　カラオケヒット１
２００曲

ｴﾝｶ ﾀﾞｲｾﾞﾝｼｭｳ ｶ
ﾗｵｹ ﾋｯﾄ ｾﾝﾆﾋｬｯ
ｷｮｸ

スカイラーク社 ｽｶｲﾗ-ｸｼｬ 6

92 エンタープライズの反乱
ｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞ ﾉ
ﾊﾝﾗﾝ

ロバート・Ｅ・
ヴァーデマン

ｳﾞｧｰﾃﾞﾏﾝ,ﾛﾊﾞｰﾄ･E 6

93 老いをたのしむ暮らし上手
ｵｲ ｵ ﾀﾉｼﾑ ｸﾗｼ
ｼﾞｮｳｽﾞ

吉沢久子 ﾖｼｻﾞﾜ,ﾋｻｺ 2

94 老いの才覚 ｵｲ ﾉ ｻｲｶｸ 曽野綾子 ｿﾉ,ｱﾔｺ 2

95 老いの人間学 ｵｲ ﾉ ﾆﾝｹﾞﾝｶﾞｸ 村田忠良 ﾑﾗﾀ,ﾀﾀﾞﾖｼ 2

96 老いの道づれ ｵｲ ﾉ ﾐﾁｽﾞﾚ 沢村貞子 ｻﾜﾑﾗ,ｻﾀﾞｺ 2

97 黄金宮1 ｵｳｺﾞﾝ ｷｭｳ 夢枕獏 ﾕﾒﾏｸﾗ,ﾊﾞｸ 4

98 黄金宮2 ｵｳｺﾞﾝ ｷｭｳ 夢枕獏 ﾕﾒﾏｸﾗ,ﾊﾞｸ 4

99 黄金宮3 ｵｳｺﾞﾝ ｷｭｳ 夢枕獏 ﾕﾒﾏｸﾗ,ﾊﾞｸ 4

100 黄金宮4 ｵｳｺﾞﾝ ｷｭｳ 夢枕獏 ﾕﾒﾏｸﾗ,ﾊﾞｸ 4

101 大江戸テクノロジー事情
ｵｵｴﾄﾞ ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ
ｼﾞｼﾞｮｳ

石川英輔 ｲｼｶﾜ,ｴｲｽｹ 4

102 大阪弁ちゃらんぽらん
ｵｵｻｶﾍﾞﾝ ﾁｬﾗﾝ
ﾎﾟﾗﾝ

田辺聖子 ﾀﾅﾍﾞ,ｾｲｺ 2

103 軌道傭兵1
ｵｰﾋﾞｯﾄ ｺﾏﾝﾄﾞ ｷ
ﾄﾞｳ ﾖｳﾍｲ

谷甲州 ﾀﾆ,ｺｳｼｭｳ 6

104 軌道傭兵2
ｵｰﾋﾞｯﾄ ｺﾏﾝﾄﾞ ｷ
ﾄﾞｳ ﾖｳﾍｲ

谷甲州 ﾀﾆ,ｺｳｼｭｳ 5

105 軌道傭兵3
ｵｰﾋﾞｯﾄ ｺﾏﾝﾄﾞ ｷ
ﾄﾞｳ ﾖｳﾍｲ

谷甲州 ﾀﾆ,ｺｳｼｭｳ 5

106 軌道傭兵4
ｵｰﾋﾞｯﾄ ｺﾏﾝﾄﾞ ｷ
ﾄﾞｳ ﾖｳﾍｲ

谷甲州 ﾀﾆ,ｺｳｼｭｳ 5

107 軌道傭兵5
ｵｰﾋﾞｯﾄ ｺﾏﾝﾄﾞ ｷ
ﾄﾞｳ ﾖｳﾍｲ

谷甲州 ﾀﾆ,ｺｳｼｭｳ 6

108 極光（オーロラ）の艦隊1 ｵｰﾛﾗ ﾉ ｶﾝﾀｲ 志茂田景樹 ｼﾓﾀﾞ,ｶｹﾞｷ 4

5
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109 極光（オーロラ）の艦隊2 ｵｰﾛﾗ ﾉ ｶﾝﾀｲ 志茂田景樹 ｼﾓﾀﾞ,ｶｹﾞｷ 4

110 極光（オーロラ）の艦隊3 ｵｰﾛﾗ ﾉ ｶﾝﾀｲ 志茂田景樹 ｼﾓﾀﾞ,ｶｹﾞｷ 4

111 極光（オーロラ）の艦隊4 ｵｰﾛﾗ ﾉ ｶﾝﾀｲ 志茂田景樹 ｼﾓﾀﾞ,ｶｹﾞｷ 4

112 極光（オーロラ）の艦隊5 ｵｰﾛﾗ ﾉ ｶﾝﾀｲ 志茂田景樹 ｼﾓﾀﾞ,ｶｹﾞｷ 5

113
お金のつくり方・集め方ありと
あらゆる法

ｵｶﾈ ﾉ ﾂｸﾘｶﾀ ｱﾂ
ﾒｶﾀ ｱﾘﾄ ｱﾗﾕﾙ ﾎ
ｳ

坂井清昭 ｻｶｲ,ｷﾖｱｷ 2

114 贈りもの ｵｸﾘﾓﾉ
ダニエル・ス
ティール

ｽﾃｨｰﾙ,ﾀﾞﾆｴﾙ 5

115 おこしやす ｵｺｼﾔｽ 田口八重 ﾀｸﾞﾁ,ﾔｴ 2

116 お酒のサイエンス ｵｻｹ ﾉ ｻｲｴﾝｽ 石井裕正 ｲｼｲ,ﾋﾛﾏｻ 2

117 織田有楽斎 ｵﾀﾞ ｳﾗｸｻｲ 堀和久 ﾎﾘ,ｶｽﾞﾋｻ 8

118 音景色 ｵﾄ ｹｼｷ 村上八千代 ﾑﾗｶﾐ,ﾔﾁﾖ 2

119 音に生きる ｵﾄ ﾆ ｲｷﾙ 千葉潤之介 ﾁﾊﾞ,ｼﾞｭﾝﾉｽｹ 4

120
江戸しぐれ
男と女

ｴﾄﾞ ｼｸﾞﾚ
ｵﾄｺ ﾄ ｵﾝﾅ

長谷川伸 ﾊｾｶﾞﾜ,ｼﾝ 4

121 男の系譜 ｵﾄｺ ﾉ ｹｲﾌ 池波正太郎 ｲｹﾅﾐ,ｼｮｳﾀﾛｳ 7

122 乙武レポート ｵﾄﾀｹ ﾚﾎﾟｰﾄ 乙武洋匡 ｵﾄﾀｹ,ﾋﾛﾀﾀﾞ 3

123 鬼子上 ｵﾆｺﾞ 新堂冬樹 ｼﾝﾄﾞｳ,ﾌﾕｷ 6

124 鬼子下 ｵﾆｺﾞ 新堂冬樹 ｼﾝﾄﾞｳ,ﾌﾕｷ 6

125 オメガの栄光 ｵﾒｶﾞ ﾉ ｴｲｺｳ
ジェイムズ．ブ
リッシュ

ﾌﾞﾘｯｼｭ,ｼﾞｪｲﾑｽﾞ 6

126 面白南極料理人
ｵﾓｼﾛ ﾅﾝｷｮｸ ﾘｮ
ｳﾘﾆﾝ

西村淳 ﾆｼﾑﾗ ｼﾞｭﾝ 5

127 親が知らなかった子の愛し方
ｵﾔ ｶﾞ ｼﾗﾅｶｯﾀ
ｺ ﾉ ｱｲｼｶﾀ

佐木隆三 ｻｷ,ﾘｭｳｿﾞｳ 3

128 音楽を愛する人に
ｵﾝｶﾞｸ ｵ ｱｲｽﾙ
ﾋﾄ ﾆ

芥川也寸志 ｱｸﾀｶﾞﾜ,ﾔｽｼ 3

129 女を賭ける街 ｵﾝﾅ ｵ ｶｹﾙ ﾏﾁ 広山義慶 ﾋﾛﾔﾏ,ｷﾞｹｲ 4

130 女の家庭 ｵﾝﾅ ﾉ ｶﾃｲ 平岩弓枝 ﾋﾗｲﾜ,ﾕﾐｴ 4
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131 女のからだ面白雑学事典
ｵﾝﾅ ﾉ ｶﾗﾀﾞ ｵﾓ
ｼﾛ ｻﾞﾂｶﾞｸ ｼﾞﾃﾝ

大阪　毎日新聞
社

ﾏｲﾆﾁｼﾝﾌﾞﾝｼｬ 4

132 櫂 ｶｲ 宮尾登美子 ﾐﾔｵ,ﾄﾐｺ 9

133 海外旅行はこれでＯＫ
ｶｲｶﾞｲ ﾘｮｺｳ ﾜ ｺ
ﾚﾃﾞ ｵ-ｹｲ

大森みつえ ｵｵﾓﾘ,ﾐﾂｴ 3

134 介護福祉士になるには
ｶｲｺﾞ ﾌｸｼｼ ﾆ ﾅ
ﾙﾆﾜ

大橋謙策 ｵｵﾊｼ,ｹﾝｻｸ 3

135 介護保険がわかる１２章
ｶｲｺﾞ ﾎｹﾝ ｶﾞ ﾜｶ
ﾙ ｼﾞｭｳﾆｼｮｳ

村沢勇 ﾑﾗｻﾜ,ｲｻﾑ 5

136 介護保険の教室
ｶｲｺﾞ ﾎｹﾝ ﾉ ｷｮ
ｳｼﾂ

岡本祐三 ｵｶﾓﾄ,ﾕｳｿﾞｳ 4

137 介助犬シンシア ｶｲｼﾞｮｹﾝ ｼﾝｼｱ 木村佳友 ｷﾑﾗ,ﾖｼﾄﾓ 3

138 怪談の科学 ｶｲﾀﾞﾝ ﾉ ｶｶﾞｸ 中村希明 ﾅｶﾑﾗ,ﾏﾚｱｷ 3

139 戒名 ｶｲﾐｮｳ 島田裕巳 ｼﾏﾀﾞ,ﾋﾛﾐ 4

140 かかし長屋 ｶｶｼ ﾅｶﾞﾔ 半村良 ﾊﾝﾑﾗ,ﾘｮｳ 5

141 核の冬 ｶｸ ﾉ ﾌﾕ カール・セーガン ｾｰｶﾞﾝ,ｶｰﾙ 4

142 核弾頭ヴォーテックス上
ｶｸﾀﾞﾝﾄｳ ｳﾞｫｰ
ﾃｯｸｽ

ラリー，ボンド ﾎﾞﾝﾄﾞ,ﾗﾘｰ 16

143 核弾頭ヴォーテックス下
ｶｸﾀﾞﾝﾄｳ ｳﾞｫｰ
ﾃｯｸｽ

ラリー，ボンド ﾎﾞﾝﾄﾞ,ﾗﾘｰ 16

144 学歴のない犬上 ｶﾞｸﾚｷ ﾉ ﾅｲ ｲﾇ 西村寿行 ﾆｼﾑﾗ,ｼﾞｭｺｳ 5

145 学歴のない犬下 ｶﾞｸﾚｷ ﾉ ﾅｲ ｲﾇ 西村寿行 ﾆｼﾑﾗ,ｼﾞｭｺｳ 4

146 かけがえのない自然
ｶｹｶﾞｴ ﾉ ﾅｲ ｼｾﾞ
ﾝ

4

147 過去から来た息子 ｶｺ ｶﾗ ｷﾀ ﾑｽｺ Ａ・Ｃ・クリスピン ｸﾘｽﾋﾟﾝ,A･C 5

148 果実酒の作り方
ｶｼﾞﾂｼｭ ﾉ ﾂｸﾘｶ
ﾀ

中村純介 ﾅｶﾑﾗ,ｼﾞｭﾝｽｹ 3

149
ガスコンベクションレンジクッ
クブック

ｶﾞｽ ｺﾝﾍﾞｸｼｮﾝ ﾚ
ﾝｼﾞ ｸｯｸ ﾌﾞｯｸ

松下電気 ﾏﾂｼﾀﾃﾞﾝｷ 7

150 風と雲の街 ｶｾﾞ ﾄ ｸﾓ ﾉ ﾏﾁ 西村寿行 ﾆｼﾑﾗ,ｼﾞｭｺｳ 5

151 家族シネマ ｶｿﾞｸ ｼﾈﾏ 柳美里 ﾕｳ,ﾐﾘ 2

152 敵討 ｶﾀｷｳﾁ 吉村昭 ﾖｼﾑﾗ,ｱｷﾗ 3
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153 肩こり ｶﾀｺﾘ 松原英多 ﾏﾂﾊﾞﾗ,ｴｲﾀ 1

154 肩こり教室 ｶﾀｺﾘ ｷｮｳｼﾂ 加藤文雄 ｶﾄｳ,ﾌﾐｵ 2

155 金持ち父さん貧乏父さん
ｶﾈﾓﾁ ﾄｳｻﾝ ﾋﾞﾝ
ﾎﾞｳ ﾄｳｻﾝ

ロバート・キヨサ
キ

ｷﾖｻｷ,ﾛﾊﾞｰﾄ･T. 5

156 かの子撩乱 ｶﾉｺ ﾘｮｳﾗﾝ 瀬戸内晴美 ｾﾄｳﾁ,ﾊﾙﾐ 9

157 甲比丹 ｶﾋﾟﾀﾝ 森瑶子 ﾓﾘ,ﾖｳｺ 8

158 歌舞伎ハンドブック ｶﾌﾞｷ ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ 藤田　洋 ﾌｼﾞﾀ,ﾋﾛｼ 7

159 神と野獣の日 ｶﾐ ﾄ ﾔｼﾞｭｳ ﾉ ﾋ 松本清張 ﾏﾂﾓﾄ,ｾｲﾁｮｳ 3

160 神の子どもたちはみな踊る
ｶﾐ ﾉ ｺﾄﾞﾓﾀﾁ ﾜ ﾐ
ﾅ ｵﾄﾞﾙ

村上春樹 ﾑﾗｶﾐ,ﾊﾙｷ 3

161 雁帰る ｶﾘ ｶｴﾙ 黒部亨 ｸﾛﾍﾞ,ﾄｵﾙ 1

162 狩人は眠らない上 ｶﾘｳﾄﾞ ﾜ ﾈﾑﾗﾅｲ 森　詠 ﾓﾘ,ｴｲ 5

163 狩人は眠らない下 ｶﾘｳﾄﾞ ﾜ ﾈﾑﾗﾅｲ 森　詠 ﾓﾘ,ｴｲ 5

164 華麗なるシンデレラたち
ｶﾚｲﾅﾙ ｼﾝﾃﾞﾚﾗ
ﾀﾁ

桐生操 ｷﾘｭｳ,ﾐｻｵ 4

165 可愛い子ちゃん ｶﾜｲｺﾁｬﾝ 富島健夫 ﾄﾐｼﾏ,ﾀｹｵ 6

166 ガン告知 ｶﾞﾝ ｺｸﾁ
ＮＨＫおはようジャー
ナル「ガン告知」取
材班

ｴﾇｴｲﾁｹｲｵﾊﾖｳｼﾞｬｰ
ﾅﾙｶﾞﾝｺｸﾁｼｭｻﾞｲﾊﾝ

5

167 ガン告知その後 ｶﾞﾝ ｺｸﾁ ｿﾉｺﾞ 横山宏 ﾖｺﾔﾏ,ﾋﾛｼ 3

168 歓迎ストレス様御一行
ｶﾝｹﾞｲ ｽﾄﾚｽｻﾏ
ｺﾞｲｯｺｳ

福島章 ﾌｸｼﾏ,ｱｷﾗ 4

169 冠婚葬祭入門
ｶﾝｺﾝ ｿｳｻｲ ﾆﾕ
ｳﾓﾝ

塩月弥栄子 ｼｵﾂｷ,ﾔｴｺ 2

170 漢字入門 ｶﾝｼﾞ ﾆｭｳﾓﾝ 木塚泰弘 ｷｽﾞｶ,ﾔｽﾋﾛ 9

171 漢字の博物誌 ｶﾝｼﾞ ﾉ ﾊｸﾌﾞﾂｼ 加納喜光 ｶﾉｳ,ﾖｼﾐﾂ 7

172 官能教室 ｶﾝﾉｳ ｷｮｳｼﾂ 川上宗薫 ｶﾜｶﾐ,ｿｳｸﾝ 4

173 危険な話 ｷｹﾝﾅ ﾊﾅｼ 広瀬隆 ﾋﾛｾ ﾀｶｼ 5

174 気功入門 ｷｺｳ ﾆｭｳﾓﾝ 牧野豊 ﾏｷﾉ,ﾕﾀｶ 1
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175 北の人名録 ｷﾀ ﾉ ｼﾞﾝﾒｲﾛｸ 倉本聰 ｸﾗﾓﾄ,ｿｳ 4

176 ’９０最新カラオケヒット１００
ｷｭｳｼﾞｭｳ ｻｲｼﾝ
ｶﾗｵｹ ﾋｯﾄ ﾋｬｸ

東京ヘレンケ
ラー協会

ﾄｳｷｮｳﾍﾚﾝｹﾗｰｷｮ
ｳｶｲ

1

177 ’９１最新カラオケヒット１００
ｷｭｳｼﾞｭｳｲﾁ ｻｲｼ
ﾝ ｶﾗｵｹ ﾋｯﾄ ﾋｬｸ

内田捷治 ｳﾁﾀﾞ,ｼｮｳｼﾞ 1

178 ’９２最新カラオケヒット１００
ｷｭｳｼﾞｭｳﾆ ｻｲｼﾝ
ｶﾗｵｹ ﾋｯﾄ ﾋｬｸ

内田捷治 ｳﾁﾀﾞ,ｼｮｳｼﾞ 1

179 ’９３最新カラオケヒット１００
ｷｭｳｼﾞｭｳｻﾝ ｻｲｼ
ﾝ ｶﾗｵｹ ﾋｯﾄ ﾋｬｸ

内田捷治 ｳﾁﾀﾞ,ｼｮｳｼﾞ 1

180 旧約聖書（１９５５年改訳） ｷｭｳﾔｸ ｾｲｼｮ 24

181 きょうもいい塩梅
ｷｮｳ ﾓ ｲｲ ｱﾝﾊﾞ
ｲ

内館牧子 ｳﾁﾀﾞﾃ,ﾏｷｺ 3

182 教育と催眠 ｷｮｳｲｸ ﾄ ｻｲﾐﾝ
関西教育催眠心
理研究会

ｶﾝｻｲｷｮｳｲｸｻｲﾐﾝ
ｼﾝﾘｹﾝｷｭｳｶｲ

3

183 狂気の世界への旅
ｷｮｳｷ ﾉ ｾｶｲ ｴﾉ
ﾀﾋﾞ

Ｓ．ゴールディン ｺﾞｰﾙﾃﾞｨﾝ,S 6

184 胸痛 ｷｮｳﾂｳ 島田英世 ｼﾏﾀﾞ,ﾋﾃﾞﾖ 1

185
郷土の城ものがたり（淡路
編）

ｷｮｳﾄﾞ ﾉ ｼﾛ ﾓﾉ
ｶﾞﾀﾘ ｱﾜｼﾞﾍﾝ

「郷土の城ものがた
り」淡路地区編集委員
会

ｷｮｳﾄﾞﾉｼﾛﾓﾉｶﾞﾀﾘｱﾜ
ｼﾞﾁｸﾍﾝｼｭｳｲｲﾝｶｲ

2

186
郷土の城ものがたり（神戸
編）

ｷｮｳﾄﾞ ﾉ ｼﾛ ﾓﾉ
ｶﾞﾀﾘ ｺｳﾍﾞﾍﾝ

「郷土の城ものがた
り」神戸地区編集委員
会

ｷｮｳﾄﾞﾉｼﾛﾓﾉｶﾞﾀﾘｺｳ
ﾍﾞﾁｸﾍﾝｼｭｳｲｲﾝｶｲ

2

187
郷土の城ものがたり（西播
編）

ｷｮｳﾄﾞ ﾉ ｼﾛ ﾓﾉ
ｶﾞﾀﾘ ｾｲﾊﾞﾝﾍﾝ

「郷土の城ものがた
り」西播地区編集委員
会

ｷｮｳﾄﾞﾉｼﾛﾓﾉｶﾞﾀﾘｾｲ
ﾊﾞﾝﾁｸﾍﾝｼｭｳｲｲﾝｶｲ

2

188
郷土の城ものがたり（但馬
編）

ｷｮｳﾄﾞ ﾉ ｼﾛ ﾓﾉ
ｶﾞﾀﾘ ﾀｼﾞﾏﾍﾝ

「郷土の城ものがた
り」但馬地区編集委員
会

ｷｮｳﾄﾞﾉｼﾛﾓﾉｶﾞﾀﾘﾀｼﾞ
ﾏﾁｸﾍﾝｼｭｳｲｲﾝｶｲ

2

189
郷土の城ものがたり（丹有
編）

ｷｮｳﾄﾞ ﾉ ｼﾛ ﾓﾉ
ｶﾞﾀﾘ ﾀﾝﾕｳﾍﾝ

「郷土の城ものがた
り」丹有地区編集委員
会

ｷｮｳﾄﾞﾉｼﾛﾓﾉｶﾞﾀﾘﾀﾝ
ﾕｳﾁｸﾍﾝｼｭｳｲｲﾝｶｲ

2

190
郷土の城ものがたり（中播
編）

ｷｮｳﾄﾞ ﾉ ｼﾛ ﾓﾉ
ｶﾞﾀﾘ ﾁｭｳﾊﾞﾝﾍﾝ

「郷土の城ものがた
り」中播地区編集委員
会

ｷｮｳﾄﾞﾉｼﾛﾓﾉｶﾞﾀﾘﾁｭ
ｳﾊﾞﾝﾁｸﾍﾝｼｭｳｲｲﾝｶ
ｲ

2

191
郷土の城ものがたり（東播
編）

ｷｮｳﾄﾞ ﾉ ｼﾛ ﾓﾉ
ｶﾞﾀﾘ ﾄｳﾊﾞﾝﾍﾝ

「郷土の城ものがた
り」東播地区編集委員
会

ｷｮｳﾄﾞﾉｼﾛﾓﾉｶﾞﾀﾘﾄｳ
ﾊﾞﾝﾁｸﾍﾝｼｭｳｲｲﾝｶｲ

2

192
郷土の城ものがたり（阪神
編）

ｷｮｳﾄﾞ ﾉ ｼﾛ ﾓﾉ
ｶﾞﾀﾘ ﾊﾝｼﾝﾍﾝ

「郷土の城ものがた
り」阪神地区編集委員
会

ｷｮｳﾄﾞﾉｼﾛﾓﾉｶﾞﾀﾘﾊﾝ
ｼﾝﾁｸﾍﾝｼｭｳｲｲﾝｶｲ

2

193 郷土百人の先覚者
ｷﾖｳﾄﾞ ﾋﾔｸﾆﾝ ﾉ
ｾﾝｶｸｼﾔ

兵庫県教育委員
会

ﾋﾖｳｺﾞｹﾝｷﾖｳｲｸｲｲ
ﾝｶｲ

10

194 ギョーザのような月がでた
ｷﾞｮｰｻﾞ ﾉ ﾖｳﾅ ﾂ
ｷ ｶﾞ ﾃﾞﾀ

椎名誠 ｼｲﾅ,ﾏｺﾄ 3

195 旭日の艦隊1 ｷｮｸｼﾞﾂ ﾉ ｶﾝﾀｲ 荒巻義雄 ｱﾗﾏｷ,ﾖｼｵ 4

196 旭日の艦隊2 ｷｮｸｼﾞﾂ ﾉ ｶﾝﾀｲ 荒巻義雄 ｱﾗﾏｷ,ﾖｼｵ 4

9
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197 旭日の艦隊3 ｷｮｸｼﾞﾂ ﾉ ｶﾝﾀｲ 荒巻義雄 ｱﾗﾏｷ,ﾖｼｵ 4

198 旭日の艦隊4 ｷｮｸｼﾞﾂ ﾉ ｶﾝﾀｲ 荒巻義雄 ｱﾗﾏｷ,ﾖｼｵ 3

199 旭日の艦隊5 ｷｮｸｼﾞﾂ ﾉ ｶﾝﾀｲ 荒巻義雄 ｱﾗﾏｷ,ﾖｼｵ 4

200 旭日の艦隊6 ｷｮｸｼﾞﾂ ﾉ ｶﾝﾀｲ 荒巻義雄 ｱﾗﾏｷ,ﾖｼｵ 4

201 旭日の艦隊7 ｷｮｸｼﾞﾂ ﾉ ｶﾝﾀｲ 荒巻義雄 ｱﾗﾏｷ,ﾖｼｵ 4

202 旭日の艦隊8 ｷｮｸｼﾞﾂ ﾉ ｶﾝﾀｲ 荒巻義雄 ｱﾗﾏｷ,ﾖｼｵ 4

203 旭日の艦隊9 ｷｮｸｼﾞﾂ ﾉ ｶﾝﾀｲ 荒巻義雄 ｱﾗﾏｷ,ﾖｼｵ 4

204 旭日の艦隊10 ｷｮｸｼﾞﾂ ﾉ ｶﾝﾀｲ 荒巻義雄 ｱﾗﾏｷ,ﾖｼｵ 4

205 旭日の艦隊11 ｷｮｸｼﾞﾂ ﾉ ｶﾝﾀｲ 荒巻義雄 ｱﾗﾏｷ,ﾖｼｵ 4

206 旭日の艦隊12 ｷｮｸｼﾞﾂ ﾉ ｶﾝﾀｲ 荒巻義雄 ｱﾗﾏｷ,ﾖｼｵ 4

207 旭日の艦隊13 ｷｮｸｼﾞﾂ ﾉ ｶﾝﾀｲ 荒巻義雄 ｱﾗﾏｷ,ﾖｼｵ 4

208 旭日の艦隊14 ｷｮｸｼﾞﾂ ﾉ ｶﾝﾀｲ 荒巻義雄 ｱﾗﾏｷ,ﾖｼｵ 4

209 旭日の艦隊15 ｷｮｸｼﾞﾂ ﾉ ｶﾝﾀｲ 荒巻義雄 ｱﾗﾏｷ,ﾖｼｵ 4

210 旭日の艦隊16 ｷｮｸｼﾞﾂ ﾉ ｶﾝﾀｲ 荒巻義雄 ｱﾗﾏｷ,ﾖｼｵ 4

211 玉嶺よふたたび ｷﾞｮｸﾚｲ ﾖ ﾌﾀﾀﾋﾞ 陳舜臣 ﾁﾝ,ｼｭﾝｼﾝ 3

212 きらめく生命の海よ
ｷﾗﾒｸ ｲﾉﾁ ﾉ ｳﾐ
ﾖ

後藤正治 ｺﾞﾄｳ,ﾏｻﾊﾙ 4

213 キリストの誕生 ｷﾘｽﾄ ﾉ ﾀﾝｼﾞｮｳ 遠藤周作 ｴﾝﾄﾞｳ,ｼｭｳｻｸ 3

214 吟詠詩歌撰集
ｷﾞﾝｴｲ ｼｲｶ ｾﾝ
ｼｭｳ

みづほ出版 ﾐｽﾞﾎｼｭｯﾊﾟﾝ 3

215 金閣寺 ｷﾝｶｸｼﾞ 三島由起夫 ﾐｼﾏ,ﾕｷｵ 3

216 禁断のパラダイス
ｷﾝﾀﾞﾝ ﾉ ﾊﾟﾗﾀﾞｲ
ｽ

ジェイムズ・ブ
リッシュ

ﾌﾞﾘｯｼｭ,ｼﾞｪｲﾑｽﾞ 4

217 禁断のユーモア ｷﾝﾀﾞﾝ ﾉ ﾕｰﾓｱ 植松黎 ｳｴﾏﾂ,ﾚｲ 2

218 空白の軌跡 ｸｳﾊｸ ﾉ ｷｾｷ 後藤正治 ｺﾞﾄｳ,ﾏｻﾊﾙ 3
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219 くじけないで ｸｼﾞｹﾅｲﾃﾞ 柴田トヨ ｼﾊﾞﾀ，ﾄﾖ 1

220 薬指の標本 ｸｽﾘﾕﾋﾞﾉﾋｮｳﾎﾝ 小川洋子 ｵｶﾞﾜ,ﾖｳｺ 3

221 虞美人草 ｸﾞﾋﾞｼﾞﾝｿｳ 夏目漱石 ﾅﾂﾒ,ｿｳｾｷ 5

222 くらしの中の魚
ｸﾗｼ ﾉ ﾅｶ ﾉ ｻｶ
ﾅ

石黒正吉 ｲｼｸﾞﾛ,ｼｮｳｷﾁ 3

223 くらしの豆知識（１９８７年版）
ｸﾗｼ ﾉ ﾏﾒ ﾁｼｷ ｾﾝｷｭ
ｳﾋｬｸﾊﾁｼﾞｭｳﾅﾅﾈﾝﾊﾞ
ﾝ

国民生活セン
ター普及部

ｺｸﾐﾝｾｲｶﾂｾﾝﾀ-ﾌ
ｷｭｳﾌﾞ

5

224 クラシックの快楽 ｸﾗｼｯｸ ﾉ ｶｲﾗｸ
キーワード・クラ
シック編集部

ｷｰﾜｰﾄﾞｸﾗｼｯｸﾍﾝ
ｼｭｳﾌﾞ

4

225 暗闇草紙 ｸﾗﾔﾐ ｿﾞｳｼ 多岐川恭 ﾀｷｶﾞﾜ,ｷｮｳ 8

226 暗闇の悪魔 ｸﾗﾔﾐ ﾉ ｱｸﾏ
ジェイムズ．ブ
リッシュ

ﾌﾞﾘﾂｼｭ,ｼﾞｴ-ﾑｽﾞ 4

227 グリーンライン ｸﾞﾘｰﾝ ﾗｲﾝ 赤川次郎 ｱｶｶﾞﾜ,ｼﾞﾛｳ 3

228 黒い雨 ｸﾛ ｲ ｱﾒ 井伏鱒二 ｲﾌﾞｾ,ﾏｽｼﾞ 5

229 黒真珠を追え ｸﾛｼﾝｼﾞｭ ｵ ｵｴ 宗田理 ｿｳﾀﾞ,ｵｻﾑ 4

230 桑の実 ｸﾜ ﾉ ﾐ 鈴木三重吉 ｽｽﾞｷ,ﾐｴｷﾁ 2

231 芸人同穴 ｹﾞｲﾆﾝ ﾄﾞｳｹﾂ 難波利三 ﾅﾝﾊﾞ,ﾄｼｿﾞｳ 5

232 ゲームの達人上 ｹﾞｰﾑ ﾉ ﾀﾂｼﾞﾝ
シドニィ，シェル
ダン

ｼｪﾙﾀﾞﾝ,ｼﾄﾞﾆｨ 7

233 ゲームの達人下 ｹﾞｰﾑ ﾉ ﾀﾂｼﾞﾝ
シドニィ，シェル
ダン

ｼｪﾙﾀﾞﾝ,ｼﾄﾞﾆｨ 5

234 激動の半世紀第１巻
ｹﾞｷﾄﾞｳ ﾉ ﾊﾝｾｲ
ｷ

点字毎日編集部
ﾃﾝｼﾞﾏｲﾆﾁﾍﾝｼｭｳ
ﾌﾞ

1

235 激動の半世紀第２巻
ｹﾞｷﾄﾞｳ ﾉ ﾊﾝｾｲ
ｷ

点字毎日編集部
ﾃﾝｼﾞﾏｲﾆﾁﾍﾝｼｭｳ
ﾌﾞ

1

236 激動の半世紀第３巻
ｹﾞｷﾄﾞｳ ﾉ ﾊﾝｾｲ
ｷ

点字毎日編集部
ﾃﾝｼﾞﾏｲﾆﾁﾍﾝｼｭｳ
ﾌﾞ

1

237 激動の半世紀第４巻
ｹﾞｷﾄﾞｳ ﾉ ﾊﾝｾｲ
ｷ

点字毎日編集部
ﾃﾝｼﾞﾏｲﾆﾁﾍﾝｼｭｳ
ﾌﾞ

1

238 激動の半世紀第５巻
ｹﾞｷﾄﾞｳ ﾉ ﾊﾝｾｲ
ｷ

点字毎日編集部
ﾃﾝｼﾞﾏｲﾆﾁﾍﾝｼｭｳ
ﾌﾞ

1

239 激烈！帝国大戦
ｹﾞｷﾚﾂ ﾃｲｺｸ ﾀｲ
ｾﾝ

志茂田景樹 ｼﾓﾀﾞ,ｶｹﾞｷ 5

240 激烈！帝国大戦2
ｹﾞｷﾚﾂ ﾃｲｺｸ ﾀｲ
ｾﾝ

志茂田景樹 ｼﾓﾀﾞ,ｶｹﾞｷ 5
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241 激烈！帝国大戦3
ｹﾞｷﾚﾂ ﾃｲｺｸ ﾀｲ
ｾﾝ

志茂田景樹 ｼﾓﾀﾞ,ｶｹﾞｷ 5

242 月光の東 ｹﾞｯｺｳ ﾉ ﾋｶﾞｼ 宮本輝 ﾐﾔﾓﾄ,ﾃﾙ 8

243 外道・宮本武蔵
ｹﾞﾄﾞｳ ﾐﾔﾓﾄ ﾑｻ
ｼ

志茂田景樹 ｼﾓﾀﾞ,ｶｹﾞｷ 4

244 外道・宮本武蔵2
ｹﾞﾄﾞｳ ﾐﾔﾓﾄ ﾑｻ
ｼ

志茂田景樹 ｼﾓﾀﾞ,ｶｹﾞｷ 4

245 外道・宮本武蔵3
ｹﾞﾄﾞｳ ﾐﾔﾓﾄ ﾑｻ
ｼ

志茂田景樹 ｼﾓﾀﾞ,ｶｹﾞｷ 4

246 剣に命を ｹﾝ ﾆ ｲﾉﾁ ｵ 南条範夫 ﾅﾝｼﾞｮｳ,ﾉﾘｵ 4

247 健康常識５０の誤解
ｹﾝｺｳ ｼﾞｮｳｼｷ
ｺﾞｼﾞｭｳ ﾉ ｺﾞｶｲ

岡惺治 ｵｶ,ｾｲｼﾞ 3

248
健康な食生活のための献立
レシピ集下巻

ｹﾝｺｳ ﾅ ｼｮｸｾｲｶﾂ
ﾉ ﾀﾒ ﾉ ｺﾝﾀﾞﾃ ﾚｼﾋﾟ
ｼｭｳ

1

249
健康な食生活のための献立
レシピ集上巻

ｹﾝｺｳ ﾅ ｼｮｸｾｲｶﾂ
ﾉ ﾀﾒ ﾉ ｺﾝﾀﾞﾃ ﾚｼﾋﾟ
ｼｭｳ

1

250 健康１１０の知恵
ｹﾝｺｳ ﾋｬｸｼﾞｭｳ
ﾉ ﾁｴ

2

251 源氏物語の世界
ｹﾞﾝｼﾞﾓﾉｶﾞﾀﾘ ﾉ
ｾｶｲ

中村真一郎 ﾅｶﾑﾗ,ｼﾝｲﾁﾛｳ 4

252 検証姫路城
ｹﾝｼｮｳ ﾋﾒｼﾞｼﾞｮ
ｳ

神戸新聞姫路支
社

ｺｳﾍﾞ ｼﾝﾌﾞﾝｼｬ 4

253 現代日本文学史
ｹﾞﾝﾀﾞｲ ﾆﾎﾝ ﾌﾞﾝ
ｶﾞｸｼ

吉田精一 ﾖｼﾀﾞ ｾｲｲﾁ 3

254 倦怠感 ｹﾝﾀｲｶﾝ 藤森一平 ﾌｼﾞﾓﾘ,ｲｯﾍﾟｲ 1

255 建礼門院右京大夫
ｹﾝﾚｲﾓﾝｲﾝ ｳｷｮ
ｳ ﾉ ﾀﾞｲﾌﾞ

大原富枝 ｵｵﾊﾗ,ﾄﾐｴ 7

256 元禄御畳奉行の日記
ｹﾞﾝﾛｸ ｵﾀﾀﾐ ﾌﾞ
ｷﾞｮｳ ﾉ ﾆｯｷ

神坂次郎 ｺｳｻｶ,ｼﾞﾛｳ 3

257 高血圧や脳卒中こわくない
ｺｳｹﾂｱﾂ ﾔ ﾉｳ
ｿｯﾁｭｳ ｺﾜｸﾅｲ

減塩食を考える
会

ｹﾞﾝｴﾝｼｮｸｵｶﾝｶﾞｴ
ﾙｶｲ

2

258 神戸史話 ｺｳﾍﾞ ｼﾜ 落合重信 ｵﾁｱｲ,ｼｹﾞﾉﾌﾞ 3

259
神戸発、尾道まで行ってきま
す

ｺｳﾍﾞ ﾊﾂ ｵﾉﾐﾁ
ﾏﾃﾞ ｲｯﾃｷﾏｽ

森下尊久 ﾓﾘｼﾀ,ﾀｶﾋｻ 4

260 ゴールド・コースト上 ｺﾞｰﾙﾄﾞ ｺｰｽﾄ ネルソン・デミル ﾃﾞﾐﾙ,ﾈﾙｿﾝ 10

261 ゴールド・コースト下 ｺﾞｰﾙﾄﾞ ｺｰｽﾄ ネルソン・デミル ﾃﾞﾐﾙ,ﾈﾙｿﾝ 11

262 極悪修羅場編 ｺﾞｸｱｸ 広山義慶 ﾋﾛﾔﾏ,ｷﾞｹｲ 8
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263 極悪成上がり編 ｺﾞｸｱｸ 広山義慶 ﾋﾛﾔﾏ,ｷﾞｹｲ 5

264 国民の道徳 ｺｸﾐﾝ ﾉ ﾄﾞｳﾄｸ 西部邁 ﾆｼﾍﾞ,ｽｽﾑ 12

265 語源のたのしみ ｺﾞｹﾞﾝ ﾉ ﾀﾉｼﾐ 岩淵悦太郎 ｲﾜﾌﾞﾁ,ｴﾂﾀﾛｳ 4

266 ここがおかしい菌の常識
ｺｺ ｶﾞ ｵｶｼｲ ｷﾝ
ﾉ ｼﾞｮｳｼｷ

青木皐 ｱｵｷ,ﾉﾎﾞﾙ 4

267 こころがホッとする考え方
ｺｺﾛ ｶﾞ ﾎｯﾄ ｽﾙ
ｶﾝｶﾞｴｶﾀ

すがのたいぞう ｽｶﾞﾉ,ﾀｲｿﾞｳ 2

268 心にしまっておきたい日本語
ｺｺﾛ ﾆ ｼﾏｯﾃｵｷ
ﾀｲ ﾆﾎﾝｺﾞ

金田一春彦 ｷﾝﾀﾞｲﾁ,ﾊﾙﾋｺ 2

269 心の歌 ｺｺﾛ ﾉ ｳﾀ 武蔵野点字社 ﾑｻｼﾉﾃﾝｼﾞｼｬ 2

270 こころの処方箋 ｺｺﾛ ﾉ ｼｮﾎｳｾﾝ 河合隼雄 ｶﾜｲ ﾊﾔｵ 2

271
５５歳から駄目になる脳、伸
びる脳

ｺﾞｼﾞｭｳｺﾞｻｲ ｶﾗ ﾀﾞ
ﾒ ﾆ ﾅﾙ ﾉｳ ﾉﾋﾞﾙ
ﾉｳ

大島清 ｵｵｼﾏ,ｷﾖｼ 3

272 湖水祭 ｺｽｲｻｲ 平岩弓枝 ﾋﾗｲﾜ,ﾕﾐｴ 9

273 五体不満足 ｺﾞﾀｲ ﾌﾏﾝｿﾞｸ 乙武洋匡 ｵﾄﾀｹ,ﾋﾛﾀﾀﾞ 4

274
答えられそうで答えられない
語源

ｺﾀｴﾗﾚｿｳﾃﾞ ｺﾀｴ
ﾗﾚﾅｲ ｺﾞｹﾞﾝ

出口宗和 ﾃﾞｸﾞﾁ,ﾑﾈｶｽﾞ 3

275 子どもが育つ魔法の言葉
ｺﾄﾞﾓ ｶﾞ ｿﾀﾞﾂ ﾏﾎ
ｳ ﾉ ｺﾄﾊﾞ

ドロシー・ロー・ノ
ルト

ﾉﾙﾄ,ﾄﾞﾛｼｰ･ﾛｰ 3

276 このみちをゆこうよ ｺﾉ ﾐﾁ ｵ ﾕｺｳﾖ 金子みすゞ ｶﾈｺ,ﾐｽｽﾞ 1

277 困ったときの生活百科
ｺﾏｯﾀ ﾄｷﾉ ｾｲｶﾂ
ﾋｬｯｶ

2

278 コマッタさんのパクパク弁当
ｺﾏｯﾀｻﾝ ﾉ ﾊﾟｸﾊﾟ
ｸ ﾍﾞﾝﾄｳ

池上保子 ｲｹｶﾞﾐ,ﾔｽｺ 2

279
コミュニケイション的行為の理
論上

ｺﾐｭﾆｹｲｼｮﾝﾃｷ
ｺｳｲ ﾉ ﾘﾛﾝ

ユルゲン・ハー
バマス

ﾊｰﾊﾞﾏｽ,ﾕﾙｹﾞﾝ 17

280
コミュニケイション的行為の理
論中

ｺﾐｭﾆｹｲｼｮﾝﾃｷ
ｺｳｲ ﾉ ﾘﾛﾝ

ユルゲン・ハー
バマス

ﾊｰﾊﾞﾏｽ,ﾕﾙｹﾞﾝ 15

281
コミュニケイション的行為の理
論下

ｺﾐｭﾆｹｲｼｮﾝﾃｷ
ｺｳｲ ﾉ ﾘﾛﾝ

ユルゲン・ハー
バマス

ﾊｰﾊﾞﾏｽ,ﾕﾙｹﾞﾝ 12

282
これ以上やさしく書けない経
済解説

ｺﾚ ｲｼﾞｮｳ ﾔｻｼｸ
ｶｹﾅｲ ｹｲｻﾞｲ ｶｲ
ｾﾂ

田中将介 ﾀﾅｶ,ﾏｻﾕｷ 4

283
これだけは知っておきたい
「とっさの救急法」

ｺﾚﾀﾞｹ ﾜ ｼｯﾃｵｷﾀ
ｲ ﾄｯｻ ﾉ ｷｭｳｷｭｳ
ﾎｳ

藤本憲幸 ﾌｼﾞﾓﾄ,ｹﾝｺｳ 2

284 こんなときこの食べ物が効く
ｺﾝﾅ ﾄｷ ｺﾉ ﾀﾍﾞﾓ
ﾉ ｶﾞ ｷｸ

木下勤 ｷﾉｼﾀ,ﾂﾄﾑ 3
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書名 書名カナ 著者名漢字 著者名カナ 巻数

285
コンピュータのことがわかる
本

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ ﾉ ｺﾄ ｶﾞ
ﾜｶﾙ ﾎﾝ

西田修 ﾆｼﾀﾞ,ｵｻﾑ 3

286 ザ・レイプ ｻﾞ ﾚｲﾌﾟ 落合恵子 ｵﾁｱｲ,ｹｲｺ 2

287 西郷と大久保 ｻｲｺﾞｳ ﾄ ｵｵｸﾎﾞ 海音寺潮五郎 ｶｲｵﾝｼﾞ,ﾁｮｳｺﾞﾛｳ 7

288 材料別楽しい料理
ｻﾞｲﾘｮｳﾍﾞﾂ ﾀﾉｼ
ｲ ﾘｮｳﾘ

鈴木文子 ｽｽﾞｷ,ﾌﾐｺ 5

289 坂本龍馬 ｻｶﾓﾄ ﾘｮｳﾏ 八尋舜右 ﾔﾋﾛ,ｼｭﾝｽｹ 4

290
坂本龍馬・いろは丸事件の謎
を解く

ｻｶﾓﾄ ﾘｮｳﾏ ｲﾛﾊﾏﾙ
ｼﾞｹﾝ ﾉ ﾅｿﾞ ｵ ﾄｸ 森本繁 ﾓﾘﾓﾄ,ｼｹﾞﾙ 5

291 犠牲（サクリファイス） ｻｸﾘﾌｧｲｽ 柳田邦男 ﾔﾅｷﾞﾀﾞ,ｸﾆｵ 4

292 酒飲み上手は健康上手
ｻｹ ﾉﾐ ｼﾞｮｳｽﾞ ﾊ
ｹﾝｺｳ ｼﾞｮｳｽﾞ

高木敏 ﾀｶｷﾞ,ｻﾄｼ 2

293
佐々木久子のお酒とつきあう
法

ｻｻｷ ﾋｻｺ ﾉ ｵｻ
ｹ ﾄ ﾂｷｱｳ ﾎｳ

佐々木久子 ｻｻｷ,ﾋｻｺ 4

294 聖の青春 ｻﾄｼ ﾉ ｾｲｼｭﾝ 大崎善生 ｵｵｻｷ,ﾖｼｵ 6

295 さわっておどろく! ｻﾜｯﾃ ｵﾄﾞﾛｸ 広瀬浩二郎 ﾋﾛｾ,ｺｳｼﾞﾛｳ 3

296 サンダカン八番娼館
ｻﾝﾀﾞｶﾝ ﾊﾁﾊﾞﾝ
ｼｮｳｶﾝ

山崎朋子 ﾔﾏｻﾞｷ,ﾄﾓｺ 5

297 幸せな職場のつくり方
ｼｱﾜｾ ﾅ ｼｮｸﾊﾞ
ﾉ ﾂｸﾘｶﾀ

坂本　光司 ｻｶﾓﾄ,ｺｳｼﾞ 4

298
視覚障害者の職場定着推進
マニュアル

ｼｶｸ ｼｮｳｶﾞｲｼｬ ﾉ ｼｮｸ
ﾊﾞ ﾃｲﾁｬｸ ｽｲｼﾝ ﾏﾆｭ
ｱﾙ

3

299 時間の砂上巻 ｼﾞｶﾝ ﾉ ｽﾅ
シドニィ・シェル
ダン

ｼｪﾙﾀﾞﾝ,ｼﾄﾞﾆｨ 4

300 時間の砂下巻 ｼﾞｶﾝ ﾉ ｽﾅ
シドニィ・シェル
ダン

ｼｪﾙﾀﾞﾝ,ｼﾄﾞﾆｨ 5

301 死刑執行人の苦悩
ｼｹｲ ｼｯｺｳﾆﾝ ﾉ
ｸﾉｳ

大塚公子 ｵｵﾂｶ,ｷﾐｺ 4

302 四国遍路 ｼｺｸ ﾍﾝﾛ 辰濃和男 ﾀﾂﾉ,ｶｽﾞｵ 4

303 ４０才からの老いの探検学
ｼｼﾞｯｻｲ ｶﾗﾉ ｵｲ
ﾉ ﾀﾝｹﾝｶﾞｸ

上野千鶴子 ｳｴﾉ,ﾁｽﾞｺ 4

304 詩集二人しずか ｼｼｭｳ ﾌﾀﾘ ｼｽﾞｶ 足立すみ子 ｱﾀﾞﾁ,ｽﾐｺ 2

305
自然に強くなる中原の将棋教
室

ｼｾﾞﾝ ﾆ ﾂﾖｸﾅﾙ ﾅ
ｶﾊﾗ ﾉ ｼｮｳｷﾞ ｷｮ
ｳｼﾂ

中原誠 ﾅｶﾊﾗ,ﾏｺﾄ 1

306 七胴落とし ｼﾁﾄﾞｳ ｵﾄｼ 神林長平 ｶﾝﾊﾞﾔｼ,ﾁｮｳﾍｲ 4
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307 史伝楠木正成
ｼﾃﾞﾝ ｸｽﾉｷ ﾏｻｼ
ｹﾞ

土橋治重 ﾄﾞﾊﾞｼ,ｼﾞｼﾞｭｳ 3

308 死にゆく者からの言葉
ｼ ﾆ ﾕｸ ﾓﾉ ｶﾗﾉ
ﾃｶﾞﾐ

鈴木秀子 ｽｽﾞｷ,ﾋﾃﾞｺ 4

309 忍びの旗 ｼﾉﾋﾞ ﾉ ﾊﾀ 池波正太郎 ｲｹﾅﾐ,ｼｮｳﾀﾛｳ 7

310 忍びの者 ｼﾉﾋﾞ ﾉ ﾓﾉ 村山知義 ﾑﾗﾔﾏ,ﾄﾓﾖｼ 7

311 しぶらの里 ｼﾌﾞﾗ ﾉ ｻﾄ 西山松之助 ﾆｼﾔﾏ,ﾏﾂﾉｽｹ 4

312 自分を生かす相性・殺す相性
ｼﾞﾌﾞﾝ ｵ ｲｶｽ ｱｲ
ｼｮｳ ｺﾛｽ ｱｲｼｮ
ｳ

細木数子 ﾎｿｷ,ｶｽﾞｺ 3

313
自分は死なないと思っている
ヒトへ

ｼﾞﾌﾞﾝ ﾜ ｼﾅﾅｲ ﾄ
ｵﾓｯﾃｲﾙ ﾋﾄ ｴ

養老孟司 ﾖｳﾛｳ,ﾀｹｼ 3

314 私本・源氏物語
ｼﾎﾝ ｹﾞﾝｼﾞ ﾓﾉｶﾞ
ﾀﾘ

田辺聖子 ﾀﾅﾍﾞ,ｾｲｺ 4

315 社会福祉士になるには
ｼｬｶｲ ﾌｸｼｼ ﾆ ﾅ
ﾙﾆﾜ

大橋謙策 ｵｵﾊｼ,ｹﾝｻｸ 3

316 寂聴あおぞら説法
ｼﾞｬｸﾁｮｳ ｱｵｿﾞﾗ
ｾｯﾎﾟｳ

瀬戸内寂聴 ｾﾄｳﾁ,ｼﾞｬｸﾁｮｳ 3

317 シャドー・エコー ｼｬﾄﾞｰ ｴｺｰ 鳴海章 ﾅﾙﾐ,ｼｮｳ 6

318 しゃべくり探偵 ｼｬﾍﾞｸﾘ ﾀﾝﾃｲ 黒崎緑 ｸﾛｻｷ,ﾐﾄﾞﾘ 6

319 住のアイディア ｼﾞｭｳ ﾉ ｱｲﾃﾞｨｱ 本郷佐智夫 ﾎﾝｺﾞｳ,ｻﾁｵ 1

320 十七粒の媚薬
ｼﾞｭｳｼﾁﾂﾌﾞ ﾉ ﾋﾞ
ﾔｸ

村上竜 ﾑﾗｶﾐ,ﾘｭｳ 2

321 十二支占いと宝石占い
ｼﾞｭｳﾆｼ ｳﾗﾅｲ ﾄ
ﾎｳｾｷ ｳﾗﾅｲ

松岡教之 ﾏﾂｵｶ,ﾉﾘﾕｷ 1

322 授戒 ｼﾞｭｶｲ 門田泰明 ｶﾄﾞﾀ,ﾔｽｱｷ 3

323 珠玉短編小説選
ｼｭｷﾞｮｸ ﾀﾝﾍﾟﾝ
ｼｮｳｾﾂｾﾝ

日本ライトハウ
ス黎明編集部

ﾆﾎﾝﾗｲﾄﾊｳｽﾚｲﾒｲ
ﾍﾝｼｭｳﾌﾞ

5

324 修証義 ｼｭｼｮｳｷﾞ

大本山永平寺高祖道元
禅師７５０回大遠忌文化
事業専門部会出版班編
集委員

ﾀﾞｲﾎﾝｻﾞﾝｴｲﾍｲｼﾞ 1

325 自由訳般若心経
ｼﾞｭﾕｳﾔｸ ﾊﾝﾆｬ
ｼﾝｷｮｳ

新井満 ｱﾗｲ,ﾏﾝ 1

326 淳之介の背中 ｼﾞｭﾝﾉｽｹ ﾉ ｾﾅｶ 吉行文枝 ﾖｼﾕｷ,ﾌﾐｴ 1

327 障害者サービス
ｼｮｳｶﾞｲｼｬ ｻｰﾋﾞ
ｽ

日本図書館協会障
害者サービス委員
会

ﾆﾎﾝ ﾄｼｮｶﾝ ｷｮｳｶｲ
ｼｮｳｶﾞｲｼｬ ｻｰﾋﾞｽ ｲｲ
ﾝｶｲ

5

328 障害者の読書と電子書籍
ｼｮｳｶﾞｲｼｬ ﾉ ﾄﾞｸ
ｼｮ ﾄ ﾃﾞﾝｼ ｼｮｾｷ

日本盲人社会福祉
施設協議会情報
サービス部会

ﾆﾎﾝ ﾓｳｼﾞﾝ ｼｬｶｲ ﾌ
ｸｼ ｼｾﾂ ｷｮｳｷﾞｶｲ
ｼﾞｮｳﾎｳ ｻｰﾋﾞｽ ﾌﾞｶｲ

3
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329 将棋初級テキスト
ｼｮｳｷﾞ ｼｮｷｭｳ ﾃ
ｷｽﾄ

日本将棋連盟 ﾆﾎﾝｼｮｳｷﾞﾚﾝﾒｲ 1

330 将棋中級テキスト
ｼｮｳｷﾞ ﾁｭｳｷｭｳ
ﾃｷｽﾄ

日本将棋連盟 ﾆﾎﾝｼｮｳｷﾞﾚﾝﾒｲ 1

331 将棋の基本 ｼｮｳｷﾞ ﾉ ｷﾎﾝ 加藤一二三 ｶﾄｳ,ﾋﾌﾐ 1

332 少将滋幹の母
ｼｮｳｼｮｳ ｼｹﾞﾓﾄ
ﾉ ﾊﾊ

谷崎潤一郎 ﾀﾆｻﾞｷ,ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 2

333 上手な医者のかかり方
ｼﾞｮｳｽﾞﾅ ｲｼｬ ﾉ
ｶｶﾘｶﾀ

日向野春総 ﾋｶﾞﾉ,ﾊﾙﾌｻ 5

334 詳伝ゴルバチョフ
ｼｮｳﾃﾞﾝ ｺﾞﾙﾊﾞﾁｮ
ﾌ

タイム誌 ﾀｲﾑｼ 5

335 上陸休暇中止！
ｼﾞｮｳﾘｸ ｷｭｳｶ
ﾁｭｳｼ

ジェームズ．ブ
リッシュ

ﾌﾞﾘｯｼｭ,ｼﾞｴ-ﾑｽﾞ 5

336
精霊流し（ｓｈｏｕｒｏｕｎａｇａｓｈ
ｉ）

ｼｮｳﾛｳ ﾅｶﾞｼ さだまさし ｻﾀﾞ,ﾏｻｼ 6

337 昭和天皇のご仁徳
ｼｮｳﾜ ﾃﾝﾉｳ ﾉ ｺﾞ
ｼﾞﾝﾄｸ

金治勇 ｶﾅｼﾞ,ｲｻﾑ 2

338 小惑星回避作戦
ｼｮｳﾜｸｾｲ ｶｲﾋ
ｻｸｾﾝ

ジェイムズ・ブ
リッシュ

ﾌﾞﾘｯｼｭ･ｼﾞｪｲﾑｽﾞ 6

339 食のアイディア ｼｮｸ ﾉ ｱｲﾃﾞｨｱ 本郷佐智夫 ﾎﾝｺﾞｳ,ｻﾁｵ 1

340 食卓にあがった死の灰
ｼｮｸﾀｸ ﾆ ｱｶﾞｯﾀ
ｼ ﾉ ﾊｲ

高木仁三郎 ﾀｶｷﾞ,ｼﾞﾝｻﾞﾌﾞﾛｳ 5

341 触知　日本地図第１巻 ｼｮｸﾁ ﾆﾎﾝ ﾁｽﾞ 1

342 触知　日本地図第３巻 ｼｮｸﾁ ﾆﾎﾝ ﾁｽﾞ 1

343 書写山 ｼｮｼｬｻﾞﾝ 寺林峻 ﾃﾗﾊﾞﾔｼ,ｼｭﾝ 2

344 初歩から学ぶ英語点訳
ｼｮﾎ ｶﾗ ﾏﾅﾌﾞ ｴ
ｲｺﾞ ﾃﾝﾔｸ

福井哲也 ﾌｸｲ,ﾃﾂﾔ 3

345 初歩心理学 ｼｮﾎ ｼﾝﾘｶﾞｸ 南博 ﾐﾅﾐ,ﾋﾛｼ 3

346 史話　明石城 ｼﾜ ｱｶｼｼﾞｮｳ 黒田義隆 ｸﾛﾀﾞ,ﾖｼﾀｶ 2

347 新改訳新約聖書
ｼﾝ ｶｲﾔｸ ｼﾝﾔｸ
ｾｲｼﾖ

8

348 新旭日の艦隊1
ｼﾝ ｷｮｸｼﾞﾂ ﾉ ｶﾝ
ﾀｲ

荒巻義雄 ｱﾗﾏｷ,ﾖｼｵ 4

349 新旭日の艦隊2
ｼﾝ ｷｮｸｼﾞﾂ ﾉ ｶﾝ
ﾀｲ

荒巻義雄 ｱﾗﾏｷ,ﾖｼｵ 4

350 新旭日の艦隊3
ｼﾝ ｷｮｸｼﾞﾂ ﾉ ｶﾝ
ﾀｲ

荒巻義雄 ｱﾗﾏｷ,ﾖｼｵ 4
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351 新旭日の艦隊4
ｼﾝ ｷｮｸｼﾞﾂ ﾉ ｶﾝ
ﾀｲ

荒巻義雄 ｱﾗﾏｷ,ﾖｼｵ 4

352 新旭日の艦隊5
ｼﾝ ｷｮｸｼﾞﾂ ﾉ ｶﾝ
ﾀｲ

荒巻義雄 ｱﾗﾏｷ,ﾖｼｵ 4

353 新旭日の艦隊6
ｼﾝ ｷｮｸｼﾞﾂ ﾉ ｶﾝ
ﾀｲ

荒巻義雄 ｱﾗﾏｷ,ﾖｼｵ 4

354 新旭日の艦隊7
ｼﾝ ｷｮｸｼﾞﾂ ﾉ ｶﾝ
ﾀｲ

荒巻義雄 ｱﾗﾏｷ,ﾖｼｵ 4

355 新旭日の艦隊8
ｼﾝ ｷｮｸｼﾞﾂ ﾉ ｶﾝ
ﾀｲ

荒巻義雄 ｱﾗﾏｷ,ﾖｼｵ 4

356 新旭日の艦隊9
ｼﾝ ｷｮｸｼﾞﾂ ﾉ ｶﾝ
ﾀｲ

荒巻義雄 ｱﾗﾏｷ,ﾖｼｵ 3

357 新旭日の艦隊10
ｼﾝ ｷｮｸｼﾞﾂ ﾉ ｶﾝ
ﾀｲ

荒巻義雄 ｱﾗﾏｷ,ﾖｼｵ 4

358 新旭日の艦隊11
ｼﾝ ｷｮｸｼﾞﾂ ﾉ ｶﾝ
ﾀｲ

荒巻義雄 ｱﾗﾏｷ,ﾖｼｵ 4

359 新旭日の艦隊12
ｼﾝ ｷｮｸｼﾞﾂ ﾉ ｶﾝ
ﾀｲ

荒巻義雄 ｱﾗﾏｷ,ﾖｼｵ 4

360 新旭日の艦隊13
ｼﾝ ｷｮｸｼﾞﾂ ﾉ ｶﾝ
ﾀｲ

荒巻義雄 ｱﾗﾏｷ,ﾖｼｵ 4

361 新旭日の艦隊14
ｼﾝ ｷｮｸｼﾞﾂ ﾉ ｶﾝ
ﾀｲ

荒巻義雄 ｱﾗﾏｷ,ﾖｼｵ 3

362 新旭日の艦隊15
ｼﾝ ｷｮｸｼﾞﾂ ﾉ ｶﾝ
ﾀｲ

荒巻義雄 ｱﾗﾏｷ,ﾖｼｵ 4

363 新旭日の艦隊16
ｼﾝ ｷｮｸｼﾞﾂ ﾉ ｶﾝ
ﾀｲ

荒巻義雄 ｱﾗﾏｷ,ﾖｼｵ 4

364 新旭日の艦隊17
ｼﾝ ｷｮｸｼﾞﾂ ﾉ ｶﾝ
ﾀｲ

荒巻義雄 ｱﾗﾏｷ,ﾖｼｵ 4

365 新旭日の艦隊零
ｼﾝ ｷｮｸｼﾞﾂ ﾉ ｶﾝ
ﾀｲ

荒巻義雄 ｱﾗﾏｷ,ﾖｼｵ 4

366 新スカートの風 ｼﾝ ｽｶｰﾄ ﾉ ｶｾﾞ 呉善花 ｵ,ｿﾝﾌｧ 3

367 新兵庫の自然
ｼﾝ ﾋｮｳｺﾞ ﾉ ｼｾﾞ
ﾝ

兵庫県生物学会
ﾋｮｳｺﾞｹﾝ ｾｲﾌﾞﾂ
ｶﾞｯｶｲ

4

368 新ファンタジー王国1
ｼﾝ ﾌｧﾝﾀｼﾞｰ ｵｳ
ｺｸ

水野良 ﾐｽﾞﾉ,ﾘｮｳ 6

369 新ファンタジ－王国2
ｼﾝ ﾌｧﾝﾀｼﾞｰ ｵｳ
ｺｸ

竹河聖 ﾀｹｶﾜ,ｾｲ 5

370 新川和江詩集
ｼﾝｶﾜ ｶｽﾞｴ ｼｼｭ
ｳ

新川和江 ｼﾝｶﾜ,ｶｽﾞｴ 3

371
神経痛やリウマチが消えてい
く本

ｼﾝｹｲﾂｳ ﾔ ﾘｳﾏ
ﾁ ｶﾞ ｷｴﾃｲｸ ﾎﾝ

伊奈正之 ｲﾅ,ﾏｻﾕｷ 2

372 神拳李酔竜1 ｼﾝｹﾝ ﾘｽｲﾘｭｳ 高千穂遥 ﾀｶﾁﾎ,ﾊﾙｶ 7
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373 神拳李酔竜2 ｼﾝｹﾝ ﾘｽｲﾘｭｳ 2 高千穂遥 ﾀｶﾁﾎ,ﾊﾙｶ 5

374
侵攻作戦レッド・フェニックス
上

ｼﾝｺｳ ｻｸｾﾝ ﾚｯ
ﾄﾞ ﾌｪﾆｯｸｽ

ラリー・ボンド ﾗﾘｰ ﾎﾞﾝﾄﾞ 12

375
侵攻作戦レッド・フェニックス
下

ｼﾝｺｳ ｻｸｾﾝ ﾚｯ
ﾄﾞ ﾌｪﾆｯｸｽ

ラリー・ボンド ﾗﾘｰ ﾎﾞﾝﾄﾞ 13

376 真実の瞬間 ｼﾝｼﾞﾂ ﾉ ｼｭﾝｶﾝ ヤン・カールソン ｶｰﾙｿﾝ,ﾔﾝ 5

377 心臓病で死なない本
ｼﾝｿﾞｳﾋﾞｮｳ ﾃﾞ ｼ
ﾅﾅｲ ﾎﾝ

石川恭三 ｲｼｶﾜ,ｷｮｳｿﾞｳ 3

378 スウェーデンの挑戦
ｽｳｪｰﾃﾞﾝ ﾉ ﾁｮｳ
ｾﾝ

岡沢憲夫 ｵｶｻﾞﾜ,ﾉﾘｵ 6

379 スカートの風 ｽｶｰﾄ ﾉ ｶｾﾞ 呉善花 ｵ,ｿﾝﾌｧ 4

380 図解脳卒中のリハビリと生活
ｽﾞｶｲ ﾉｳｿｯﾁｭｳ
ﾉ ﾘﾊﾋﾞﾘ ﾄ ｾｲｶﾂ

主婦と生活社 ｼｭﾌ ﾄ ｾｲｶﾂｼｬ 6

381 スキップ ｽｷｯﾌﾟ 北村薫 ｷﾀﾑﾗ,ｶｵﾙ 7

382 すぐ役にたつ家庭料理
ｽｸﾞ ﾔｸ ﾆ ﾀﾂ ｶﾃ
ｲ ﾘｮｳﾘ

城戸崎愛 ｷﾄﾞｻｷ,ｱｲ 2

383 すぐ役立つおもしろ心理学
ｽｸﾞ ﾔｸﾀﾞﾂ ｵﾓｼ
ﾛ ｼﾝﾘｶﾞｸ

渋谷昌三 ｼﾌﾞﾔ,ｼｮｳｿﾞｳ 4

384 寿司屋のかみさんうちあけ話
ｽｼﾔ ﾉ ｶﾐｻﾝ ｳﾁ
ｱｹﾊﾞﾅｼ

佐川芳枝 ｻｶﾞﾜ,ﾖｼｴ 3

385
寿司屋のかみさんお客さま
控帳

ｽｼﾔ ﾉ ｶﾐｻﾝ ｵ
ｷｬｸｻﾏ ﾋｶｴﾁｮｳ

佐川芳枝 ｻｶﾞﾜ,ﾖｼｴ 4

386 頭痛 ｽﾞﾂｳ 木下真男 ｷﾉｼﾀ,ﾏｻｵ 1

387 ストレス ｽﾄﾚｽ 筒井末春 ﾂﾂｲ,ｽｴﾊﾙ 1

388 ストレス「善玉」論 ｽﾄﾚｽ ｾﾞﾝﾀﾞﾏﾛﾝ 中沢正夫 ﾅｶｻﾞﾜ,ﾏｻｵ 3

389 ＳＬＹ ｽﾗｲ 吉本ばなな ﾖｼﾓﾄ,ﾊﾞﾅﾅ 2

390 聖ヨハネホスピスの友人たち
ｾｲ ﾖﾊﾈ ﾎｽﾋﾟｽ
ﾉ ﾕｳｼﾞﾝ ﾀﾁ

重兼芳子 ｼｹﾞｶﾈ,ﾖｼｺ 3

391 青春を読む ｾｲｼｭﾝ ｵ ﾖﾑ 高橋睦郎 ﾀｶﾊｼ,ﾑﾂｵ 4

392 生命系の危機 ｾｲﾒｲｹｲ ﾉ ｷｷ 綿貫礼子 ﾜﾀﾇｷ,ﾚｲｺ 4

393 西洋占星術
ｾｲﾖｳ ｾﾝｾｲｼﾞｭ
ﾂ

ルネ・ヴァンダー
ル・ワタナベ

ﾙﾈ ｳﾞｧﾝﾀﾞｰﾙ ﾜﾀﾅ
ﾍﾞ

1

394
世界を変えた100の発明・発
見

ｾｶｲ ｵ ｶｴﾀ ﾋｬｸ
ﾉ ﾊﾂﾒｲ ﾊｯｹﾝ

PHP研究所
ﾋﾟｰｴｲﾁﾋﾟｰ ｹﾝｷｭｳ
ｼﾞｮ

6
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395 世界を肯定する哲学
ｾｶｲ ｵ ｺｳﾃｲｽﾙ
ﾃﾂｶﾞｸ

保坂和志 ﾎｻｶ,ｶｽﾞｼ 4

396 世界を笑わそ！ ｾｶｲ ｵ ﾜﾗﾜｿ 大島希巳江 ｵｵｼﾏ,ｷﾐｴ 3

397 世界の遺産姫路城
ｾｶｲ ﾉ ｲｻﾝ ﾋﾒ
ｼﾞｼﾞｮｳ

播磨学研究所 ﾊﾘﾏｶﾞｸ ｹﾝｷｭｳｼﾞｮ 4

398 世界史特殊年表
ｾｶｲｼ ﾄｸｼｭ ﾈﾝ
ﾋﾟｮｳ

日比野丈夫 ﾋﾋﾞﾉ,ﾀｹｵ 8

399 せきとたん ｾｷ ﾄ ﾀﾝ 梅田博道 ｳﾒﾀﾞ,ﾋﾛﾐﾁ 1

400 絶望の淵より ｾﾞﾂﾎﾞｳ ﾉ ﾌﾁ ﾖﾘ 山渕和枝 ﾔﾏﾌﾞﾁ,ｶｽﾞｴ 1

401 せぼね健康法 ｾﾎﾞﾈ ｹﾝｺｳﾎｳ 廣瀬修二 ﾋﾛｾ,ｼｭｳｼﾞ 2

402 千利休とその妻たち上
ｾﾝ ﾉ ﾘｷｭｳ ﾄ ｿﾉ
ﾂﾏﾀﾁ

三浦綾子 ﾐｳﾗ,ｱﾔｺ 4

403 千利休とその妻たち下
ｾﾝ ﾉ ﾘｷｭｳ ﾄ ｿﾉ
ﾂﾏﾀﾁ

三浦綾子 ﾐｳﾗ,ｱﾔｺ 5

404 戦争特派員 ｾﾝｿｳ ﾄｸﾊｲﾝ 林真理子 ﾊﾔｼ,ﾏﾘｺ 9

405 旋風 ｾﾝﾌﾟｳ 泡坂　妻夫 ｱﾜｻｶ,ﾂﾏｵ 6

406 草原の椅子上 ｿｳｹﾞﾝ ﾉ ｲｽ 宮本輝 ﾐﾔﾓﾄ,ﾃﾙ 5

407 草原の椅子下 ｿｳｹﾞﾝ ﾉ ｲｽ 宮本輝 ﾐﾔﾓﾄ,ﾃﾙ 5

408 続・新たなる航海1
ｿﾞｸ ｱﾗﾀﾅﾙ ｺｳｶ
ｲ

サンドラ・マー
シャク

ﾏｰｼｬｸ,ｻﾝﾄﾞﾗ 5

409 続・新たなる航海2
ｿﾞｸ ｱﾗﾀﾅﾙ ｺｳｶ
ｲ

サンドラ・マー
シャク

ﾏｰｼｬｸ,ｻﾝﾄﾞﾗ 4

410 続・スカートの風 ｿﾞｸ ｽｶｰﾄ ﾉ ｶｾﾞ 呉善花 ｵ,ｿﾝﾌｧ 4

411 そこに僕はいた ｿｺ ﾆ ﾎﾞｸ ﾜ ｲﾀ 辻仁成 ﾂｼﾞ,ﾋﾄﾅﾘ 3

412 そこに君がいた ｿｺﾆ ｷﾐ ｶﾞ ｲﾀ 辻仁成 ﾂｼﾞ,ﾋﾄﾅﾘ 2

413 それでも親か！ ｿﾚﾃﾞﾓ ｵﾔ ｶ 稲葉修 ｲﾅﾊﾞ,ｵｻﾑ 2

414 損害保険の話
ｿﾝｶﾞｲ ﾎｹﾝ ﾉ ﾊ
ﾅｼ

日本損害保険協
会

ﾆﾎﾝｿﾝｶﾞｲﾎｹﾝｷｮｳ
ｶｲ

1

415 たかが江川されど江川
ﾀｶｶﾞ ｴｶﾞﾜ ｻﾚﾄﾞ
ｴｶﾞﾜ

江川卓 ｴｶﾞﾜ,ｽｸﾞﾙ 5

416 だから、あなたも生きぬいて
ﾀﾞｶﾗ ｱﾅﾀ ﾓ ｲｷ
ﾇｲﾃ

大平光代 ｵｵﾋﾗ,ﾐﾂﾖ 3
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417 他人をほめる人、けなす人
ﾀﾆﾝ ｵ ﾎﾒﾙ ﾋﾄ
ｹﾅｽ ﾋﾄ

フランチェスコ・
アルベローニ

ｱﾙﾍﾞﾛｰﾆ,ﾌﾗﾝﾁｪｽ
ｺ

3

418 田沼意次の時代
ﾀﾇﾏ ｵｷﾂｸﾞ ﾉ ｼﾞ
ﾀﾞｲ

大石慎三郎 ｵｵｲｼ,ｼﾝｻﾞﾌﾞﾛｳ 6

419 楽しく学ぶ健康読本
ﾀﾉｼｸ ﾏﾅﾌﾞ ｹﾝｺ
ｳ ﾄﾞｸﾎﾝ

山根至二 ﾔﾏﾈ,ﾖｼｼﾞ 3

420 楽しんでます、共働き
ﾀﾉｼﾝﾃﾞﾏｽ ﾄﾓﾊﾞ
ﾀﾗｷ

松尾道子 ﾏﾂｵ,ﾐﾁｺ 5

421 タバコはなぜやめられないか
ﾀﾊﾞｺ ﾜ ﾅｾﾞ ﾔﾒﾗ
ﾚﾅｲｶ

宮里勝政 ﾐﾔｻﾄ,ｶﾂﾏｻ 4

422 旅は青空 ﾀﾋﾞ ﾜ ｱｵｿﾞﾗ 池波正太郎 ｲｹﾅﾐ,ｼｮｳﾀﾛｳ 2

423
誰にでもできる「気」のコツの
コツ

ﾀﾞﾚﾆﾃﾞﾓ ﾃﾞｷﾙ
ｷ ﾉ ｺﾂ ﾉ ｺﾂ

安田隆 ﾔｽﾀﾞ,ﾀｶｼ 3

424 男子豹変のすすめ
ﾀﾞﾝｼ ﾋｮｳﾍﾝ ﾉ ｽ
ｽﾒ

童門冬二 ﾄﾞｳﾓﾝ,ﾌﾕｼﾞ 3

425 血の騒ぎを聴け ﾁ ﾉ ｻﾜｷﾞ ｵ ｷｹ 宮本輝 ﾐﾔﾓﾄ,ﾃﾙ 4

426 地の乳房 ﾁ ﾉ ﾁﾌﾞｻ 水上勉 ﾐﾅｶﾐ,ﾂﾄﾑ 8

427 小さくとも命の花は
ﾁｲｻｸﾄﾓ ｲﾉﾁ ﾉ
ﾊﾅ ﾜ

平岩弓枝 ﾋﾗｲﾜ,ﾕﾐｴ 5

428 取り替え子（チェンジリング） ﾁｪﾝｼﾞﾘﾝｸﾞ 大江健三郎 ｵｵｴ,ｹﾝｻﾞﾌﾞﾛｳ 6

429 地球上陸命令
ﾁｷｭｳ ｼﾞｮｳﾘｸ ﾒ
ｲﾚｲ

ジェイムズ．ブ
リッシュ

ﾌﾞﾘｯｼｭ,ｼﾞｪｲﾑｽﾞ 5

430 地名で読む江戸の町
ﾁﾒｲ ﾃﾞ ﾖﾑ ｴﾄﾞ ﾉ
ﾏﾁ

大石学 ｵｵｲｼ,ﾏﾅﾌﾞ 4

431 中国五千年上 ﾁｭｳｺﾞｸ ｺﾞｾﾝﾈﾝ 陳舜臣 ﾁﾝ,ｼｭﾝｼﾝ 5

432 中国五千年下 ﾁｭｳｺﾞｸ ｺﾞｾﾝﾈﾝ 陳舜臣 ﾁﾝ,ｼｭﾝｼﾝ 5

433
中途視覚障害者のための点
字入門

ﾁｭｳﾄ　ｼｶｸ　ｼｮ
ｳｶﾞｲｼｬ　ﾉ　ﾀﾒ
ﾉ　ﾃﾝｼﾞ　ﾆｭｳﾓﾝ

立花明彦 ﾀﾁﾊﾞﾅ,ｱｹﾋｺ 1

434 中年以後 ﾁｭｳﾈﾝ ｲｺﾞ 曽野綾子 ｿﾉ,ｱﾔｺ 4

435 張明澄、究極の漢方を語る
ﾁｮｳ ﾒｲﾁｮｳ ｷｭｳ
ｷｮｸ ﾉ ｶﾝﾎﾟｳ ｵ ｶ
ﾀﾙ

張明澄 ﾁｮｳ,ﾒｲﾁｮｳ 2

436 長英逃亡上 ﾁｮｳｴｲ ﾄｳﾎﾞｳ 吉村昭 ﾖｼﾑﾗ,ｱｷﾗ 6

437 長英逃亡下 ﾁｮｳｴｲ ﾄｳﾎﾞｳ 吉村昭 ﾖｼﾑﾗ,ｱｷﾗ 6

438 長距離走者の孤独
ﾁｮｳｷｮﾘ ｿｳｼｬ ﾉ
ｺﾄﾞｸ

アラン．シリトー ｼﾘﾄ-,ｱﾗﾝ 3
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439 調理の基本知識 ﾁｮｳﾘﾉｷﾎﾝﾁｼｷ 1

440 沈黙の春 ﾁﾝﾓｸ ﾉ ﾊﾙ
レイチェル・カー
ソン

ｶｰｿﾝ,ﾚｲﾁｪﾙ 6

441 通貨が堕落するとき
ﾂｳｶ ｶﾞ ﾀﾞﾗｸ ｽﾙ
ﾄｷ

木村剛 ｷﾑﾗ,ﾀｹｼ 7

442 塚原卜伝 ﾂｶﾊﾗ ﾎﾞｸﾃﾞﾝ 南條範夫 ﾅﾝｼﾞｮｳ,ﾉﾘｵ 2

443 月のしずく ﾂｷ ﾉ ｼｽﾞｸ 浅田次郎 ｱｻﾀﾞ,ｼﾞﾛｳ 5

444 土を喰う日々 ﾂﾁ ｵ ｸｳ ﾋﾋﾞ 水上勉 ﾐﾅｶﾐ,ﾂﾄﾑ 2

445 定年からが面白い
ﾃｲﾈﾝ ｶﾗｶﾞ ｵﾓｼ
ﾛｲ

小林淳宏 ｺﾊﾞﾔｼ,ｱﾂﾋﾛ 4

446 天下を呑んだ男
ﾃﾝｶﾞ ｵ ﾉﾝﾀﾞ ｵﾄ
ｺ

中村　隆資 ﾅｶﾑﾗ,ﾘｭｳｽｹ 3

447 天下に挑む ﾃﾝｶ ﾆ ｲﾄﾞﾑ 海音寺潮五郎 ｶｲｵﾝｼﾞ,ﾁｮｳｺﾞﾛｳ 4

448 天涯の花 ﾃﾝｶﾞｲ ﾉ ﾊﾅ 宮尾登美子 ﾐﾔｵ,ﾄﾐｺ 6

449 天山を越えて ﾃﾝｻﾞﾝ ｵ ｺｴﾃ 胡桃沢耕史 ｸﾙﾐｻﾞﾜ,ｺｳｼ 5

450 点字楽符の解説
ﾃﾝｼﾞ ｶﾞｸﾌ ﾉ ｶｲ
ｾﾂ

瀬川正雄 ｾｶﾞﾜ,ﾏｻｵ 1

451 点字・点訳基本入門
ﾃﾝｼﾞ ﾃﾝﾔｸ ｷﾎﾝ
ﾆｭｳﾓﾝ

当山　啓 ﾄｳﾔﾏ,ﾋﾗｸ 2

452 点字発明者の生涯
ﾃﾝｼﾞ ﾊﾂﾒｲｼｬ ﾉ
ｼｮｳｶﾞｲ

ピエール．アンリ ｱﾝﾘ,ﾋﾟｴ-ﾙ 2

453 電子レンジ料理 ﾃﾞﾝｼ ﾚﾝｼﾞ ﾘｮｳﾘ 天野悦子 ｱﾏﾉ,ｴﾂｺ 1

454 天地創造９９の謎
ﾃﾝﾁ ｿｳｿﾞｳ ｸ
ｼﾞｭｳｸ ﾉ ﾅｿﾞ

吉田敦彦 ﾖｼﾀﾞ,ｱﾂﾋｺ 3

455 電池が切れるまで ﾃﾞﾝﾁｶﾞｷﾚﾙﾏﾃﾞ 宮本雅史 ﾐﾔﾓﾄ,ﾏｻﾌﾐ 2

456 天平の甍 ﾃﾝﾋﾟｮｳ ﾉ ｲﾗｶ 井上靖 ｲﾉｳｴ,ﾔｽｼ 3

457 導引術入門
ﾄﾞｳｲﾝｼﾞｭﾂ ﾆｭｳ
ﾓﾝ

早島正雄 ﾊﾔｼﾏ,ﾏｻｵ 2

458 動悸・息切れ ﾄﾞｳｷ ｲｷｷﾞﾚ 長田洋文 ｵｻﾀﾞ,ﾋﾛﾌﾐ 1

459 どうするの先生？ ﾄﾞｳｽﾙﾉ ｾﾝｾｲ
「教育を考える
会」

ｷｮｳｲｸ ｵ ｶﾝｶﾞｴﾙ
ｶｲ

3

460 動物の言い分人間の言い分
ﾄﾞｳﾌﾞﾂ ﾉ ｲｲﾌﾞﾝ
ﾆﾝｹﾞﾝ ﾉ ｲｲﾌﾞﾝ

日高敏隆 ﾋﾀﾞｶ,ﾄｼﾀｶ 3

21



書名 書名カナ 著者名漢字 著者名カナ 巻数

461
ドクター・スヌーピーの犬の気
持ちがわかる本

ﾄﾞｸﾀｰ ｽﾇｰﾋﾟｰ ﾉ
ｲﾇ ﾉ ｷﾓﾁ ｶﾞ ﾜｶﾙ
ﾎﾝ

チャールズ・Ｍ．
シュルツ

ｼｭﾙﾂ,ﾁｬｰﾙｽﾞ･M. 1

462 図書散歩 ﾄｼｮ ｻﾝﾎﾟ 原田安啓 ﾊﾗﾀﾞ,ﾔｽﾋﾛ 2

463 図書館と国際障害者年
ﾄｼﾖｶﾝ ﾄ ｺｸｻｲ
ｼﾖｳｶﾞｲｼﾔﾈﾝ

河村宏 ｶﾜﾑﾗ,ﾋﾛｼ 4

464 ともに生かされて ﾄﾓﾆ ｲｶｻﾚﾃ 佐藤大和 ｻﾄｳ,ﾔﾏﾄ 2

465 永遠の華 ﾄﾜ ﾉ ﾊﾅ 永原睦代 ﾅｶﾞﾊﾗ,ﾑﾂﾖ 1

466 ど忘れしきたり事典
ﾄﾞﾜｽﾚ ｼｷﾀﾘ ｼﾞ
ﾃﾝ

新用字用語研究
会

ｼﾝﾖｳｼﾞﾖｳｺﾞｹﾝｷｭ
ｳｶｲ

3

467 長崎ぶらぶら節
ﾅｶﾞｻｷ ﾌﾞﾗﾌﾞﾗﾌﾞ
ｼ

なかにし礼 ﾅｶﾆｼ,ﾚｲ 4

468 中原誠実践集
ﾅｶﾊﾗ ﾏｺﾄ ｼﾞｯｾ
ﾝｼｭｳ

中原誠 ﾅｶﾊﾗ,ﾏｺﾄ 3

469
中坊公平・私（わたし）の事件
簿

ﾅｶﾎﾞｳ ｺｳﾍｲ ﾜﾀ
ｼ ﾉ ｼﾞｹﾝﾎﾞ

中坊公平 ﾅｶﾎﾞｳ,ｺｳﾍｲ 3

470 中村汀女句集
ﾅｶﾑﾗ ﾃｲｼﾞｮ ｸ
ｼｭｳ

中村汀女 ﾅｶﾑﾗ,ﾃｲｼﾞｮ 1

471 なじみの店 ﾅｼﾞﾐ ﾉ ﾐｾ 池内紀 ｲｹｳﾁ,ｵｻﾑ 2

472 謎の丹波路 ﾅｿﾞ ﾉ ﾀﾝﾊﾞｼﾞ 春木一夫 ﾊﾙｷ,ｶｽﾞｵ 5

473 なたぎり三人女
ﾅﾀｷﾞﾘ ｻﾝﾆﾝ ｵﾝ
ﾅ

群ようこ ﾑﾚ,ﾖｳｺ 3

474 夏服を着た女たち
ﾅﾂﾌｸ ｵ ｷﾀ ｵﾝ
ﾅﾀﾁ

アーウィン・
ショー

ｱｰｳｨﾝ･ｼｮｰ 4

475 浪花の源蔵
ﾅﾆﾜ ﾉ ｹﾞﾝｿﾞｳ ﾒ
ｼﾄﾘ ｷｼﾞ

有明夏夫 ｱﾘｱｹ,ﾅﾂｵ 3

476 名もなき毒 ﾅﾓﾅｷﾄﾞｸ 宮部みゆき ﾐﾔﾍﾞ,ﾐﾕｷ 7

477 なるほど！損得クイズ
ﾅﾙﾎﾄﾞ ｿﾝ ﾄｸ ｸｲ
ｽﾞ

山口賢裕 ﾔﾏｸﾞﾁ,ﾖｼﾋﾛ 1

478
なんとなくおかしい時の自己
診断

ﾅﾝﾄﾅｸ ｵｶｼｲ ﾄ
ｷ ﾉ  ｼﾞｺ ｼﾝﾀﾞﾝ

浦田卓 ｳﾗﾀ,ﾀｶｼ 3

479 なんとなくな日々 ﾅﾝﾄﾅｸﾅ ﾋﾋﾞ 川上弘美 ｶﾜｶﾐ,ﾋﾛﾐ 2

480 においの化学 ﾆｵｲ ﾉ ｶｶﾞｸ 長谷川香料（株） ﾊｾｶﾞﾜ ｺｳﾘｮｳ 3

481 西川勢津子の住みごこち
ﾆｼｶﾜ ｾﾂｺ ﾉ ｽﾐ
ｺﾞｺﾁ

西川勢津子 ﾆｼｶﾜ,ｾﾂｺ 2

482 ２重人間スポック！
ﾆｼﾞｭｳﾆﾝｹﾞﾝ ｽ
ﾎﾟｯｸ !

ジェイムズ・ブ
リッシュ

ﾌﾞﾘｯｼｭ･ｼﾞｪｲﾑｽﾞ 4
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483 日本小説代表作集
ﾆﾎﾝ ｼｮｳｾﾂ ﾀﾞｲ
ﾋｮｳｻｸｼｭｳ

ライトハウス点
字出版部

ﾗｲﾄﾊｳｽﾃﾝｼﾞｼｭｯ
ﾊﾟﾝﾌﾞ

5

484 日本ダービー殺人事件
ﾆﾎﾝ ﾀﾞｰﾋﾞｰ ｻﾂ
ｼﾞﾝ ｼﾞｹﾝ

西村京太郎 ﾆｼﾑﾗ,ｷｮｳﾀﾛｳ 5

485 日本朝鮮戦争第１部
ﾆﾎﾝ ﾁｮｳｾﾝ ｾﾝ
ｿｳ

森詠 ﾓﾘ,ｴｲ 3

486 日本朝鮮戦争第２部
ﾆﾎﾝ ﾁｮｳｾﾝ ｾﾝ
ｿｳ

森詠 ﾓﾘ,ｴｲ 4

487 日本朝鮮戦争第３部
ﾆﾎﾝ ﾁｮｳｾﾝ ｾﾝ
ｿｳ

森詠 ﾓﾘ,ｴｲ 4

488 日本朝鮮戦争第４部
ﾆﾎﾝ ﾁｮｳｾﾝ ｾﾝ
ｿｳ

森詠 ﾓﾘ,ｴｲ 4

489 日本朝鮮戦争第５部
ﾆﾎﾝ ﾁｮｳｾﾝ ｾﾝ
ｿｳ

森詠 ﾓﾘ,ｴｲ 3

490 日本朝鮮戦争第６部
ﾆﾎﾝ ﾁｮｳｾﾝ ｾﾝ
ｿｳ

森詠 ﾓﾘ,ｴｲ 4

491 日本朝鮮戦争第７部
ﾆﾎﾝ ﾁｮｳｾﾝ ｾﾝ
ｿｳ

森詠 ﾓﾘ,ｴｲ 4

492 日本朝鮮戦争第８部
ﾆﾎﾝ ﾁｮｳｾﾝ ｾﾝ
ｿｳ

森詠 ﾓﾘ,ｴｲ 3

493 日本朝鮮戦争第９部
ﾆﾎﾝ ﾁｮｳｾﾝ ｾﾝ
ｿｳ

森詠 ﾓﾘ,ｴｲ 4

494 日本朝鮮戦争第１０部
ﾆﾎﾝ ﾁｮｳｾﾝ ｾﾝ
ｿｳ

森詠 ﾓﾘ,ｴｲ 3

495 日本朝鮮戦争第１１部
ﾆﾎﾝ ﾁｮｳｾﾝ ｾﾝ
ｿｳ

森詠 ﾓﾘ,ｴｲ 3

496 日本朝鮮戦争第１２部
ﾆﾎﾝ ﾁｮｳｾﾝ ｾﾝ
ｿｳ

森詠 ﾓﾘ,ｴｲ 4

497 日本朝鮮戦争第１３部
ﾆﾎﾝ ﾁｮｳｾﾝ ｾﾝ
ｿｳ

森詠 ﾓﾘ,ｴｲ 4

498 日本朝鮮戦争第１４部
ﾆﾎﾝ ﾁｮｳｾﾝ ｾﾝ
ｿｳ

森詠 ﾓﾘ,ｴｲ 4

499 日本朝鮮戦争第１５部
ﾆﾎﾝ ﾁｮｳｾﾝ ｾﾝ
ｿｳ

森詠 ﾓﾘ,ｴｲ 5

500
日本点字表記法　１９９０年
版1

ﾆﾎﾝ ﾃﾝｼﾞ ﾋｮｳｷ
ﾎｳ

日本点字委員会 ﾆﾎﾝ ﾃﾝｼﾞ ｲｲﾝｶｲ 1

501
日本点字表記法　１９９０年
版2

ﾆﾎﾝ ﾃﾝｼﾞ ﾋｮｳｷ
ﾎｳ

日本点字委員会 ﾆﾎﾝ ﾃﾝｼﾞ ｲｲﾝｶｲ 1

502
日本点字表記法　１９９０年
版3

ﾆﾎﾝ ﾃﾝｼﾞ ﾋｮｳｷ
ﾎｳ

日本点字委員会 ﾆﾎﾝ ﾃﾝｼﾞ ｲｲﾝｶｲ 1

503 日本文学史 ﾆﾎﾝ ﾌﾞﾝｶﾞｸｼ 島津忠夫 ｼﾏｽﾞ,ﾀﾀﾞｵ 4

504 日本海雷撃戦上
ﾆﾎﾝｶｲ ﾗｲｹﾞｷｾ
ﾝ

鳴海章 ﾅﾙﾐ,ｼｮｳ 5
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505 日本海雷撃戦下
ﾆﾎﾝｶｲ ﾗｲｹﾞｷｾ
ﾝ

鳴海章 ﾅﾙﾐ,ｼｮｳ 5

506 日本語誤用・慣用小辞典
ﾆﾎﾝｺﾞ ｺﾞﾖｳ ｶﾝﾖ
ｳ ｼｮｳｼﾞﾃﾝ

国広哲弥 ｸﾆﾋﾛ,ﾃﾂﾔ 3

507 日本史重要人物１０１
ﾆﾎﾝｼ ｼﾞｭｳﾖｳ
ｼﾞﾝﾌﾞﾂ ﾋｬｸ ｲﾁ

五味文彦 ｺﾞﾐ,ﾌﾐﾋｺ 9

508
日本史にみる女の愛と生き
方

ﾆﾎﾝｼ ﾆ ﾐﾙ ｵﾝ
ﾅ ﾉ ｱｲ ﾄ ｲｷｶﾀ

永井路子 ﾅｶﾞｲ,ﾐﾁｺ 2

509 ニューヨークでガンと生きる
ﾆｭｰﾖｰｸ ﾃﾞ ｶﾞﾝ
ﾄ ｲｷﾙ

千葉敦子 ﾁﾊﾞ,ｱﾂｺ 3

510 仁淀川 ﾆﾖﾄﾞｶﾞﾜ 宮尾登美子 ﾐﾔｵ,ﾄﾐｺ 4

511 にんげん住所録
ﾆﾝｹﾞﾝ ｼﾞｭｳｼｮﾛ
ｸ

高峰秀子 ﾀｶﾐﾈ,ﾋﾃﾞｺ 3

512 ぬしさまへ ﾇｼｻﾏ ﾍ 畠中　恵 ﾊﾀｹﾅｶ,ﾒｸﾞﾐ 4

513 猫弁 ﾈｺﾍﾞﾝ 大山　淳子 ｵｵﾔﾏ,ｼﾞｭﾝｺ 2

514 寝たきりにしない自宅介護
ﾈﾀｷﾘﾆｼﾅｲ ｼﾞﾀ
ｸ ｶｲｺﾞ

峯村良子 ﾐﾈﾑﾗ,ﾘｮｳｺ 2

515 脳外科最前線
ﾉｳ ｹﾞｶ ｻｲｾﾞﾝｾ
ﾝ

平塚秀雄 ﾋﾗﾂｶ,ﾋﾃﾞｵ 4

516 脳死 ﾉｳｼ 立花隆 ﾀﾁﾊﾞﾅ,ﾀｶｼ 8

517 のどの異常 ﾉﾄﾞ ﾉ ｲｼﾞｮｳ 鈴木理文 ｽｽﾞｷ,ﾏｻﾌﾐ 1

518 信長 ﾉﾌﾞﾅｶﾞ 秋山駿 ｱｷﾔﾏ,ｼｭﾝ 9

519 飲み水が危ない ﾉﾐ ﾐｽﾞ ｶﾞ ｱﾌﾞﾅｲ ＮＨＫ取材班
ｴﾇｴｲﾁｹｲ ｼｭｻﾞｲﾊ
ﾝ

5

520 野良犬の謝肉祭 ﾉﾗｲﾇ ﾉ ｼｬﾆｸｻｲ 勝目梓 ｶﾂﾒ,ｱｽﾞｻ 5

521 俳句誌　くれない ﾊｲｸｼ ｸﾚﾅｲ 大川洽一郎 ｵｵｶﾜ,ｺｳｲﾁﾛｳ 35

522 俳句誌　潮騒 ﾊｲｸｼ ｼｵｻｲ 19

523
歯医者さんが教える歯のは
なし

ﾊｲｼｬｻﾝ ｶﾞ ｵｼｴ
ﾙ ﾊ ﾉ ﾊﾅｼ

松本康路 ﾏﾂﾓﾄ,ﾔｽﾐﾁ 3

524 パイリスの魔術師
ﾊﾟｲﾘｽ ﾉ ﾏｼﾞｭﾂ
ｼ

ジェイムズ．ブ
リッシュ

ﾌﾞﾘｯｼｭ,ｼﾞｪｲﾑｽﾞ 5

525 バカにつける薬 ﾊﾞｶ ﾆ ﾂｹﾙ ｸｽﾘ 高須克弥 ﾀｶｽ,ｶﾂﾔ 4

526 吐き気 ﾊｷｹ 春山克郎 ﾊﾙﾔﾏ,ｶﾂﾛｳ 1
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527 場所 ﾊﾞｼｮ 瀬戸内寂聴 ｾﾄｳﾁ,ｼﾞｬｸﾁｮｳ 5

528
長谷川貞夫式六点漢字熟語
辞典

ﾊｾｶﾞﾜ ｻﾀﾞｵ ｼｷ ﾛｸ
ﾃﾝ ｶﾝｼﾞ ｼﾞｭｸｺﾞ ｼﾞﾃ
ﾝ

平田祥浩 ﾋﾗﾀ,ﾖｼﾋﾛ 10

529 裸足と貝殻 ﾊﾀﾞｼ ﾄ ｶｲｶﾞﾗ 三木卓 ﾐｷ,ﾀｸ 9

530 旗本退屈男 ﾊﾀﾓﾄ ﾀｲｸﾂ ｵﾄｺ 佐々木味津三 ｻｻｷ,ﾐﾂｿﾞｳ 6

531 ’８５最新カラオケヒット５０
ﾊﾁｼﾞｭｳｺﾞ ｻｲｼﾝ
ｶﾗｵｹ ﾋｯﾄ ｺﾞｼﾞｭｳ

櫛田紘一 ｸｼﾀﾞ,ｺｳｲﾁ 1

532 ’８６最新カラオケヒット１００
ﾊﾁｼﾞｭｳﾛｸ ｻｲｼ
ﾝ ｶﾗｵｹ ﾋｯﾄ ﾋｬ
ｸ

東京ヘレンケ
ラー協会

ﾄｳｷｮｳﾍﾚﾝｹﾗ-ｷｮ
ｳｶｲ

1

533 ’８７最新カラオケヒット１００
ﾊﾁｼﾞｭｳﾅﾅ ｻｲｼ
ﾝ ｶﾗｵｹ ﾋｯﾄ ﾋｬ
ｸ

東京ヘレンケ
ラー協会

ﾄｳｷｮｳﾍﾚﾝｹﾗ-ｷｮ
ｳｶｲ

1

534 ’８８最新カラオケヒット１００
ﾊﾁｼﾞｭｳﾊﾁ ｻｲｼ
ﾝ ｶﾗｵｹ ﾋｯﾄ ﾋｬ
ｸ

東京ヘレンケ
ラー協会

ﾄｳｷｮｳﾍﾚﾝｹﾗｰｷｮ
ｳｶｲ

1

535 ’８９最新カラオケヒット１００
ﾊﾁｼﾞｭｳｷｭｳ ｻｲｼ
ﾝ ｶﾗｵｹ ﾋｯﾄ ﾋｬｸ

東京ヘレンケ
ラー協会

ﾄｳｷｮｳﾍﾚﾝｹﾗｰｷｮ
ｳｶｲ

1

536 八百八町の名探偵
ﾊｯﾋﾟｬｸ ﾔﾁｮｳ ﾉ
ﾒｲﾀﾝﾃｲ

岡本綺堂 ｵｶﾓﾄ,ｷﾄﾞｳ 4

537 果てしなき流れの果てに
ﾊﾃｼﾅｷ ﾅｶﾞﾚ ﾉ
ﾊﾃﾆ

小松左京 ｺﾏﾂ,ｻｷｮｳ 6

538 覇道の鷲毛利元就
ﾊﾄﾞｳ ﾉ ﾜｼ ﾓｳﾘ
ﾓﾄﾅﾘ

古川薫 ﾌﾙｶﾜ,ｶｵﾙ 4

539 花影の花 ﾊﾅｶｹﾞ ﾉ ﾊﾅ 平岩弓枝 ﾋﾗｲﾜ,ﾕﾐｴ 6

540 花じまり ﾊﾅｼﾞﾏﾘ 宇能鴻一郎 ｳﾉ,ｺｳｲﾁﾛｳ 3

541 バナナの村のアンネッティ
ﾊﾞﾅﾅ ﾉ ﾑﾗ ﾉ ｱﾝ
ﾈｯﾃｨ

中村賢二郎 ﾅｶﾑﾗ,ｹﾝｼﾞﾛｳ 2

542 ハネムーン ﾊﾈﾑｰﾝ 吉本ばなな ﾖｼﾓﾄ,ﾊﾞﾅﾅ 2

543 母住井すゑ ﾊﾊ ｽﾐｲ ｽｴ 増田れい子 ﾏｽﾀﾞ,ﾚｲｺ 3

544 母の男言葉 ﾊﾊ ﾉ ｵﾄｺ ｺﾄﾊﾞ 伊集院静 ｲｼﾞｭｳｲﾝ,ｼｽﾞｶ 4

545 薔薇色の悲劇 ﾊﾞﾗｲﾛ ﾉ ﾋｹﾞｷ 吉村達也 ﾖｼﾑﾗ,ﾀﾂﾔ 5

546 バリアフリームーブメント
ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ ﾑｰﾌﾞﾒ
ﾝﾄ

3

547 遥なる甲子園 ﾊﾙｶﾅﾙ ｺｳｼｴﾝ 戸部良也 ﾄﾍﾞ,ﾖｼﾅﾘ 2

548 反逆上 ﾊﾝｷﾞｬｸ 遠藤周作 ｴﾝﾄﾞｳ,ｼｭｳｻｸ 5
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549 反逆下 ﾊﾝｷﾞｬｸ 遠藤周作 ｴﾝﾄﾞｳ,ｼｭｳｻｸ 5

550 播州歴史散歩
ﾊﾞﾝｼﾕｳ ﾚｷｼ ｻ
ﾝﾎﾟ

黒部亨 ｸﾛﾍﾞ,ﾄｵﾙ 2

551 半ズボンをはいた播磨屋
ﾊﾝｽﾞﾎﾞﾝ ｵ ﾊｲﾀ
ﾊﾘﾏﾔ

中村吉右衛門 ﾅｶﾑﾗ,ｷﾁｴﾓﾝ(2 ) 4

552 ビートルズ詩集 ﾋﾞｰﾄﾙｽﾞ ｼｼｭｳ 岩谷宏 ｲﾜﾀﾆ,ﾋﾛｼ 4

553 ビールのうまさをさぐる
ﾋﾞｰﾙ ﾉ ｳﾏｻ ｵ
ｻｸﾞﾙ

キリンビール株
式会社

ｷﾘﾝﾋﾞｰﾙｶﾌﾞｼｷｶﾞｲ
ｼｬ

2

554 ひかりごけ・海肌の匂い ﾋｶﾘｺﾞｹ 武田泰淳 ﾀｹﾀﾞ,ﾀｲｼﾞｭﾝ 3

555 非常識の美学
ﾋｼﾞｮｳｼｷ ﾉ ﾋﾞｶﾞ
ｸ

森瑶子 ﾓﾘ,ﾖｳｺ 3

556 秀吉と女たち ﾋﾃﾞﾖｼ ﾄ ｵﾝﾅﾀﾁ 楠戸義昭 ｸｽﾄﾞ,ﾖｼｱｷ 3

557 秀吉と利休 ﾋﾃﾞﾖｼ ﾄ ﾘｷｭｳ 野上弥生子 ﾉｶﾞﾐ,ﾔｴｺ 8

558 ひとり暮らし料理の技術
ﾋﾄﾘ ｸﾞﾗｼ ﾘｮｳﾘ
ﾉ ｷﾞｼﾞｭﾂ

津村喬 ﾂﾑﾗ,ﾀｶｼ 6

559 微熱・発熱 ﾋﾞﾈﾂ ﾊﾂﾈﾂ 近藤壽郎 ｺﾝﾄﾞｳ,ｼﾞｭﾛｳ 1

560 皮膚の異常 ﾋﾌ ﾉ ｲｼﾞｮｳ 堀嘉昭 ﾎﾘ,ﾖｼｱｷ 1

561 肥満 ﾋﾏﾝ 中村治雄 ﾅｶﾑﾗ,ﾊﾙｵ 1

562 秘密のひととき ﾋﾐﾂ ﾉ ﾋﾄﾄｷ 赤川次郎 ｱｶｶﾞﾜ,ｼﾞﾛｳ 3

563 秘命捜査人 ﾋﾒｲ ﾊﾝﾀｰ ｺｯﾌﾟ 広山義慶 ﾋﾛﾔﾏ,ﾖｼﾉﾘ 4

564 姫路城遊歩ガイド
ﾋﾒｼﾞｼﾞｮｳ ﾕｳﾎ
ｶﾞｲﾄﾞ

寺林峻 ﾃﾗﾊﾞﾔｼ,ｼｭﾝ 2

565 百歳 ﾋｬｸｻｲ 柴田　トヨ ｼﾊﾞﾀ，ﾄﾖ 1

566 兵庫県人 ﾋﾖｳｺﾞ ｹﾝｼﾞﾝ 黒部亨 ｸﾛﾍﾞ,ﾄｵﾙ 6

567 兵庫スリ犯科帳
ﾋｮｳｺﾞ ｽﾘ ﾊﾝｶ
ﾁｮｳ

兵庫県警察本部
ﾋｮｳｺﾞｹﾝｹｲｻﾂﾎﾝ
ﾌﾞ

3

568 兵庫県の歴史散歩上巻
ﾋﾖｳｺﾞｹﾝ ﾉ ﾚｷｼ
ｻﾝﾎﾟ

兵庫県歴史学会
ﾋﾖｳｺﾞｹﾝﾚｷｼｶﾞﾂｶ
ｲ

3

569 兵庫県の歴史散歩下巻
ﾋﾖｳｺﾞｹﾝ ﾉ ﾚｷｼ
ｻﾝﾎﾟ

兵庫県歴史学会
ﾋﾖｳｺﾞｹﾝﾚｷｼｶﾞﾂｶ
ｲ

3

570 兵庫史探訪 ﾋﾖｳｺﾞｼ ﾀﾝﾎﾞｳ
ＮＨＫ神戸放送
局

ｴﾇｴｲﾁｹｲｺｳﾍﾞﾎｳ
ｿｳｷｮｸ

4
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571 氷点 ﾋｮｳﾃﾝ 三浦綾子 ﾐｳﾗ,ｱﾔｺ 8

572 平方龍男 ﾋﾗｶﾀ ﾀﾂｵ 川野楠巳 ｶﾜﾉ,ｸｽﾐ 1

573 風林火山 ﾌｳﾘﾝｶｻﾞﾝ 井上靖 ｲﾉｳｴ,ﾔｽｼ 4

574 腹痛 ﾌｸﾂｳ 三辺謙 ｻﾝﾍﾞ,ｹﾝ 1

575 藤沢周平句集
ﾌｼﾞｻﾜ ｼｭｳﾍｲ ｸ
ｼｭｳ

藤沢周平 ﾌｼﾞｻﾜ,ｼｭｳﾍｲ 1

576 ふたたびの生 ﾌﾀﾀﾋﾞ ﾉ ｾｲ 柳澤桂子 ﾔﾅｷﾞｻﾜ,ｹｲｺ 3

577 不忠臣蔵 ﾌﾁｭｳｼﾝｸﾞﾗ 井上ひさし ｲﾉｳｴ,ﾋｻｼ 5

578 不眠 ﾌﾐﾝ 延島信也 ﾉﾌﾞｼﾏ,ｼﾝﾔ 1

579 不眠症 ﾌﾐﾝｼｮｳ 保坂隆 ﾎｻｶ,ﾀｶｼ 3

580 ぶらりあかし ﾌﾞﾗﾘ ｱｶｼ 伊藤太一 ｲﾄｳ,ﾀｲﾁ 1

581 フランス基本語５０００辞典
ﾌﾗﾝｽ ｷﾎﾝｺﾞ ｺﾞ
ｾﾝ ｼﾞﾃﾝ

ジョルジュ．マト
レ

ﾏﾄﾚ,ｼﾞﾖﾙｼﾞﾕ 14

582 プリズンホテル１（夏） ﾌﾟﾘｽﾞﾝ ﾎﾃﾙ 浅田次郎 ｱｻﾀﾞ,ｼﾞﾛｳ 4

583 プリズンホテル２（秋） ﾌﾟﾘｽﾞﾝ ﾎﾃﾙ 浅田次郎 ｱｻﾀﾞ,ｼﾞﾛｳ 6

584 プリズンホテル３（冬） ﾌﾟﾘｽﾞﾝ ﾎﾃﾙ 浅田次郎 ｱｻﾀﾞ,ｼﾞﾛｳ 4

585 プリズンホテル４（春） ﾌﾟﾘｽﾞﾝ ﾎﾃﾙ 浅田次郎 ｱｻﾀﾞ,ｼﾞﾛｳ 5

586 ふるさとの道をたずねて
ﾌﾙｻﾄ ﾉ ﾐﾁ ｵ ﾀ
ｽﾞﾈﾃ

明石市教育委員
会

ｱｶｼｼ ｷｮｳｲｸ ｲｲﾝ
ｶｲ

3

587 ふれる世界の名画集
ﾌﾚﾙ ｾｶｲ ﾉ ﾒｲ
ｶﾞｼｭｳ

日本点字図書館
点字製作課

ﾆﾎﾝ ﾃﾝｼﾞ ﾄｼｮｶﾝ
ﾃﾝｼﾞ ｾｲｻｸｶ

1

588 塀の中の懲りない面々
ﾍｲ ﾉ ﾅｶ ﾉ ｺﾘﾅｲ
ﾒﾝﾒﾝ

安部譲二 ｱﾍﾞ,ｼﾞｮｳｼﾞ 4

589 ベラルーシの林檎 ﾍﾞﾗﾙｰｼ ﾉ ﾘﾝｺﾞ 岸恵子 ｷｼ,ｹｲｺ 4

590 ヘレンケラー全集
ﾍﾚﾝ ｹﾗ- ｾﾞﾝｼｭ
ｳ

ヘレン．ケラー ｹﾗ- H 10

591 崩壊曲線 ﾎｳｶｲ ｷｮｸｾﾝ 羽場博行 ﾊﾊﾞ,ﾋﾛﾕｷ 7

592 亡国のイージス ﾎﾞｳｺｸ ﾉ ｲｰｼﾞｽ 福井晴敏 ﾌｸｲ,ﾊﾙﾄｼ 18
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593 放任主義 ﾎｳﾆﾝ ｼｭｷﾞ 羽仁進 ﾊﾆ,ｽｽﾑ 2

594 ホームレス中学生
ﾎｰﾑﾚｽ ﾁｭｳｶﾞｸ
ｾｲ

田村裕 ﾀﾑﾗ,ﾋﾛｼ 3

595 ぼくはこんな本を読んできた
ﾎﾞｸ ﾜ ｺﾝﾅ ﾎﾝ ｵ
ﾖﾝﾃﾞｷﾀ

立花隆 ﾀﾁﾊﾞﾅ,ﾀｶｼ 6

596 ボケを嘆くなボケを責めるな
ﾎﾞｹ ｵ ﾅｹﾞｸﾅ ﾎﾞ
ｹ ｵ ｾﾒﾙﾅ

安藤進 ｱﾝﾄﾞｳ,ｽｽﾑ 3

597 ボケの原因を探る
ﾎﾞｹ ﾉ ｹﾞﾝｲﾝ ｦ
ｻｸﾞﾙ

黒田洋一郎 ｸﾛﾀﾞ,ﾖｳｲﾁﾛｳ 5

598 本能寺上巻 ﾎﾝﾉｳｼﾞ 池宮彰一郎 ｲｹﾐﾔ,ｼｮｳｲﾁﾛｳ 5

599 本能寺下巻 ﾎﾝﾉｳｼﾞ 池宮彰一郎 ｲｹﾐﾔ,ｼｮｳｲﾁﾛｳ 5

600 負けない私 ﾏｹﾅｲ ﾜﾀｸｼ 群ようこ ﾑﾚ,ﾖｳｺ 3

601 まじめなオチンチンの話
ﾏｼﾞﾒﾅ ｵﾁﾝﾁﾝ ﾉ
ﾊﾅｼ

矢嶋暎夫 ﾔｼﾞﾏ,ﾃﾙｵ 2

602 魔人街 ﾏｼﾞﾝｶﾞｲ 菊地秀行 ｷｸﾁ,ﾋﾃﾞﾕｷ 7

603 麻酔 ﾏｽｲ 渡辺淳一 ﾜﾀﾅﾍﾞ,ｼﾞｭﾝｲﾁ 7

604 街角小走り日記
ﾏﾁｶﾄﾞ ｺﾊﾞｼﾘ ﾆｯ
ｷ

群ようこ ﾑﾚ,ﾖｳｺ 3

605 マッドの天使たち ﾏｯﾄﾞ ﾉ ﾃﾝｼﾀﾁ Ｊ・Ａ・ローレンス ﾛｰﾚﾝｽ,J･A 4

606 茉莉子 ﾏﾘｺ 夏樹静子 ﾅﾂｷ,ｼｽﾞｺ 5

607 みかぐらうた ﾐｶｸﾞﾗｳﾀ 天理教教会本部
ﾃﾝﾘｷｮｳｷｮｳｶｲﾎﾝ
ﾌﾞ

1

608 みだれ髪 ﾐﾀﾞﾚｶﾞﾐ 俵万智 ﾀﾜﾗ,ﾏﾁ 1

609 みだれ髪2 ﾐﾀﾞﾚｶﾞﾐ 俵万智 ﾀﾜﾗ,ﾏﾁ 1

610
美智子さま心にひびく愛の言
葉

ﾐﾁｺｻﾏ ｺｺﾛ ﾆ ﾋ
ﾋﾞｸ ｱｲ ﾉ ｺﾄﾊﾞ

浜尾実 ﾊﾏｵ,ﾐﾉﾙ 3

611 苗字の由来百科
ﾐｮｳｼﾞ ﾉ ﾕﾗｲ
ﾋｬｯｶ

丹羽基二 ﾆﾜ,ﾓﾄｼﾞ 6

612 無影燈 ﾑｴｲﾄｳ 渡辺淳一 ﾜﾀﾅﾍﾞ,ｼﾞｭﾝｲﾁ 10

613 昔話にはウラがある
ﾑｶｼﾊﾞﾅｼ ﾆﾜ ｳ
ﾗ ｶﾞ ｱﾙ

ひろさちや ﾋﾛ,ｻﾁﾔ 3

614 むくみ ﾑｸﾐ 越川昭三 ｺｼｶﾜ,ｼﾖｳｿﾞｳ 1
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615 名医からのメッセージ8
ﾒｲｲ ｶﾗﾉ ﾒｯｾｰ
ｼﾞ

平田清文 ﾋﾗﾀ,ｷﾖﾌﾐ 2

616 名医からのメッセージ9
ﾒｲｲ ｶﾗﾉ ﾒｯｾｰ
ｼﾞ

倉智敬一 ｸﾗﾁ,ｹｲｲﾁ 2

617 名医からのメッセージ10
ﾒｲｲ ｶﾗﾉ ﾒｯｾｰ
ｼﾞ

金子仁郎 ｶﾈｺ,ｼﾞﾛｳ 2

618 名家灸選釈義
ﾒｲｶ ｷｭｳｾﾝ ｼｬ
ｸｷﾞ

深谷伊三郎 ﾌｶﾔ,ｲｻﾌﾞﾛｳ 7

619 迷走地図 ﾒｲｿｳ ﾁｽﾞ 松本清張 ﾏﾂﾓﾄ,ｾｲﾁｮｳ 11

620
名物料理味めぐり－関東・甲
信・伊豆・東海－

ﾒｲﾌﾞﾂ ﾘｮｳﾘ ｱｼﾞ ﾒｸﾞﾘ
ｶﾝﾄｳ ｺｳｼﾝ ｲｽﾞ ﾄｳｶｲ 福村晃司 ﾌｸﾑﾗ,ｺｳｼﾞ 4

621 メトセラへの鎮魂歌 ﾒﾄｾﾗ ｴﾉ ﾁﾝｺﾝｶ
ジェームズ．ブ
リッシュ

ﾌﾞﾘｯｼｭ,ｼﾞｴ-ﾑｽﾞ 4

622 めまい ﾒﾏｲ 渡辺誠 ﾜﾀﾅﾍﾞ,ﾏｺﾄ 1

623 メルヘン誕生 ﾒﾙﾍﾝ ﾀﾝｼﾞｮｳ 高島俊男 ﾀｶｼﾏ,ﾄｼｵ 5

624 もう一度逢いたい ﾓｳ ｲﾁﾄﾞ ｱｲﾀｲ 森繁久弥 ﾓﾘｼｹﾞ,ﾋｻﾔ 2

625 もう間違わない！敬語の本
ﾓｳ ﾏﾁｶﾞﾜﾅｲ ｹ
ｲｺﾞ ﾉ ﾎﾝ

福田健 ﾌｸﾀﾞ,ﾀｹｼ 2

626 盲人のための漢字学習事典
ﾓｳｼﾞﾝ ﾉ ﾀﾒﾉ ｶﾝ
ｼﾞ ｶﾞｸｼｭｳ ｼﾞﾃﾝ

志村洋 ｼﾑﾗ,ﾋﾛｼ 18

627 盲人の父　高橋豊治先生伝
ﾓｳｼﾞﾝ ﾉ ﾁﾁ ﾀｶﾊ
ｼ ﾄﾖｼﾞ ｾﾝｾｲﾃﾞﾝ

高橋まさみ ﾀｶﾊｼ,ﾏｻﾐ 5

628 燃える塔 ﾓｴﾙ ﾄｳ 高樹のぶ子 ﾀｶｷﾞ,ﾉﾌﾞｺ 4

629 素子の読書あらかると
ﾓﾄｺ ﾉ ﾄﾞｸｼｮ ｱﾗ
ｶﾙﾄ

新井素子 ｱﾗｲ,ﾓﾄｺ 3

630 もの食う人びと ﾓﾉ ｸｳ ﾋﾄﾋﾞﾄ 辺見庸 ﾍﾝﾐ,ﾖｳ 4

631 もみの木の教会堂
ﾓﾐﾉｷ ﾉ ｷｮｳｶｲ
ﾄﾞｳ

高木輝夫 ﾀｶｷﾞ,ﾃﾙｵ 1

632 森のなかの海上巻 ﾓﾘ ﾉ ﾅｶ ﾉ ｳﾐ 宮本輝 ﾐﾔﾓﾄ,ﾃﾙ 6

633 森のなかの海下巻 ﾓﾘ ﾉ ﾅｶ ﾉ ｳﾐ 宮本輝 ﾐﾔﾓﾄ,ﾃﾙ 6

634 モリー先生との火曜日
ﾓﾘｰ ｾﾝｾｲ ﾄﾉ ｶ
ﾖｳﾋﾞ

ミッチ・アルボム ｱﾙﾎﾞﾑ,ﾐｯﾁ 3

635 柳生十兵衛 ﾔｷﾞｭｳ ｼﾞｭｳﾍﾞｴ 山岡荘八 ﾔﾏｵｶ,ｿｳﾊﾁ 2

636 やさしいディベート入門
ﾔｻｼｲ ﾃﾞｨﾍﾞｰﾄ
ﾆｭｳﾓﾝ

松本道弘 ﾏﾂﾓﾄ,ﾐﾁﾋﾛ 3
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637 優しさごっこ ﾔｻｼｻ ｺﾞｯｺ 今江祥智 ｲﾏｴ,ﾖｼﾄﾓ 5

638 夜叉姫伝1 ﾔｼｬｷﾃﾞﾝ 菊地秀行 ｷｸﾁ,ﾋﾃﾞﾕｷ 5

639 夜叉姫伝2 ﾔｼｬｷﾃﾞﾝ 菊地秀行 ｷｸﾁ,ﾋﾃﾞﾕｷ 5

640 夜叉姫伝3 ﾔｼｬｷﾃﾞﾝ 菊地秀行 ｷｸﾁ,ﾋﾃﾞﾕｷ 5

641 夜叉姫伝4 ﾔｼｬｷﾃﾞﾝ 菊地秀行 ｷｸﾁ,ﾋﾃﾞﾕｷ 5

642 夜叉姫伝5 ﾔｼｬｷﾃﾞﾝ 菊地秀行 ｷｸﾁ,ﾋﾃﾞﾕｷ 5

643 夜叉姫伝6 ﾔｼｬｷﾃﾞﾝ 菊地秀行 ｷｸﾁ,ﾋﾃﾞﾕｷ 5

644 夜叉姫伝7 ﾔｼｬｷﾃﾞﾝ 菊地秀行 ｷｸﾁ,ﾋﾃﾞﾕｷ 6

645 夜叉姫伝8 ﾔｼｬｷﾃﾞﾝ 菊地秀行 ｷｸﾁ,ﾋﾃﾞﾕｷ 7

646 山とお化けと自然界
ﾔﾏ ﾄ ｵﾊﾞｹ ﾄ ｼ
ｾﾞﾝｶｲ

西丸震哉 ﾆｼﾏﾙ,ｼﾝﾔ 4

647 山の雑学ノート
ﾔﾏ ﾉ ｻﾞﾂｶﾞｸ ﾉｰ
ﾄ

岳人編集部 ｶﾞｸｼﾞﾝ ﾍﾝｼｭｳﾌﾞ 2

648 闇を飛ぶ ﾔﾐ ｵ ﾄﾌﾞ 司馬遼太郎 ｼﾊﾞ,ﾘｮｳﾀﾛｳ 4

649 闇を引き継ぐ者 ﾔﾐ ｵ ﾋｷﾂｸﾞ ﾓﾉ 西村京太郎 ﾆｼﾑﾗ,ｷｮｳﾀﾛｳ 4

650 遊人無頼 ﾕｳｼﾞﾝ ﾌﾞﾗｲ 広山義慶 ﾋﾛﾔﾏ,ｷﾞｹｲ 4

651 夕鶴（他二編） ﾕｳｽﾞﾙ 木下順二 ｷﾉｼﾀ,ｼﾞｭﾝｼﾞ 1

652 幽霊物語 ﾕｳﾚｲ ﾓﾉｶﾞﾀﾘ 赤川次郎 ｱｶｶﾞﾜ,ｼﾞﾛｳ 5

653 雪蛍 ﾕｷﾎﾀﾙ 大沢在昌 ｵｵｻﾜ,ｱﾘﾏｻ 9

654 雪舞 ﾕｷﾏｲ 渡辺淳一 ﾜﾀﾅﾍﾞ,ｼﾞｭﾝｲﾁ 4

655 ゆびで聴く ﾕﾋﾞ ﾃﾞ ｷｸ 小島純郎 ｺｼﾞﾏ ｽﾐﾛｳ 4

656 夢判断 ﾕﾒ ﾊﾝﾀﾞﾝ 外林大作 ｿﾄﾊﾞﾔｼ,ﾀﾞｲｻｸ 3

657 洋酒とカクテル入門
ﾖｳｼｭ ﾄ ｶｸﾃﾙ
ﾆｭｳﾓﾝ

稲保幸 ｲﾅ,ﾔｽﾕｷ 3

658 腰痛教室 ﾖｳﾂｳ ｷｮｳｼﾂ 加藤文雄 ｶﾄｳ,ﾌﾐｵ 2
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659 腰痛に勝つ本 ﾖｳﾂｳ ﾆ ｶﾂ ﾎﾝ 石田肇 ｲｼﾀﾞ,ﾊｼﾞﾒ 2

660 妖魔淫獄1 ﾖｳﾏ ｲﾝｺﾞｸ 菊地秀行 ｷｸﾁ,ﾋﾃﾞﾕｷ 5

661 妖魔淫獄2 ﾖｳﾏ ｲﾝｺﾞｸ 菊地秀行 ｷｸﾁ,ﾋﾃﾞﾕｷ 4

662 妖魔淫獄3 ﾖｳﾏ ｲﾝｺﾞｸ 菊池秀行 ｷｸﾁ,ﾋﾃﾞﾕｷ 4

663 妖魔淫獄4 ﾖｳﾏ ｲﾝｺｸ 菊池秀行 ｷｸﾁ,ﾋﾃﾞﾕｷ 5

664
よく使われる英検3級レベル
の会話表現333

ﾖｸ ﾂｶﾜﾚﾙ ｴｲｹﾝ ｻﾝｷｭ
ｳ ﾚﾍﾞﾙ ﾉ ｶｲﾜ ﾋｮｳｹﾞﾝ ｻ
ﾝﾋﾞｬｸｻﾝｼﾞｭｳｻﾝ

斎藤　なが子 ｻｲﾄｳ,ﾅｶﾞｺ 2

665
よく使われる英検準1級レベ
ルの会話表現333

ﾖｸ ﾂｶﾜﾚﾙ ｴｲｹﾝ ｼﾞｭﾝ
ｲｯｷｭｳ ﾚﾍﾞﾙ ﾉ ｶｲﾜ ﾋｮｳ
ｹﾞﾝ ｻﾝﾋﾞｬｸｻﾝｼﾞｭｳｻﾝ

Giles Richter ﾘﾋﾀｰ,ｼﾞｬｲﾙｽﾞ 2

666
よく使われる英検2級レベル
の会話表現333

ﾖｸ ﾂｶﾜﾚﾙ ｴｲｹﾝ ﾆｷｭｳ
ﾚﾍﾞﾙ ﾉ ｶｲﾜ ﾋｮｳｹﾞﾝ ｻﾝ
ﾋﾞｬｸｻﾝｼﾞｭｳｻﾝ

斎藤　なが子 ｻｲﾄｳ,ﾅｶﾞｺ 2

667
よくわかる補助犬同伴受け入
れマニュアル

ﾖｸ ﾜｶﾙ ﾎｼﾞｮｹﾝ
ﾄﾞｳﾊﾝ ｳｹｲﾚ ﾏﾆｭ
ｱﾙ

補助犬同伴受け入れ
マニュアル作成委員
会

ﾎｼﾞｮｹﾝ ﾄﾞｳﾊﾝ ｳｹｲ
ﾚ ﾏﾆｭｱﾙ ｻｸｾｲ ｲｲﾝ
ｶｲ

2

668 葭の髄から ﾖｼ ﾉ ｽﾞｲ ｶﾗ 阿川　弘之 ｱｶﾞﾜ,ﾋﾛﾕｷ 3

669 吉行理恵詩集 ﾖｼﾕｷﾘｴ ｼｼｭｳ 吉行理恵 ﾖｼﾕｷ,ﾘｴ 3

670 夜の人工の木 ﾖﾙ ﾉ ｼﾞﾝｺｳ ﾉ ｷ 豊原清明 ﾄﾖﾊﾗ,ｷﾖｱｷ 1

671 よろずお直し業 ﾖﾛｽﾞ ｵﾅｵｼｷﾞｮｳ 草上　仁 ｸｻｶﾐ,ｼﾞﾝ 3

672 四万人の目撃者
ﾖﾝﾏﾝﾆﾝ ﾉ ﾓｸｹﾞ
ｷｼｬ

有馬頼義 ｱﾘﾏ,ﾖﾘﾁｶ 4

673 ラジオの時代 ﾗｼﾞｵ ﾉ ｼﾞﾀﾞｲ 竹山　昭子 ﾀｹﾔﾏ,ｱｷｺ 6

674 螺旋階段のアリス
ﾗｾﾝ ｶｲﾀﾞﾝ ﾉ ｱﾘ
ｽ

加納朋子 ｶﾉｳ,ﾄﾓｺ 4

675 ラブレターズ ﾗﾌﾞ ﾚﾀｰｽﾞ
キャサリン・ルビ
ンスタイン

ﾙﾋﾞﾝｽﾀｲﾝ,ｷｬｻﾘﾝ 3

676 リラ冷えの街 ﾘﾗﾋﾞｴ ﾉ ﾏﾁ 渡辺淳一 ﾜﾀﾅﾍﾞ,ｼﾞｭﾝｲﾁ 4

677 瑠璃色の悲劇 ﾙﾘｲﾛ ﾉ ﾋｹﾞｷ 吉村達也 ﾖｼﾑﾗ,ﾀﾂﾔ 5

678 歴史海道のターミナル
ﾚｷｼ ｶｲﾄﾞｳ ﾉ
ﾀｰﾐﾅﾙ

神木哲男 ｶﾐｷ,ﾃﾂｵ 4

679
歴史巷談・役に立つ日本史
物語

ﾚｷｼ ｺｳﾀﾞﾝ ﾔｸ ﾆ
ﾀﾂ ﾆﾎﾝｼ ﾓﾉｶﾞﾀﾘ

鈴木健二 ｽｽﾞｷ,ｹﾝｼﾞ 5

680 れくいえむ ﾚｸｲｴﾑ 郷静子 ｺﾞｳ,ｼｽﾞｺ 2
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681 檸檬色の悲劇 ﾚﾓﾝｲﾛ ﾉ ﾋｹﾞｷ 吉村達也 ﾖｼﾑﾗ,ﾀﾂﾔ 4

682 恋愛関係 ﾚﾝｱｲ ｶﾝｹｲ 森 瑤子 ﾓﾘ,ﾖｳｺ 3

683 恋愛空間 ﾚﾝｱｲ ｸｳｶﾝ 高樹のぶ子 ﾀｶｷﾞ,ﾉﾌﾞｺ 4

684 老化とは何か ﾛｳｶ ﾄﾜ ﾅﾆｶ 今堀和友 ｲﾏﾎﾘ,ｶｽﾞﾄﾓ 3

685 老化はなぜ起こるか
ﾛｳｶ ﾜ ﾅｾﾞ ｵｺﾙ
ｶ

スティーヴン・
Ｎ．オースタッド

ｵｰｽﾀｯﾄﾞ,ｽﾃｨｰｳﾞ
ﾝ･N.

6

686 老人読書日記
ﾛｳｼﾞﾝ ﾄﾞｸｼｮ ﾆｯ
ｷ

新藤兼人 ｼﾝﾄﾞｳ,ｶﾈﾄ 3

687 朗読者 ﾛｳﾄﾞｸｼｬ
ベルンハルト・
シュリンク

ｼｭﾘﾝｸ,ﾍﾞﾙﾝﾊﾙﾄ 4

688 浪費バカ一代 ﾛｳﾋ ﾊﾞｶ ｲﾁﾀﾞｲ 中村うさぎ ﾅｶﾑﾗ,ｳｻｷﾞ 4

689 ’６０年代日本ＳＦベスト集成
ﾛｸｼﾞｭｳﾈﾝﾀﾞｲ ﾆﾎ
ﾝ ｴｽｴﾌ ﾍﾞｽﾄ ｼｭ
ｳｾｲ

筒井康隆 ﾂﾂｲ,ﾔｽﾀｶ 6

690 ロケットボーイズ上 ﾛｹｯﾄ ﾎﾞｰｲｽﾞ
ホーマー・ヒッカ
ム・ジュニア

ﾋｯｶﾑ,ﾎｰﾏｰ･H. 5

691 ロケットボーイズ下 ﾛｹｯﾄ ﾎﾞｰｲｽﾞ
ホーマー・ヒッカ
ム・ジュニア

ﾋｯｶﾑ,ﾎｰﾏｰ･H. 5

692 路地裏人情 ﾛｼﾞｳﾗ ﾆﾝｼﾞｮｳ 池波正太郎 ｲｹﾅﾐ,ｼｮｳﾀﾛｳ 4

693 ロムランの罠 ﾛﾑﾗﾝ ﾉ ﾜﾅ Ｍ・Ｓ・マードック ﾏｰﾄﾞｯｸ･M･S 5

694 ワイルド・スワン上 ﾜｲﾙﾄﾞ ｽﾜﾝ ユン・チアン ﾕﾝ,ﾁｱﾝ 8

695 ワイルド・スワン下 ﾜｲﾙﾄﾞ ｽﾜﾝ ユン・チアン ﾕﾝ,ﾁｱﾝ 8

696 わが手に拳銃を
ﾜｶﾞ ﾃ ﾆ ｹﾝｼﾞｭｳ
ｵ

高村薫 ﾀｶﾑﾗ,ｶｵﾙ 9

697 若さま侍捕物手帳
ﾜｶｻﾏ ｻﾞﾑﾗｲ ﾄﾘ
ﾓﾉ ﾃﾁｮｳ

城昌幸 ｼﾞﾖｳ,ﾏｻﾕｷ 3

698 若貴兄弟のないしょ話
ﾜｶﾀｶｷｮｳﾀﾞｲ ﾉ
ﾅｲｼｮ ﾊﾞﾅｼ

大相撲［ないしょ
話］委員会

ｵｵｽﾞﾓｳ ﾅｲｼｮﾊﾞﾅ
ｼ ｲｲﾝｶｲ

3

699 脇役誕生 ﾜｷﾔｸ ﾀﾝｼﾞｮｳ 花沢徳衛 ﾊﾅｻﾞﾜ,ﾄｸｴ 3

700 惑星ゴトスの妨害者
ﾜｸｾｲ ｺﾞﾄｽ ﾉ ﾎﾞ
ｳｶﾞｲｼｬ

ジェイムズ・ブ
リッシュ

ﾌﾞﾘｯｼｭ,ｼﾞｪｲﾑｽﾞ 6

701 惑星ペリーの謎
ﾜｸｾｲ ﾍﾟﾘｰ ﾉ ﾅ
ｿﾞ

ジャック・C・ホー
ルドマン二世

ｼﾞｬｯｸ C ﾎｰﾙﾄﾞﾏﾝ
ﾆｾｲ

4

702 私の老い構え ﾜﾀｸｼ ﾉ ｵｲｶﾞﾏｴ 樋口恵子 ﾋｸﾞﾁ,ｹｲｺ 3
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703 わたしと小鳥とすずと
ﾜﾀｼ ﾄ ｺﾄﾘ ﾄ ｽ
ｽﾞ ﾄ

金子みすゞ ｶﾈｺ ﾐｽｽﾞ 1

704
私（わたし）の嫌いな１０の言
葉

ﾜﾀｼ ﾉ ｷﾗｲﾅ
ｼﾞｭｳ ﾉ ｺﾄﾊﾞ

中島義道 ﾅｶｼﾞﾏ,ﾖｼﾐﾁ 3

705 わたしの出会った子どもたち
ﾜﾀｼ ﾉ ﾃﾞｱｯﾀ ｺ
ﾄﾞﾓﾀﾁ

灰谷健次郎 ﾊｲﾀﾆ,ｹﾝｼﾞﾛｳ 3

706 わたしはロボット ﾜﾀｼ ﾜ ﾛﾎﾞｯﾄ
アイザック・アシ
モフ

ｱｼﾓﾌ,ｱｲｻﾞｯｸ 5

707 渡辺荘の宇宙人
ﾜﾀﾅﾍﾞｿｳ ﾉ ｳﾁｭ
ｳｼﾞﾝ

福島智 ﾌｸｼﾏ,ｻﾄｼ 3

708 笑いの健康学 ﾜﾗｲ ﾉ ｹﾝｺｳｶﾞｸ 伊丹仁朗 ｲﾀﾐ,ｼﾞﾝﾛｳ 3
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