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育児 1 しつけの禁句とやる気の名句 村石昭三 旺文社

育児 2 胎児は見ている 最新医学が証した	神秘の胎内生活 Ｔ・バーニー 祥伝社

海外 1 モンゴル万華鏡 草原の生活文化 小長谷有紀 角川書店

紀行 1 NHK 海のシルクロード 1　海底からの出発　	   ナイル・熱砂の海道 塩野七生　田沼昭三　ＮＨＫ取材班 日本放送出版協会

紀行 2 NHK 海のシルクロード 2　ハッピーアラビア　	　　帆走、シンドバッドの船 森本哲郎　片倉もとこ　ＮＨＫ取材班 日本放送出版協会

紀行 3 NHK 海のシルクロード 3　十字架の冒険者　インド胡椒海岸 立松和平　辛島昇　　ＮＨＫ取材班 日本放送出版協会

紀行 4 NHK 海のシルクロード 4　仏陀と宝石　黄金半島を越える 三浦朱門　増田義郎　ＮＨＫ取材班 日本放送出版協会

紀行 5 NHK 海のシルクロード 5　海道の王国　中国の門 中野美代子　川本邦衛　ＮＨＫ取材班 日本放送出版協会

紀行 6 NHK 海のシルクロード 6　ジャンク、海都を行く　	　　遥かなる長江の道 陳舜臣　三杉隆敏　ＮＨＫ取材班 日本放送出版協会

紀行 7 アメリカ歴史の旅 イエスタディ＆トゥデイ 猿谷要 朝日新聞社

紀行 8 アルプス登山鉄道 池田光雅　武内豊　加山昭　他 新潮社

紀行 9 イギリス　歴史の旅 高橋哲雄 朝日新聞社

紀行 10 イギリス聖地紀行 謎のストーン・サークルを訪ねて 沢田京子 トラベルジャーナル

紀行 11 イタリア歴史の旅 坂本鉄男 朝日新聞社

紀行 12 インド鉄道紀行 宮脇俊三 角川書店

紀行 13 ヴェネツィア 水上の迷宮都市 陣内秀信 講談社

紀行 14 ヴェネツィア案内 渡部雄吉　須賀敦子 新潮社

紀行 15 歌麿
下村良之介　安村敏信
林美一　稲賀繁美

新潮社

紀行 16 奥州平泉黄金の世紀 荒木伸介　角田文衛　他 新潮社

紀行 17 奥の細道を歩く 井本農一　村松友次　土田ヒロミ 新潮社

紀行 18 桂離宮 俵万智　十文字美信 新潮社

紀行 19 唐九郎のやきもの教室 加藤唐九郎 新潮社

紀行 20 韓国古寺巡礼 百済篇 鎌田茂雄　ＮＨＫ取材班 日本放送出版協会

紀行 21 韓国古寺巡礼 新羅編 鎌田茂雄　ＮＨＫ取材班 日本放送出版協会

紀行 22 京都　味の風土記 菊池昌治　古茂田不二　他 新潮社

紀行 23 ギリシャ四季暦 文と写真 近藤まさたろ 東京書籍

紀行 24 国宝 芸術新潮編集部 新潮社

紀行 25 ゴッホ巡礼 向田直幹 新潮社

紀行 26 コロンブスの夢 荻内勝之　篠田有次 新潮社

紀行 27 西国三十三カ所巡礼 井上隆雄　田中智彦 新潮社

紀行 28 巡礼高野山 永坂嘉光 新潮社

紀行 29 信州かくれ里　伊那谷を行く 布施他人夫　飯沢匡　後藤総一郎　他 新潮社

紀行 30 信州花の旅 増村征夫 新潮社

紀行 31 神秘のインド大紀行 神々の台座　デカン高原　	天空の王国　ザンスカ-ル ＮＨＫ取材班　岡田正大 日本放送出版協会

紀行 32 スイス・アルプスの旅 小川清美 新潮社

紀行 33 スコッチ・モルト・ウィスキー
加藤節雄　土屋守　平澤正夫
北方謙三　橋口孝司

新潮社

紀行 34 スコッチへの旅 平澤正夫 新潮社

紀行 35 図説　ペルシャ 山崎秀司 河出書房新社

紀行 36 世界遺産を旅する 4　オーストリア　東欧 近畿日本ツーリスト

紀行 37 瀬戸内海　島めぐり 緑川洋一　岡谷公二　古茂田不二 新潮社

紀行 38 近江路散歩 司馬遼太郎　白洲正子　水上勉　他 新潮社

紀行 39 地球大紀行 １　水の惑星・奇跡の旅立ち・	　　引き裂かれる大地 ＮＨＫ取材班 日本放送出版協会

紀行 40 地球大紀行 2　残されていた原始の海・	　　奇岩にひそむ大気の謎 ＮＨＫ取材班 日本放送出版協会

紀行 41 地球大紀行 3　巨大山脈の誕生・巨木の森・	　　大地を覆う ＮＨＫ取材班 日本放送出版協会

紀行 42 地球大紀行 4　恐竜の谷の大異変・	　　氷河期襲来 ＮＨＫ取材班 日本放送出版協会

紀行 43 地球大紀行 5　移動する大砂漠・	　　資源を生んだマグマ噴出 ＮＨＫ取材班 日本放送出版協会

紀行 44 地球大紀行 6　多重バリアーが守る生命の星・	　　太陽系第三惑星46億年目の危機 ＮＨＫ取材班 日本放送出版協会

紀行 45 中国　歴史の旅 竹内実 朝日新聞社

紀行 46 東京半日散歩 山内住夫　トンボの本編集部 新潮社

紀行 47 ドナウ河紀行 東欧・中欧の歴史と文化 加藤雅彦 岩波書店

紀行 48 敦煌ものがたり 東山健吾　松本龍見　野町和嘉 新潮社
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紀行 49 南仏プロヴァンスの12か月 ピーター・メイル 河出書房新社

紀行 50 日本の祭 芸術新潮編集部 新潮社

紀行 51 日本海道　西 芸術新潮編集部 新潮社

紀行 52 日本海道　東 芸術新潮編集部 新潮社

紀行 53 日本の原郷　熊野 海原猛 新潮社

紀行 54 日本の垰道 山本 立風書房

紀行 55 日本やきもの紀行 芸術新潮編集部 新潮社

紀行 56 日本やきもの史入門 矢部良明 新潮社

紀行 57 富士山
田代博　稲葉信龍　上野晴郎
土橋里木　川下原正

新潮社

紀行 58 ブッダの生涯 小林正典　三友量順 新潮社

紀行 59 フランス歴史の旅 モンマルトルからサント・マリーへ 田辺保 朝日新聞社

紀行 60 プロヴァンス　歴史と印象派の旅
牟田口義郎　佐々木三雄
佐々木綾子

新潮社

紀行 61 ベートーヴェンへの旅 木之下晃　堀内修 新潮社

紀行 62 ペルセポリスから飛鳥へ 松本清張 日本放送出版協会

紀行 63 遍歴放浪の世界 紀野一義 日本放送出版協会

紀行 64 ポルトガルへ行きたい 菅原千代志 新潮社

紀行 65 ボロブドール遺跡めぐり 田枝幹宏 新潮社

紀行 66 ほんものの漆器 買い方と使い方 荒川浩和　山本英明　高森寛子　他 新潮社

紀行 67 民芸買物紀行 青柳恵介 新潮社

紀行 68 モーツァルトへの旅 木之下晃　堀内修 新潮社

紀行 69 やきもの蒐集入門 出川直樹 新潮社

紀行 70 ユカタン半島 メキシコ・マヤ文明の足跡 邸景一　清水卓司　村井勝 日経ＢＰ出版センター

紀行 71 ヨーロッパ運河ヨットの旅 田中憲一 新潮社

紀行 72 ライン河紀行 吾郷慶一 岩波書店

紀行 73 魯山人の世界 梶川芳友　林屋晴三　吉田耕三　他 新潮社

教育 1 子どもは手からかしこくなる 0歳からの頭脳開発 伊藤忠彦　一色八郎 学習研究社

教育 2 「遊び」とは何だろう これからの保育 大場牧夫　海卓子　他 フレーベル館

教育 3 ２１世紀これからの教育と子育て 教育を私たちのものに 坂本光男 旬報社

教育 4 ３歳から６歳までの絵本と童話 鳥越信　大久保仙太郎 誠文堂新光社

教育 5 ＥＱこころの知能指数 ダニエル・ゴールマン 講談社

教育 6 アイ・アイ・アイ 妻と母、そして仕事を持つ幸せ 高杉自子 チャイルド本社

教育 7 あなたの知らない子供の心 悩み多き中・高校生 九州教育開発研究所

教育 8 今、見直そう保育の実績 大場牧夫　高杉自子　野村睦子 ひかりのくに

教育 9 美しい心を育てる 今道友真　井沢純 ぎょうせい

教育 10 えがくこと・つくること いちばんはじめの教育 田中保男 ネルヴァ書房

教育 11 絵本でひろがる世界 親と保護者のために 解放出版社

教育 12 絵本と子ども
瀬田貞二　中川正文
松居直　渡辺茂男

福音館書店

教育 13 絵本と想像性 三才まえの子どもにとって	絵本とはなにか 佐々木宏子 高文堂出版社

教育 14 絵本の見かた創りかた おしゃべり絵本講座 若山憲 すばる書房盛光社

教育 15 親子関係の心理 大西誠一郎 金子書房

教育 16 親と教師に贈る　人間教育歳時記 古谷三郎 図書文化

教育 17 親よ逃げるな シリーズ人間と教育 船知慧 三一書房

教育 18 かしこさってなあに 乳幼児期の知育を育てる 汐見稔幸 萌文社

教育 19 家族はどこへいくのか 河合隼雄　川谷俊太郎　山田太一 岩波書店

教育 20 家庭でできる教育できない教育 坂本光男 旬報社

教育 21 家庭の読書指導 滑川道夫　日本読書指導研究会 国土社

教育 22 感性による教育 学校教育の再生 宮脇理 国土社

教育 23 感性を育てる保育 新幼稚園教育要領を生かす実践 安部富士男 国土社

教育 24 感性を育む飼育活動 新幼稚園教育要領をどう読むか 安部富士男 あゆみ出版

教育 25 がんばれ小学一年生
がんばれ小学一年生
編集委員会

東京書籍

教育 26 教室で読みたい詩12か月 小学校1・2年 水内喜久雄 民衆社
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教育 27 教室で読みたい詩12か月 小学校3・4年 水内喜久雄 民衆社

教育 28 教室で読みたい詩12か月 小学校5・6年 水内喜久雄 民衆社

教育 29 現代のエスプリ 家庭的保育のすすめ 畠中宗一 至文堂

教育 30 現代の児童文学 上野瞭 中公新書

教育 31 講座　幼児の生活と教育 １　幼児教育とは 岡本夏木　片岡基明　他 岩波書店

教育 32 講座　幼児の生活と教育 ２　生活と文化 麻生武　岡本夏木　他 岩波書店

教育 33 講座　幼児の生活と教育 ３　個性と感情の発達 柏木恵子　河合隼雄　他 岩波書店

教育 34 講座　幼児の生活と教育 ４　理解と表現の発達 天野清　稲垣佳世子　他 岩波書店

教育 35 講座　幼児の生活と教育 ５　幼児教育の現在と未来 天野正子　宇土泰寛 岩波書店

教育 36 語感問答 ことばと遊ぼう　ことばをみがこう 榊原昭二 ぎょうせい

教育 37 子育て支援のネットワークづくり プロ保育社へのステップ７ 桑名恵子 明治図書出版

教育 38 子育てと出会うとき 大日向雅美 日本放送出版協会

教育 39 子育てノート 遊び・おもちゃ・絵本のポイント５０ 幼年教育研究所

教育 40 子育てノート 親子のかかわりポイント５０ 幼年教育研究所

教育 41 子育てノート 園生活のポイント５０ 幼年教育研究所

教育 42 子育てはあたたかく　やわらかく　ゆったりと 増山均 拍書房

教育 43 ことば遊び、五十の授業 子どものころのことば遊びがいのち 鈴木清隆 太郎次郎社

教育 44 子ども学のはじまり 津守真 フレーベル館

教育 45 子供が喜ぶ　ことば遊び・	文字遊び 石田泰照 教文書院

教育 46 子どもたちに語りの世界を やさしい語りの入門書 金沢嘉市 童心社

教育 47 子どもたちをお話の世界へ ストーリーテリングのすすめ Ｅ・コルウエル こぐま社

教育 48 子どもと心の通う親　	なぜかスレ違う親 成長する心の変化を知る心理学 加藤諦三 青春出版社

教育 49 子どもと文学 石井桃子　いぬいとみこ　他 福音館書店

教育 50 子どもに生きた人・倉橋惣三 その生涯・思想・保育・教育 森上史朗 フレーベル館

教育 51 子どもになにを読ませたらよいか ものを考える力の育て方 羽仁説子 評論社

教育 52 子供に読ませたい本 矢崎源九郎　神宮輝夫 現代教養文庫

教育 53 子どもの遊びと手の労働 子どもの遊びと手の労働研究会 あすなろ書房

教育 54 子どもの思い シリーズ　子どもを読む 戸田唯巳 母と子社

教育 55 子どもの感性を育む 片岡徳雄 日本放送出版協会

教育 56 子どもの心とことばを	育てる本 安心感のタンクをいっぱいに	満たす子育て 田口恒夫 リヨン社

教育 57 子どもの心を育てる語り 童話による実践的研究 間藤侑　村上春夫 日本文化科学社

教育 58 子どもの読書を見なおそう 代田昇 岩波書店

教育 59 子どもの本 新版　私たちの選んだ 東京子ども図書館 東京子ども図書館

教育 60 子どもの本と読書運動 子どもの本研究会 童心社

教育 61 子どもの本の選び方・与え方 子どもとおとなの出会いから２ 鳥越信 三省堂

教育 62 子どもの本の実践書評 日本子どもの本研究会 岩波書店

教育 63 子どもは「あした」が好き 幼児のことば 村石昭三 東京書籍

教育 64 子どもは動きながら学ぶ 環境による教育のポイント 相良敦子　池田政純・則子 講談社

教育 65 子どもは歪んでいる 箕原實 洋洋社

教育 66 この絵本が好き 発表！２００３年の絵本ベスト２３冊 平凡社

教育 67 これだけは知っておきたい　保育の禁句・保育の名句 豊田君夫 黎明書房

教育 68 さて、きょうのおはなしは… 松野正子　小沢正　他 福音館書店

教育 69 思春期の子供をどう導くか 坂本光男 明治図書

教育 70 児童文学の世界 鳥越信 鳩の森書房

教育 71 児童文学の旗 古田足日 理論社

教育 72 集団って何だろう 人のかかわりを育む保育実践 森上史朗　今井和子 ミネルヴァ書房

教育 73 人生に必要な知恵はすべて幼稚園の砂場で学んだ ロバート・フルガム 川出書房新社

教育 74 センダックの絵本論 モーリス・センダック 岩波書店

教育 75 育てる ことばと文字 村石昭三 すずき出版

教育 76 知能 ママの相談室 古沢頼雄 福村出版

教育 77 中学校で読みたい詩12か月 水内喜久雄 民衆社
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教育 78 手で考える 丸山尚子　とくしま手の労働研究会 黎明書房

教育 79 手のうごきと脳のはたらき 香原志勢 築地書館

教育 80 読書指導 亀村五郎 白百出版

教育 81 読書指導と読み聞かせ 文学教育ハンドブック５ 日本文学教育連盟 日本標準

教育 82 読書相談室 父母と教師のための 代田昇 鳩の森書房

教育 83 どの本よもうかな 子どものための1300冊の本 日本子どもの本研究会 草土文化

教育 84 乳児はなんでも知っている 最新医学が解明した心と知能形成の謎 サーゲイ・サンガ― 祥伝社

教育 85 乳幼児期のことば相談 幼児言語研究会 三省堂

教育 86 伸びてゆく子どもたち 幼児期の家庭教育 詫摩武俊 中公新書

教育 87 伸びる子伸びない子は	親の愛で変わる 小さな危険信号に気付く方法 加藤諦三 青春出版社

教育 88 ひとの先祖と子どものおいたち 斉藤公子 築地書館

教育 89 百万人の保育教室 近藤薫樹 草土文化

教育 90 ひらがな物語 佐藤圓 アロー出版社

教育 91 ブックトーク再考 ひろがれ！　子どもたちの	「読みたい」「知りたい」 教育資料出版協会

教育 92 保育園・幼稚園でよみたい詩１２か月 水内喜久雄 民衆社

教育 93 学ぶ力と生きる力 伸びる芽をどう育てるか 高橋敷 朱鷲書房

教育 94 ママ、ひとりでするのを手伝ってね！ モンテッソーリの幼児教育 相良敦子 講談社

教育 95 文部大臣賞受賞作品集　おかあさん 全国小・中学生作品コンクール 児童憲章愛の会

教育 96 優しいことばを心のたびに 漆原智良 国土社

教育 97 豊かな心を育てる感性開発ゲーム 伊藤博 明治図書出版

教育 98 幼児期の家庭教育 父母と保育者に贈る４５章 岸井勇雄 ひかりのくに

教育 99 幼児期の平和教育 藤井敏彦 さらら書房

教育 100 幼児教育のスタート ママと３歳児 横地清 中教出版

教育 101 幼児と本 読書指導の実際 沖中重信 さえら書房

教育 102 幼児と民話 小松崎進 鳩の森書房

教育 103 幼児に聞かす　日本伝説集 一日一話　五分間のお話 西本鵜介 芸術生活者

教育 104 幼児に聞かす　祭り話集 一日一話　五分間のお話 西本鵜介 芸術生活者

教育 105 幼児に土と太陽を 畑づくりから造形活動へ 安部富士男 あゆみ出版

教育 106 幼児の絵本と童話30選 ２　２歳～３歳 渋谷清視 鳩の森書房

教育 107 幼児の絵本と童話30選 ４　３歳～４歳 渋谷清視 鳩の森書房

教育 108 幼児の絵本と童話30選 ４　４歳～５歳 渋谷清視 鳩の森書房

教育 109 幼児の絵本と童話30選 ５　５歳～６歳 渋谷清視 鳩の森書房

教育 110 幼児の暮らしと発達援助 大石益男　門脇弌子 明治図書出版

教育 111 幼児のことば相談 幼児言語研究会 三省堂

教育 112 幼児のための絵本と文学 あたらしい子どもの本の世界３ 渋谷清視 金の星社

教育 113 幼児をもつ母親へ 筧三智子 明治図書出版

教育 114 読まない子供の読書指導 武井成夫 国土社

教育 115 読み聞かせ この素晴らしい世界 ジム・トレリース 高文研

教育 116 朗読詩集 先生と子供のための詩集 清原久元 大阪国語教育連盟

教育 117 わが子を躾ける　型破りの父親学 金子孫市 学陽書房

教育 118 わたしの絵本論 ０歳からの絵本 松居直 国土社

教育 119 私の好きな児童詩　上 日本作文の会 民衆社

教育 120 私の好きな児童詩　下 日本作文の会 民衆社

郷土 1 一家で楽しむ山口子どもむかしばなし
山口県小学校
教育研究会国語部

学習研究者

郷土 2 宇部石炭史話 朝日新聞宇部支局 条例出版

郷土 3 宇部戦前史　一九三一年以降 山田亀之介 宇部郷土文化会

郷土 4 宇部大空襲 戦災50年の真実 宇部市の空襲を記録する会 宇部市の空襲を	記録する会

郷土 5 宇部で使われていた炭鉱のことば 永尾美代之輔 宇部地方史研究会

郷土 6 語りつぎたい　山口昔話 和田健 山口ふるさとづくり	県民会議

郷土 7 郷土新書35 山口県新誌 濱田清吉 日本書院

郷土 8 こども日本風土記 高知 日本作文の会 岩崎書店
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郷土 9 子ども日本風土記 山口　徳島 日本作文の会 岩崎書店

郷土 10 周防・長門の民話 日本の民話２９ 松岡利夫 未来社

郷土 11 周防長門の昔話 ふるさと叢書１ 松永利夫 山口県教育会編集

郷土 12 周防長門の昔話 ふるさと叢書2 松永利夫 山口県教育会編集

郷土 13 周防長門の昔話 ふるさと叢書３ 松永利夫 山口県教育会編集

郷土 14 青年時代の国木独歩 谷林博 柳井市図書館

郷土 15 高杉晋作 青年志士の生涯と実像 古川薫 創元社

郷土 16 長州歴史散歩 維新のあしあと 古川薫 創元社

郷土 17 長州歴史散歩 維新のあしあと 古川薫 創元社

郷土 18 日本の民話 1　津軽・岩手篇 斉藤正　深沢紅子　佐々木望 未来社

郷土 19 日本の民話 2　秋田篇　出羽篇 瀬川拓男　松谷みよ子　沢渡　吉彦 未来社

郷土 20 日本の民話 3　福島篇　第一集　第二集 片平幸三 未来社

郷土 21 日本の民話 4　宮城・みちのく篇 山田野理夫　東北農山漁　村文化協会 未来社

郷土 22 日本の民話 5　栃木篇　第一集　第二集 未来社

郷土 23 日本の民話 6　房総篇　神奈川篇 高橋在久　安池正雄 未来社

郷土 24 日本の民話 7　遠江・駿河篇　伊豆篇 菅沼五十一　岸なみ 未来社

郷土 25 日本の民話 8　上州篇　甲斐篇 小野忠孝　土橋里木 未来社

郷土 26 日本の民話 9　美濃篇　飛騨篇 赤座憲久　江馬美枝子 未来社

郷土 27 日本の民話 10　信濃篇　越中篇 石崎直義　伊藤曙覧　佐伯安一 未来社

郷土 28 日本の民話 11　越後篇　佐渡篇 水沢謙一　浜口一夫 未来社

郷土 29 日本の民話 12　加賀・能登・若狭・越前篇 清酒時男　杉原丈夫　石崎直夫 未来社

郷土 30 日本の民話 13　京都篇　伊勢・志摩篇 二反長半　倉田正邦 未来社

郷土 31 日本の民話 14　大阪篇　兵庫篇 二反長半　宮崎修二郎　徳山静子 未来社

郷土 32 日本の民話 15　岡山篇　出雲篇
稲田浩二　石塚尊俊　岡義重
小汀松之進

未来社

郷土 33 日本の民話 16　安芸・備後篇　第一集　第二集 垣内俊 未来社

郷土 34 日本の民話 17　周防・長州篇　第一集　第二集 松岡利夫 未来社

郷土 35 日本の民話 18　讃岐篇　伊豫篇　 武田明 未来社

郷土 36 日本の民話 19　阿波篇　第一集　第二集 湯浅良幸　緒方啓郎　武田明 未来社

郷土 37 日本の民話 20　福岡　大分篇 加来宣幸　土屋北彦 未来社

郷土 38 日本の民話 21　長崎篇　天草編 吉松祐一　浜名志松 未来社

郷土 39 日本の民話 22　肥後篇　薩摩・大隅篇 荒木精之　村田煕 未来社

郷土 40 日本の民話 23　日向篇　第一集　第二集 比江島重孝 未来社

郷土 41 日本の民話 24　種子島篇　第一集　第二集 下見俊見 未来社

郷土 42 日本の民話 25　屋久島篇　第一集　第二集 下見俊見 未来社

郷土 43 日本の民話 26　沖縄篇　八丈島篇 伊波南哲　浅沼良次 未来社

郷土 44 日本の民話 27　茨城篇　第一集　第二集 日向野徳久　 未来社

郷土 45 日本の民話 28　埼玉篇　上州篇　第二集 石崎直義　清酒時男 未来社

郷土 46 日本の民話 29　佐渡篇　第二集　	      越後篇　第二集 浜口一夫　水沢謙一 未来社

郷土 47 日本の民話 30　越中篇　第二集　	　　 加賀・能登　第二集 石崎直義　清酒時男 未来社

郷土 48 日本の民話 31　三河篇　尾張篇 寺沢正美　小島勝彦 未来社

郷土 49 日本の民話 32　紀州篇　美濃篇　第二集 徳山静子　赤座憲久 未来社

郷土 50 日本の民話 33　鳥取篇　若狭・越前篇　第二集 稲田和子　石崎直義　杉原丈夫 未来社

郷土 51 日本の民話 34　岩見篇　第一集　第二集 大庭良美 未来社

郷土 52 日本の民話 35　土佐篇　第一集　第二集 市原麒一郎 未来社

郷土 53 日本の民話 36　福岡篇　第二集	    　大分篇　第二集 加来宣幸　土屋北彦 未来社

郷土 54 日本の民話 37　佐賀篇　第一集　第二集 宮地武彦 未来社

郷土 55 日本の民話 別巻　みちのくの長者和尚百姓たち 及川儀右衛門 未来社

郷土 56 ハワイに渡った海賊たち 周防大島の移民史 堀雅昭 弦書房

郷土 57 福岡のむかし話 福岡県民話研究会 日本標準

郷土 58 福原越後 維新の前後 宇部郷土文化会 カンデラ書館

郷土 59 方言の山野 ことばのさとをたずねて 藤原与一　 文化評論出版
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郷土 60 緑で公害から町がよみがえるまで 宇部市緑化二〇年の記録 上田芳江　山崎盛司 カンデラ書館

郷土 61 無念無想 貫きとおした信念の経営 中安閑一 ダイヤモンド社

郷土 62 山口・人物ものがたり
山口人物ものがたり
研究会

フレーベル館

郷土 63 山口県人 古川薫 新人物往来社

郷土 64 山口県の歴史 郷土の史跡と人物
山口県小学校社会科
教育研究会

明治図書出版

郷土 65 山口県の歴史 三坂圭治 山川出版社

郷土 66 山口県の歴史散歩道
山口県社会教育
研究会

山川出版社

郷土 67 山口の伝説
山口県小学校
教育研究会国語部

日本標準

郷土 68 山口の歴史ものがたり
山口の歴史ものがたり
刊行委員会

日本標準

郷土 69 歴史の宇部 戦前・戦後五十年 上田芳江 宇部市政五十年	記念誌編纂員会

経営 1 通念を破る経営者 丹沢一延 日本能率協会

経済 1 来るべき黄金時代 日本復活への条件 ビル・エモット 草思社

経済 2 現代中国の経済 小島麗逸 岩波書店

経済 3 ロシア経済事情 小川和男 岩波書店

芸術 1 20世紀美術 宇佐美圭司 岩波書店

芸術 2 近代繪畫 印刷から現代まで 福島繁太郎 岩波書店

芸術 3 俳人の書画美術 1　貞徳　西鶴 集英社

芸術 4 俳人の書画美術 2　芭蕉 集英社

芸術 5 俳人の書画美術 3　蕉門諸家 集英社

芸術 6 俳人の書画美術 4　中輿諸家 集英社

芸術 7 俳人の書画美術 5　蕪村 集英社

芸術 8 俳人の書画美術 6　一茶 集英社

芸術 9 俳人の書画美術 7　子規 集英社

芸術 10 俳人の書画美術 8　漱石 集英社

芸術 11 俳人の書画美術 9　碧梧桐・井泉水・山頭火 集英社

芸術 12 俳人の書画美術 11　江戸の画人 集英社

芸術 13 俳人の書画美術 12　明治の画人 集英社

芸術 14 やきもの制作の実際 渡辺　輝人 理工学者

芸術 15 やきものを作る 河村熹太郎 美術出版社

芸術 16 楽茶碗の作り方 江川拙斎 北芸出版

芸術 17 楽焼 作り方味わい方 内島北朗 創元社

啓発 1 頭の悪い奴は損をする ユダヤ流・金戦の哲学 藤田田 KKベストセラーズ

啓発 2 あなたは必ず救われる 藤原敏之 日本教文社

啓発 3 すべてを癒す道 藤原敏之 日本教文社

啓発 4 こころの処方箋 河合隼雄 新潮社

啓発 5 ほんとうの話 曾野綾子 新潮社

語学 1 六カ国語会話1 POCKET INTERPRETER 日本交通公社	出版事業局

国語 1 かな文字の教え方 須田清 むぎ書房

国語 2 漢字まんだら 藤堂明保　望月美佐 読売新聞社

国語 3 原稿作法 奥山益朗 東京堂出版

国語 4 ことば遊び辞典 鈴木棠三 東京堂出版

国語 5 言葉の散歩道 新村出 教育出版社

国語 6 ことばの生活時点 平井昌夫 ぎょうせい

国語 7 言葉のよそおい 高橋博

国語 8 こども日本風土記 山口 日本作文の会 岩崎書店

国語 9 続・誤字誤用語ものがたり 矛盾のある新字体やあいまいな	言葉など誤字公害予防に役立つ本 宝田正道 アロー出版社

国語 10 そこに句読点を打て！ 大類雅敏 栄光出版社

国語 11 にほんご 安野光雄　大岡信　他 福音館書店

国語 12 日本語研究所 城生佰太郎 日本実業出版社

国語 13 日本語最前線 赤ペン記者ノート 毎日新聞 毎日新聞

国語 14 日本語誕生 水野増朗　井上赳夫 大陸書房
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国語 15 日本語の現場 第二集 読売新聞社会部 読売新聞

国語 16 日本語のために 丸谷才一 新潮社

国語 17 日本語の豊かな使い手になるために 読む　書く　話す　聞く 大岡信 太郎次郎社

国語 18 日本語練習帳 大野晋 岩波新書

国語 19 入門　文章の書き方 槌田満文 日本実業出版社

国語 20 標準日本語の発音・アクセント 佐久間鼎 恒星社厚生閣

国語 21 文章作法の基礎 句読点から文章構成まで 大類雅敏 一光社

国語 22 文章の書き方 武部良明 第一法規出版

国語 23 文章の書き方１０１の法則 手紙・日記・レポート・	実用文の文章作成法 大隈秀夫 日本実業出版社

国語 24 文章表現指導入門 子どものため、おとなのため 国分一太郎 明治図書出版

国語 25 やさしい作文の教室 島野一 日本書籍株式会社

国語 26 読ませる文章の書き方 馬場博治 創元社

国語 27 私の作家論 武田常夫 明治図書出版

国語 28 私の文章作法 岡田喜秋 ぎょうせい

国際 1 1991　長谷川慶太郎の世界はこう変わる 長谷川慶太郎 徳間書店

国際 2 アグネスの体験的国際交流論 アグネス・チャン 日本放送出版協会

国際 3 イスラームの日常世界 片倉ともこ 岩波書店

国際 4 ウォッチ・ザ・ワールド 落合信彦 集英社

国際 5 激変 ゴルバチョフ革命の真実 落合信彦 集英社

国際 6 国際情報 落合信彦 集英社

国際 7 新・新東洋事情 深田祐介 文藝春秋

国際 8 新規の世界　転機の日本 「新戦後」90年代を読む 堺屋太一 実業之日本社

国際 9 世界が見える　日本が見える 大前研一 講談社

国際 10 世界の見方考え方 The Japanism 大前研一 講談社

国際 11 そしてわが祖国　21世紀への出撃 落合信彦 小学館

国際 12 パワーシフト　上 21世紀へと変容する	知識と富と暴力 アルビン・トフラー フジテレビ出版社

自叙伝 1 落第坊主の履歴書 遠藤周作 日本経済新聞社

自然 1 カラー　日本の野生動物 田中光常 山と渓谷社

自然 2 カラー　日本の野鳥１ 山と渓谷社

自然 3 クマに会ったらどうするか 陸上動物学入門 玉手英夫 岩波書店

自然 4 山渓カラー名鑑　日本のきのこ 今関六也　大谷吉雄　本郷次雄 山と渓谷社

自然 5 山渓カラー名鑑　日本の樹木　 林弥栄 山と渓谷社

自然 6 山渓カラー名鑑　日本の野草 林弥栄 山と渓谷社

自然 7 山渓カラー名鑑　日本の野鳥
浜口哲一　森岡照明
叶内拓哉　蒲谷鶴彦

山と渓谷社

自然 8 山菜全科 採取と料理 清水大典 家の光協会

自然 9 登山の文化史 桑原武夫 平凡社

自然 10 日本の野鳥100 1　水辺の鳥 叶内拓哉　本若博次 新潮社

自然 11 日本の野鳥100 2　野山の鳥 叶内拓哉　本若博次 新潮社

自然 12 秘境　興安嶺をゆくⅠ 狩猟の民・オロチョン	国境の大河・黒竜江 日本放送出版協会

自然 13 秘境　興安嶺をゆくⅡ けものたちの大地　	追跡２０００キロ・海を越えたツル 日本放送出版協会

自然 14 野外ハンドブック 1　春の花 富成忠夫 山と渓谷社

自然 15 野外ハンドブック 10　魚　淡水編 増田一 山と渓谷社

自然 16 野外ハンドブック 2　夏の花 富成忠夫 山と渓谷社

自然 17 野外ハンドブック 3　秋の花 富成忠夫 山と渓谷社

自然 18 野外ハンドブック 4　野鳥 高野伸二 山と渓谷社

自然 19 野外ハンドブック 6　樹木1 富成忠夫 山と渓谷社

自然 20 野外ハンドブック 7　樹木2 富成忠夫 山と渓谷社

自然 21 野外ハンドブック 8　高山植物 木原浩　小野幹雄 山と渓谷社

自然 22 野外ハンドブック 9　魚　海水編 桜井淳史 山と渓谷社

自然 23 野鳥ガイド 村里へ高原へ山頂へ水辺へ 中村登流 光文社

自然 24 楼蘭探検 朝日新聞楼蘭探検隊 朝日新聞
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思想 1 現代思想としての西田幾多郎 藤田正勝 講談社

思想 2 民話の思想 佐竹昭広 平凡社

実用 1 ことばのおしゃれ あなたの魅力を引き出すために 楠本憲吉 ＰＨＰ研究所

宗教 1 ブッダ　大いなる旅路 1　輪廻する大地 ＮＨＫ｢ブッダ｣プロジェクト 日本放送出版協会

宗教 2 ブッダ　大いなる旅路 2　篤き信仰の風景　南伝仏教 ＮＨＫ｢ブッダ｣プロジェクト 日本放送出版協会

宗教 3 ブッダ　大いなる旅路 3　救いの思想　大乗仏教 ＮＨＫ｢ブッダ｣プロジェクト 日本放送出版協会

小説 1 牧歌 今江祥智 理論社

心理 1 0歳から思春期までの　EQ教育 ジョン・ゴットマン 講談社

心理 2 こころの時代の教育 伊藤隆二 慶応通信

心理 3 こころの旅 神谷美恵子 日本評論社

心理 4 こころの風景 ストレス社会の構図 毎日新聞西部本社 葦書房

心理学 1 家族心理学 詫摩武俊　依田明 川島書店

随筆 1 松谷みよ子全エッセイ １　わたしの暦 筑摩書房

スポーツ 1 40からのゴルフ 島村祐正 報知新聞社

スポーツ 2 40からのゴルフ入門 宗像保二郎

スポーツ 3 DO SPORTS ゴルフ基礎の基礎 杉本英世 日本文芸社

スポーツ 4 GOLF コースの攻め方 トミー・アーマー ベースボール・	マガジン社

スポーツ 5 GOLFベストテクニック book 2 ハーバート・Ｗ・ウィンド ベースボール・	マガジン社

スポーツ 6 GOLFベストテクニック ハーバート・Ｗ・ウィンド ベースボール・	マガジン社

スポーツ 7 NHK　ゴルフレッスン　 青木功のゴルフ 日本放送協会 日本放送出版協会

スポーツ 8 NHK　ゴルフレッスン　 ボブ・トスキのゴルフ 日本放送協会 日本放送出版協会

スポーツ 9 NHK　趣味講座 ベストゴルフ 日本放送協会 日本放送出版協会

スポーツ 10 NHK　趣味講座 ベストゴルフ　 日本放送協会 日本放送出版協会

スポーツ 11 NHK　趣味講座 ベストゴルフ　 日本放送協会 日本放送出版協会

スポーツ 12 NHK　趣味講座 ベストゴルフ　基礎編 日本放送協会 日本放送出版協会

スポーツ 13 NHK　趣味講座 ベストゴルフ　実戦編 日本放送協会 日本放送出版協会

スポーツ 14 NHK　短期ゴルフ上達講座 ベスト・ゴルフスイング 日本放送協会 日本放送出版協会

スポーツ 15 アイアンに強くなるために ジーン・リトラー　ドン・コレット ベースボール・	マガジン社

スポーツ 16 アサヒゴルフ 日本プロ優勝でテイクオフ・尾崎健夫 前田三郎 廣済堂文庫

スポーツ 17 アサヒゴルフ ビジネス成功の秘訣 前田三郎 廣済堂文庫

スポーツ 18 アドヴァンストゴルフ キャリー・ミドルコフ ベースボール・	マガジン社

スポーツ 19 あなたのミスはここにある 摂津茂和 アサヒゴルフ出版局

スポーツ 20 生きることの意味 ある少年のおいたち 高史明 筑摩書房

スポーツ 21 石井朝夫の　プッシュ・ショット トーナメントに勝つためのゴルフ 報知新聞社

スポーツ 22 考えるゴルフ 川波義太郎 成美堂出版社

スポーツ 23 キャスパーの　ゴルフショット作戦→18の方法 ビリー・キャスパー ゴルフダイジェスト社

スポーツ 24 グリーンから百ヤード 宮本留吉 報知新聞社

スポーツ 25 ゲーリープレーヤーのゴルフの秘密 ゲーリープレーヤー ベースボール・	マガジン社

スポーツ 26 決断のゴルフ 河野高明 報知新聞社

スポーツ 27 現代ゴルフ全集　 2　基本技術 日本ゴルフ協会 中央公論社

スポーツ 28 現代ゴルフ全集　 3　コースへの入場 日本ゴルフ協会 中央公論社

スポーツ 29 子どもは母親がしつけなければ「人間」になれない 園長先生のしつけ学 服部公一 海竜社

スポーツ 30 ゴルフ常識のワナ すぐ治るミスショット 野村豊 廣済堂出版

スポーツ 31 ゴルフ上達95ポイント 基礎から実戦まで 杉本英世 廣済堂文庫

スポーツ 32 ゴルフちょっと変えたらこの秘密は誰も言わなかった 岡本綾子 青春出版社

スポーツ 33 ゴルフに強くなる　橘田規の水平打法 橘田規 ゴルフダイジェスト社

スポーツ 34 ゴルフの安全運転 杉原輝雄 報知新聞社

スポーツ 35 ゴルフの技術 最も新しい理論と実際 ディック・メーヤー アサヒゴルフ出版局

スポーツ 36 ゴルフのルール　 特装版 今井汎 成美堂出版社

スポーツ 37 ゴルフ秘密の打法 シングルの鼻をあかす驚異の本 安田春雄 青春出版社

スポーツ 38 最新　ゴルフ教室 チャールス・プライス ベースボール・	マガジン社
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スポーツ 39 ショットの盲点 ミスをなくすためには 石井朝夫 報知新聞社

スポーツ 40 ショットの盲点 ミスをなくすためには 石井朝夫 報知新聞社

スポーツ 41 スキー教程 下中邦彦 平凡社

スポーツ 42 続　近代ゴルフ 陳清波 報知新聞社

スポーツ 43 続　ひとつとや 竹西寛子 毎日新聞社

スポーツ 44 即修ゴルフ上達の秘訣 100切りの練習はこれだ！ 塩田正 廣済堂文庫

スポーツ 45 体格とゴルフ 太った人でもシングルになれる 細井憲二 報知新聞社

スポーツ 46 たちまちうまくなる　驚異の寄せワン 確実に9ストローク縮める秘密 青木功 二見書房

スポーツ 47 陳清波の近代ゴルフ 陳清波 報知新聞社

スポーツ 48 戸田藤一郎の　ゴルフ・テクニック 上達へ55のヒント 戸田藤一郎 報知新聞社

スポーツ 49 寅さんの「こうっすりゃ80台ョ」 中村寅吉 ベースボール・	マガジン社

スポーツ 50 寅さんのゴルフ教室 中村寅吉 毎日新聞社

スポーツ 51 中島常幸のゴルフの基礎 よくわかる正統派のハイテクニック 中島常幸 廣済堂出版

スポーツ 52 中島常幸の実戦レッスン 中島常幸 講談社

スポーツ 53 ナチュラル・ゴルフ・レッスン サム・スニード ベースボール・	マガジン社

スポーツ 54 パーフェクト・ゴルフ 謝永郁 報知新聞社

スポーツ 55 パワー・ゴルフ 杉本英雄 報知新聞社

スポーツ 56 パンチ・ショット 戸田藤一郎 報知新聞社

スポーツ 57 ひとつとや 竹西寛子 毎日新聞社

スポーツ 58 秘密のゴルフ 村上隆 青春出版社

スポーツ 59 ボブ・トスキ　スーパーゴルフ ボブ・トスキ 講談社

スポーツ 60 ボブ・トスキのゴルフスクール全解 トスキ・ゴルフがやさしくなる　	解説保存版 上原章尚 産報出版

スポーツ 61 留さんの実戦ゴルフ 宮本留吉 報知新聞社

生活 1 山の人生 マタギの村から 深根誠 日本放送出版協会

世界 1 民族の歴史を旅する 民族移動史ノート 小林孝信 明石書店

世界史 1 100問100答　 世界の歴史 歴史教育者協議会 河出書房新社

世界史 2 100問100答　 世界の歴史2　原始・古代 歴史教育者協議会 河出書房新社

世界史 3 アラブとイブ パレスチナ問題の構図 高橋和夫 講談社

世界史 4 イエスとは誰か 高尾利数 日本放送出版協会

世界史 5 生き残った帝国　ビザンティン 井上浩一 講談社

世界史 6 イスラム・ネットワーク アッバース朝がつなげた世界 宮崎正勝 講談社

世界史 7 インカ帝国 砂漠と高山の文明 泉靖一 岩波書店

世界史 8 インド聖地巡礼 久保田展弘 新潮社

世界史 9 ヴァイキング 海の王とその神話 イブ・コア 創元社

世界史 10 ウマ駆ける古代アジア 川又正智 講談社

世界史 11 黄金のビザンティン帝国 文明の十字路の1100年 ミシェル・カプラン 創元社

世界史 12 概説東洋史 堀敏一　山崎利男 有斐閣

世界史 13 カッパドキア はるかなる光芒 立田洋司 雄山閣出版

世界史 14 カリブ海の海賊たち クリントン・Ｖ・ブラック 新潮社

世界史 15 韓国の古代遺跡 1　新羅篇（慶州） 森浩一　東潮　田中俊明 中央公論社

世界史 16 韓国の古代遺跡 2　百済・伽耶篇 森浩一　東潮　田中俊明 中央公論社

世界史 17 皇帝たちの都ローマ 都市に刻まれた権力者像 青柳正規 中央公論

世界史 18 古代史を語る 朝日新聞社 朝日新聞社

世界史 19 古代朝鮮 井上秀雄 日本放送出版協会

世界史 20 古代ローマ帝国 その支配の実像 吉村忠典 岩波書店

世界史 21 シチリアの春 世紀末の文化と社会 竹山博英 朝日新聞社

世界史 22 実証　古代朝鮮 井上秀雄 日本放送出版協会

世界史 23 十字軍の歴史 Ｓ・ランシマン 河出書房新社

世界史 24 知られざる古代 謎の北緯三四度三二分をゆく 日本交通公社 日本放送出版協会

世界史 25 シルクロード 砂漠を越えた冒険者たち ジャンーピエール・ドレージュ 創元社

世界史 26 世界史概観　下 Ｈ・Ｇ・ウェルズ著 岩波書店
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世界史 27 世界史概観　上 Ｈ・Ｇ・ウェルズ著 岩波書店

世界史 28 世界史の散歩路 資料が語る世界の歴史 錦引弘 聖文社

世界史 29 世界史物語 西村貞二 講談社

世界史 30 世界の歴史 5　中国史の成立 松丸道雄　永田英正 講談社

世界史 31 世界の歴史 ８　東アジアの世界帝国 尾形勇 講談社

世界史 32 世界の歴史 11　東アジアの変貌 小山正明 講談社

世界史 33 世界の歴史 12　東南アジア世界の形生 石井米雄　桜井由躬雄 講談社

世界史 34 世界の歴史 16　アジアの民族運動 伊藤秀一 講談社

世界史 35 世界の歴史 17　東アジアの近代 加藤祐三 講談社

世界史 36 世界の歴史 1　人類の起源と古代オリエント
大貫良夫　前川和也
渡辺和子　屋形禎亮

中央公論社

世界史 37 世界の歴史 2　中華文明の誕生 尾形勇　平勢隆郎 中央公論社

世界史 38 世界の歴史 3　古代インドの文明と社会 山崎元一 中央公論社

世界史 39 世界の歴史 4　オリエント世界の発展 小川英雄　山本由美子 中央公論社

世界史 40 世界の歴史 4　唐とインド 塚本善隆 中央公論社

世界史 41 世界の歴史 5　ギリシャとローマ 桜井万里子　本村凌二 中央公論社

世界史 42 世界の歴史 6　唐隋帝国と古代朝鮮 礪波護　武田幸男 中央公論社

世界史 43 世界の歴史 6　宋と元 宮崎市定 中央公論社

世界史 44 世界の歴史 7　宋と中央ユーラシア 伊原弘　梅村坦 中央公論社

世界史 45 世界の歴史 8　イスラーム世界の興隆 佐藤次高 中央公論社

世界史 46 世界の歴史 9　大モンゴルの時代 杉山正明　北川誠 中央公論社

世界史 47 世界の歴史 9　最後の東洋的社会 田村実造 中央公論社

世界史 48 世界の歴史 10　西ヨーロッパ世界の形成 佐藤彰一　池上俊一 中央公論社

世界史 49 世界の歴史 11　ビザンツとスラブ 井上浩一　栗生沢猛夫 中央公論社

世界史 50 世界の歴史 12　明清と李朝の時代 岸本美緒　宮嶋博史 中央公論社

世界史 51 世界の歴史 13　東南アジアの伝統と発展 石澤良昭　生田滋 中央公論社

世界史 52 世界の歴史 14　ムガル帝国から英領インドへ
佐藤正哲　中里成章
水島司

中央公論社

世界史 53 世界の歴史 15　熟成のイスラーム社会 永田雄三　羽田正 中央公論社

世界史 54 世界の歴史 16　ルネサンスと地中海 樺山紘一 中央公論社

世界史 55 世界の歴史 17　ヨーロッパ近世の開花
長谷川輝夫　大久保桂子
土肥恒之

中央公論社

世界史 56 世界の歴史 18　ラテンアメリカ文明の興亡 高橋均　網野徹哉 中央公論社

世界史 57 世界の歴史 19　中華帝国の危機 並木頼寿　井上裕正 中央公論社

世界史 58 世界の歴史 20　近代イスラームの挑戦 山内昌之 中央公論社

世界史 59 世界の歴史 21　アメリカとフランスの革命 五十嵐武士　福井憲彦 中央公論社

世界史 60 世界の歴史 22　近代ヨーロッパの情熱と苦悩
谷川稔　北原敦
鈴木健夫　村岡健次

中央公論社

世界史 61 世界の歴史 23　アメリカ合衆国の膨張 紀平英作　亀井俊介 中央公論社

世界史 62 世界の歴史 24　アフリカの民族と社会
福井勝義　赤坂賢
大塚和夫

中央公論社

世界史 63 世界の歴史 25　アジアと欧米世界 加藤祐三　川北稔 中央公論社

世界史 64 世界の歴史 26　世界大戦と現代文化の開幕
木村靖二　柴宜弘
長沼秀世

中央公論社

世界史 65 世界の歴史 27　対立へ向かうアジア 狭間直樹　長崎暢子 中央公論社

世界史 66 世界の歴史 28　第二次世界大戦から	      米ソ対立へ 油井大三郎　古田元夫 中央公論社

世界史 67 世界の歴史 29　冷戦と経済繁栄 猪木武徳　高橋進 中央公論社

世界史 68 世界の歴史 30　新世紀の世界と日本 下斗米伸夫　北岡伸一 中央公論社

世界史 69 世界の歴史と文化 イギリス 小池滋 新潮社

世界史 70 世界の歴史と文化 エジプト 鈴木八司 新潮社

世界史 71 世界の歴史と文化 中欧　ポーランド・チェコ・	スロヴァキア・ハンガリー 新潮社

世界史 72 世界の歴史と文化 中国 陳舜臣　尾崎秀樹 新潮社

世界史 73 世界の歴史と文化 フランス 清水徹　根本長兵衞 新潮社

世界史 74 世界の歴史と文化 北欧 百瀬宏　村井誠人 新潮社

世界史 75 地域からの世界史 第1巻　朝鮮 武田幸夫宮嶋博史　馬渕貞利 朝日新聞社

世界史 76 地域からの世界史 第2巻　中国　（上） 礪波護 朝日新聞社

世界史 77 地域からの世界史 第2巻　中国　（下） 森正男　加藤祐三 朝日新聞社
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世界史 78 地域からの世界史 第7巻　西アジア　（上） 屋形禎亮　佐藤高次 朝日新聞社

世界史 79 地域からの世界史 第8巻　西アジア　（下） 永田雄三　加藤博 朝日新聞社

世界史 80 地域からの世界史 第10巻　地中海　 松本宣郎　牟田口義郎 朝日新聞社

世界史 81 地域からの世界史 第14巻　西ヨーロッパ　（下）　 松村赳　西川正雄　山口定 朝日新聞社

世界史 82 地域からの世界史 第18巻　日本　 大江一道 朝日新聞社

世界史 83 中世の窓から 阿部謹也 朝日新聞社

世界史 84 中東現代史 藤村信 岩波書店

世界史 85 朝鮮近代史 姜在彦 平凡社

世界史 86 朝鮮の歴史と文化 姜在彦 大阪書籍

世界史 87 西域記 玄奘三蔵の旅 玄奘 小学館

世界史 88 ハプスブルク一千年 中丸明 新潮社

世界史 89 ハプスブルク歴史物語　 倉田稔 日本放送出版協会

世界史 90 マヤ文明 失われた都市を求めて クロード・ボーデ　シドニー・ピカソ 創元社

世界史 91 みちのく古仏紀行 大矢邦宣 河出書房新社

世界史 92 閔妃暗殺 朝鮮王朝末期の国母 角田房子 新潮社

世界史 93 物語　イタリアの歴史 解体から統一まで 藤沢道郎 中央公論

世界史 94 物語　韓国史 金両基 中央公論

世界史 95 ユダヤ教の誕生 荒井章三 講談社

世界史 96 ヨーロッパの旅　城と城壁都市 紅山雪夫 創元社

世界史 97 ライン河 ヨーロッパ史の動脈 加藤雅彦 岩波書店

世界史 98 略奪の海　カリブ もうひとつのラテン・アメリカ史 増田義郎 岩波書店

世界史 99 楼閣王国に立つ シルクロード・砂漠の二十日間 屠国璧 日本放送出版協会

世界史 100 ロシアについて 北方の原形 司馬遼太郎 文藝春秋

世界史 101 ロシア民族の起源 マヴロージン 群像社

戦争 1 インパール作戦従軍記 一新聞記者の回想 丸山静雄 岩波書店

戦争 2 ビルマ敗戦行記 一兵士の回想 荒木進 岩波書店

その他 1 友を偲ぶ 遠藤周作 光文社

その他 2 ビジネスマンの父より娘への25通の手紙 キングスレイ・ウォード 新潮社

地域 1 公民館で学ぶ 自分づくりとまちずくり 長澤成次 国土社

地域 2 やればわかる地域活動の魅力 「山形方式」出広がる	高校生ボランティアとは 米倉幹夫 本の時遊社

中国史 1 NHK 大黄河 第1巻　遥かなる河原に立つ 井上靖　ＮＨＫ取材班 日本放送出版協会

中国史 2 NHK 大黄河 第2巻　異境の民とオルドスの興亡 西田龍雄　ＮＨＫ取材班 日本放送出版協会

中国史 3 NHK 大黄河 第3巻　黄土高原＝文明のゆりかご 樋口隆康　ＮＨＫ取材班 日本放送出版協会

中国史 4 NHK 大黄河 第4巻　仏陀の道 鎌田茂雄　ＮＨＫ取材班 日本放送出版協会

中国史 5 NHK 大黄河 第5巻　大河　渤海に到る 陳舜臣　ＮＨＫ取材班 日本放送出版協会

中国史 6 始皇帝 ＴＨＥ　ＦＩＲＳＴ　ＥＭＰＥＲＯＲ ＮＨＫ取材班 日本放送出版協会

中国史 7 諸葛孔明　　上 陳舜臣 中央公論社

中国史 8 諸葛孔明　　下 陳舜臣 中央公論社

中国史 9 新版　魏志倭人伝 山尾久幸 講談社

中国史 10 戦国海商伝　上 陳舜臣 講談社

中国史 11 戦国海商伝　下 陳舜臣 講談社

中国史 12 茶事遍路 陳舜臣 朝日新聞社

中国史 13 中国古代の生活史 林已奈夫 吉川弘文館

中国史 14 中国史 尾形勇　岸本美緒 山川出版社

中国史 15 中国の歴史 １　原始から春秋戦国 貝塚茂樹　伊藤道治 講談社

中国史 16 中国の歴史 ２　秦漢帝国 西嶋定生 講談社

中国史 17 中国の歴史 ３　魏晋南北朝 川勝義雄 講談社

中国史 18 中国の歴史 ４　隋唐帝国 布目潮渢　栗原益男 講談社

中国史 19 中国の歴史 ５　五代・宋 周藤吉之　中嶋敏 講談社

中国史 20 中国の歴史 ６　元・明 愛宕松男　寺田隆 講談社

中国史 21 中国の歴史 ７　秦帝国 増井経夫 講談社
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中国史 22 中国の歴史 ８　近代中国 佐伯有一 講談社

中国史 23 中国の歴史 ９　人民中国の誕生 野村浩一 講談社

中国史 24 中国の歴史 １０　目で見る中国の歴史 日比野丈夫 講談社

中国史 25 中国の歴史 第1巻　神話から歴史へ 陳舜臣 平凡社

中国史 26 中国の歴史 第2巻　中華の揺籃 陳舜臣 平凡社

中国史 27 中国の歴史 第3巻　大統一時代 陳舜臣 平凡社

中国史 28 中国の歴史 第4巻　漢王朝の光と影 陳舜臣 平凡社

中国史 29 中国の歴史 第5巻　動乱の群像 陳舜臣 平凡社

中国史 30 中国の歴史 第6巻　世界帝国へ 陳舜臣 平凡社

中国史 31 中国の歴史 第7巻　隋唐の興亡 陳舜臣 平凡社

中国史 32 中国の歴史 第8巻　宋とその周辺 陳舜臣 平凡社

中国史 33 中国の歴史 第9巻　草原からの疾風 陳舜臣 平凡社

中国史 34 中国の歴史 第10巻　復興と明暗 陳舜臣 平凡社

中国史 35 中国の歴史 第11巻　明から清へ 陳舜臣 平凡社

中国史 36 中国の歴史 第12巻　清朝二百余年 陳舜臣 平凡社

中国史 37 中国の歴史 第13巻　斜陽と黎明 陳舜臣 平凡社

中国史 38 中国の歴史 第14巻　中華の躍進 陳舜臣 平凡社

中国史 39 中国の歴史 第15巻　年表・歴史地図・検引 陳舜臣 平凡社

中国史 40 中国の歴史　 近・現代篇　第1巻　黄龍振わず 陳舜臣 平凡社

中国史 41 中国の歴史　 近・現代篇　第2巻　落日に立つ 陳舜臣 平凡社

中国史 42 中国の歴史　 近・現代篇　第3巻　黎明に燃ゆ 陳舜臣 平凡社

中国史 43 長安の夢 陳舜臣 平凡社

中国史 44 唐から見た遣唐使 王勇 講談社

中国史 45 唐詩の世界 鈴木修次 日本放送出版協会

中国史 46 民族で読む中国
可児弘明　国分良成
鈴木正崇　関根政美

朝日新聞社

中国史 47 楼蘭古城にたたずんで 長澤和俊 朝日新聞社

中国史 48 ワイルド・スワン　上 ユン・チアン 講談社

中国史 49 ワイルド・スワン　下 ユン・チアン 講談社

哲学 1 成功哲学 やる気と自信がわいてくる ナポレオン・ヒル 産業能率大学出版部

伝記 1 新潮日本文学アルバム 61会津八一 新潮社

伝記 2 芭蕉その生涯と芸術 今栄蔵 日本放送出版協会

伝記 3 広島の雨はドームの雨 子どもと父母と教師が書いた　	原爆の記録 小川利雄 教育出版センター

伝記 4 幻の草薙剣と楊貴妃伝記 長谷川修 六興出版

伝記 5 与謝蕪村 田中善信 吉川弘文館

童話 1 世界民話１２か月 大きなかぶら 花岡大学 大阪教育図書

童話 2 世界民話１２か月 ノアのはこ船 花岡大学 大阪教育図書

童話 3 世界民話１２か月 欲ばりの赤てんぐ 花岡大学 大阪教育図書

日本史 1 100問100答　 日本の歴史 歴史教育者協議会 河出書房新社

日本史 2 100問100答　 日本の歴史2　原始・古代 歴史教育者協議会 河出書房新社

日本史 3 アイヌ考古学 教育者歴史新書＜日本史＞ 宇田川洋 教育社

日本史 4 アイヌは原日本人か 梅原猛 小学館

日本史 5 アイヌ民族 本多勝一 朝日新聞社

日本史 6 アイヌ民族と日本人 東アジアのなかの蝦夷地 菊池勇夫 朝日新聞社

日本史 7 出雲の銅鐸 発見から解読へ 佐原真　春成秀爾 日本放送出版協会

日本史 8 蝦夷と古代国家 関口明 吉川弘文館

日本史 9 エミシとは何か 古代東アジアと北方日本 中西進 角川書店

日本史 10 王権の争奪 大古墳と剣が語る 埴原和郎 日本アート・センター

日本史 11 奥の細道をたどる 角川春樹 角川書店

日本史 12 おくのほそ道 永遠の文学空間 堀切実 日本放送出版協会

日本史 13 男の民族学 遠藤ケイ 山と渓谷社

日本史 14 神と女の古代 楠戸義昭 毎日新聞社
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日本史 15 騎馬民族と日本古代の謎 奥野正男 大和書房

日本史 16 騎馬民族の心 モンゴルの草原から 鯉渕信一 日本放送出版協会

日本史 17 巨大遺跡を行く 人類の英知と力の遺産 読売新聞社 読売新聞社

日本史 18 近代日本の争点（上） 家永三郎　井上清　他 毎日新聞社

日本史 19 近代日本の争点（中） 家永三郎　井上清　他 毎日新聞社

日本史 20 近代日本の争点（下） 家永三郎　井上清　他 毎日新聞社

日本史 21 雲表の国 青海・チベット踏査行 色川大吉 小学館

日本史 22 黒潮に乗ってきた古代文明 石造遺物の謎を追って 小林光陽 日本放送出版協会

日本史 23 加耶から倭国へ 韓国　日本　古代歴史紀行
山尾幸久　平野邦雄
西谷正　金達寿

竹書房

日本史 24 芸術新潮ふるさと日本紀行 西日本 芸術新潮編集部 新潮社

日本史 25 芸術新潮ふるさと日本紀行 東日本 芸術新潮編集部 新潮社

日本史 26 ケルト人の世界 Ｔ・Ｇ・E・パウエル 東京書籍

日本史 27 考古学の散歩道 田中琢　佐原真 岩波書店

日本史 28 国民の歴史 西尾幹二 産経新聞	ニュースサービス

日本史 29 古事記への旅 萩原浅男 日本放送出版協会

日本史 30 古代蝦夷を考える 高橋富雄 吉川弘文館

日本史 31 古代東北王朝と藤原四代の興亡と謎 みちのくの黄金王国はなぜ滅びたか 佐治芳彦 日本文芸社

日本史 32 古代豪族と朝鮮
森浩一　上田正昭　井上満郎
西谷正　門脇禎二

新人物往来社

日本史 33 古代史紀行 宮脇俊三 講談社

日本史 34 古代史津々浦々 列島の地域文化と考古学 森浩一 小学館

日本史 35 古代史と民族学 谷川健一 ジャパン・	ファブリッシャーズ

日本史 36 古代史の謎に挑む 高松塚と稲荷山鉄剣 NHK 日本放送出版協会

日本史 37 古代史の謎を探る 黒谷重吾 大和書房

日本史 38 古代史の迷路を歩く 黒岩重吾 中央公論社

日本史 39 古代探究 「記・紀」の世界と日本人の心 小林道憲 日本放送出版協会

日本史 40 古代東北日本の謎 新野直吉 大和書房

日本史 41 古代東北の兵乱 新野直吉 吉川弘文館

日本史 42 古代の出雲 水野祐 吉川弘文館

日本史 43 古代浪漫紀行 邪馬台国から大和王権への道 黒岩重吾 勁文社

日本史 44 西行の世界 久保田淳 日本放送出版協会

日本史 45 集英社版　日本の歴史 10戦国の群像 池上裕子 集英社

日本史 46 集英社版　日本の歴史 1日本史誕生 佐々木高明 集英社

日本史 47 集英社版　日本の歴史 2倭人争乱 田中琢 集英社

日本史 48 集英社版　日本の歴史 3古代王権の展開 吉村武彦 集英社

日本史 49 集英社版　日本の歴史 8南北朝の動乱 伊藤喜良 集英社

日本史 50 縄文学への道 小林修三 日本放送出版協会

日本史 51 縄文人の世界 小林達雄 朝日新聞社

日本史 52 真珠の小箱 1奈良の春 樋口清之　　他 角川書店

日本史 53 真珠の小箱 2奈良の夏 樋口清之　　他 角川書店

日本史 54 真珠の小箱 3奈良の秋 樋口清之　　他 角川書店

日本史 55 真珠の小箱 4奈良の冬 樋口清之　　他 角川書店

日本史 56 真珠の小箱 5伊勢・志摩の春夏 樋口清之　　他 角川書店

日本史 57 真珠の小箱 6伊勢・志摩の秋冬 樋口清之　　他 角川書店

日本史 58 新版　飛鳥 その古代史と風土 門脇禎二 日本放送出版協会

日本史 59 西洋史辞典 京都大学文学部西洋史研究室編 東京創元社

日本史 60 瀬戸内の民俗誌 海民史の深層をたずねて 沖浦和光 岩波書店

日本史 61 瀬戸内の民俗誌 海民史の深層をたずねて 沖浦和光 岩波書店

日本史 62 戦国乱世対談 痛恨無比の戦国対談 観音寺潮五郎　桑田忠親 角川書店

日本史 63 蘇我氏と古代国家 黛弘道 吉川弘文館

日本史 64 大系日本の歴史 １日本人の誕生 佐原眞 小学館

日本史 65 大系日本の歴史 2古墳の時代 和田 小学館



ヒストリア宇部　蔵書リスト 14／21ページ

棚 分類 仮管理
番号

書　　　　名 サブ・タイトル （共）著者 発行所

日本史 66 大系日本の歴史 3古代国家の歩み 吉田孝 小学館

日本史 67 対談古代文化の謎をめぐって 上田雅昭　大林太良　森浩一 社会思想社

日本史 68 たまゆらの緑 澤野久雄 学習研究社

日本史 69 中国美術史 マイケル・サリバン 新潮社

日本史 70 鉄剣の謎と古代日本
井上粕健　佐伯有清　川口勝康
木下礼二

新潮社

日本史 71 銅剣・銅鐸・銅矛と出雲王国の時代 松本清張 日本放送出版協会

日本史 72 東洋史辞典 京都大学文学部東洋史研究室編 東京創元社

日本史 73 謎の王国・渤海 中西進　安田喜憲 角川書店

日本史 74 謎の古代女性たち 黒岩重吾 中央公論社

日本史 75 南海の邪馬台国 検証された"海上の道" 木村政昭 徳間書店

日本史 76 日蓮配流の道 日本の旅人4　日蓮 紀野一義 淡交社

日本史 77 ニッポン原人 日本人と日本文化のナゾにせまる 三上喜孝 同文書院

日本史 78 日本海繁盛記 高田宏 岩波書店

日本史 79 日本古代史と遺跡の謎
ミステリアス・ジャパンの扉を開く
焦点のコンだ居二〇〇項

和森皎　石附喜三郎　井上辰雄
加藤稔  川崎晃　北村文治

自由国民社

日本史 80 日本子どもの歴史 １　夜明けの子供 久木幸男 第一法規出版

日本史 81 日本子どもの歴史 2　乱世の子ども 結城陸郎 第一法規出版

日本史 82 日本子どもの歴史 3　武士の子・庶民の子(上) 石川松太郎　直江広治 第一法規出版

日本史 83 日本子どもの歴史 4　武士の子・庶民の子(下) 石川松太郎　直江広治 第一法規出版

日本史 84 日本子どもの歴史 5　富国強兵下の子ども 仲新 第一法規出版

日本史 85 日本子どもの歴史 6　激動期の子ども 上笙一郎 第一法規出版

日本史 86 日本子どもの歴史 7　現代の子ども 野垣義行 第一法規出版

日本史 87 日本史 1　豊臣秀吉篇Ⅰ 松田毅一　川崎桃太 中央公論社

日本史 88 日本史 2　豊臣秀吉篇Ⅱ 松田毅一　川崎桃太 中央公論社

日本史 89 日本史 3　五畿内篇Ⅰ 松田毅一　川崎桃太 中央公論社

日本史 90 日本史 4　五畿内篇Ⅱ 松田毅一　川崎桃太 中央公論社

日本史 91 日本史 5　五畿内篇Ⅲ 松田毅一　川崎桃太 中央公論社

日本史 92 日本史 6　豊後篇Ⅰ 松田毅一　川崎桃太 中央公論社

日本史 93 日本史 7　豊後篇Ⅱ 松田毅一　川崎桃太 中央公論社

日本史 94 日本史 8　豊後篇Ⅲ 松田毅一　川崎桃太 中央公論社

日本史 95 日本史 9　西九州篇Ⅰ 松田毅一　川崎桃太 中央公論社

日本史 96 日本史 10　西九州篇Ⅱ 松田毅一　川崎桃太 中央公論社

日本史 97 日本史 11　西九州篇Ⅲ 松田毅一　川崎桃太 中央公論社

日本史 98 日本史 12　西九州篇Ⅳ 松田毅一　川崎桃太 中央公論社

日本史 99 日本史辞典 京都大学文学部国史研究室編 東京創元社

日本史 100 日本社会の歴史　（中） 綱野善彦 岩波書店

日本史 101 日本社会の歴史　（下） 綱野善彦 岩波書店

日本史 102 日本人の歴史 ［1］自然と日本人 樋口清之 講談社

日本史 103 日本人の歴史 ［4］性と日本人 樋口清之 講談社

日本史 104 日本人の歴史 ［6］装いと日本人 樋口清之 講談社

日本史 105 日本人誕生 現代人の起源に迫る 埴原和郎 日本アート・センター

日本史 106 日本人とは何か 岸俊男　森浩一　大林大良 中央公論社

日本史 107 日本と朝鮮の古代史
吉田晶　鬼頭清明　水島暉臣慎
山尾幸久　門脇禎二

三省堂

日本史 108 日本の古代 1倭人の登場 森浩一 中央公論社

日本史 109 日本の古代 2列島の地域文化 森浩一 中央公論社

日本史 110 日本の古代 3海をこえての交流 大林太良 中央公論社

日本史 111 日本の古代 4縄文・弥生の生活 森浩一 中央公論社

日本史 112 日本の古代 5前方後円墳の世紀 森浩一 中央公論社

日本史 113 日本の古代 6王権をめぐる戦い 岸俊男 中央公論社

日本史 114 日本の古代 7まつりごとの展開 岸俊男 中央公論社

日本史 115 日本の古代 8海人の伝統 大林太良 中央公論社

日本史 116 日本の古代 9都城の生態 岸俊男 中央公論社
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日本史 117 日本の古代 10山人の生業 大林太良 中央公論社

日本史 118 日本の古代 11ウジとイエ 大林太良 中央公論社

日本史 119 日本の古代 12　女性の力 森浩一 中央公論社

日本史 120 日本の古代 13心のなかの宇宙 大林太良 中央公論社

日本史 121 日本の古代 14ことばと文字 岸俊男 中央公論社

日本史 122 日本の古代 15古代国家と日本 岸俊男 中央公論社

日本史 123 日本の歴史 1　飛鳥古京 研秀出版

日本史 124 日本の歴史 2　古代の日本 研秀出版

日本史 125 日本の歴史 3　奈良の都 研秀出版

日本史 126 日本の歴史 4　平安貴族 研秀出版

日本史 127 日本の歴史 5　源平争乱 研秀出版

日本史 128 日本の歴史 6　鎌倉幕府 研秀出版

日本史 129 日本の歴史 7　南北朝の動乱 研秀出版

日本史 130 日本の歴史 8　室町幕府 研秀出版

日本史 131 日本の歴史 9　戦国の世 研秀出版

日本史 132 日本の歴史 10　江戸開府 研秀出版

日本史 133 日本の歴史 11　武家と町人 研秀出版

日本史 134 日本の歴史 12　幕末・維新 研秀出版

日本史 135 日本の歴史 13　明治 研秀出版

日本史 136 日本の歴史 14　大正・昭和 研秀出版

日本史 137 日本の歴史 15　戦後史上 研秀出版

日本史 138 日本の歴史 16　戦後史下 研秀出版

日本史 139 日本の歴史 1　神話から歴史へ 井上光貞 中央公論社

日本史 140 日本の歴史 2　古代国家の成立 直木孝次郎 中央公論社

日本史 141 日本の歴史 3　奈良の都 青木和夫 中央公論社

日本史 142 日本の歴史 4　平安京 北山茂夫 中央公論社

日本史 143 日本の歴史 5　王朝の貴族 土田直鎮 中央公論社

日本史 144 日本の歴史 6　武士の登場 竹内理三 中央公論社

日本史 145 日本の歴史 7　鎌倉幕府 石井進 中央公論社

日本史 146 日本の歴史 8　蒙古襲来 黒田俊雄 中央公論社

日本史 147 日本の歴史 9　南北朝の動乱 佐藤進一 中央公論社

日本史 148 日本の歴史 10　下克上の時代 永原慶二 中央公論社

日本史 149 日本の歴史 11　戦国大名 杉山博 中央公論社

日本史 150 日本の歴史 12　天下統一 林屋辰三郎 中央公論社

日本史 151 日本の歴史 13　鎖国 辻達也 中央公論社

日本史 152 日本の歴史 14　江戸開府 岩生成一 中央公論社

日本史 153 日本の歴史 15　大名と百姓 佐々木潤之介 中央公論社

日本史 154 日本の歴史 16　元禄時代 児玉幸多 中央公論社

日本史 155 日本の歴史 17　町人の実力 奈良本辰也 中央公論社

日本史 156 日本の歴史 18　幕藩体制の苦悶 北島正元 中央公論社

日本史 157 日本の歴史 19　開国と攘夷 小西四郎 中央公論社

日本史 158 日本の歴史 20　明治維新 井上清 中央公論社

日本史 159 日本の歴史 21　近代国家の出発 色川大吉 中央公論社

日本史 160 日本の歴史 22　大日本帝国の試練 隅谷三喜男 中央公論社

日本史 161 日本の歴史 23　大正デモクラシー 今井清一 中央公論社

日本史 162 日本の歴史 24　ファシズムへの道 大内力 中央公論社

日本史 163 日本の歴史 25　太平洋戦争 林茂 中央公論社

日本史 164 日本の歴史　下 井上清 岩波書店

日本史 165 日本佛教概史 宇井伯壽 岩波書店

日本史 166 日本仏教史 思想史としてのアプローチ 末木文美士 新潮社

日本史 167 日本仏教史 思想史としてのアプローチ 末木文美士 新潮社
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日本史 168 日本文化の起源 民族学と遺伝学の対話 佐々木高明　森島啓子 講談社

日本史 169 売春の歴史 影の日本史 邦光史郎　杉村明 日本書籍

日本史 170 はだかの日本史 樋口清之 主婦の友社

日本史 171 東日流外三郡誌の秘密 いま甦る古代東北王朝 佐治芳彦 KKベストセラーズ

日本史 172 東日流外三郡誌の秘密 日本は二つの国だった 佐治芳彦 徳間書店

日本史 173 卑弥呼新考 解明された三世紀倭国の全貌 サンケイ出版

日本史 174 藤ノ木古墳の主は誰か 黒岩重吾　ＮＨＫ取材班 日本放送出版協会

日本史 175 仏教伝来 鎌田茂雄 講談社

日本史 176 仏像風土記 久野健 日本放送出版協会

日本史 177 北方の民族と文化 大林太良 山川出版社

日本史 178 南九州古代ロマン ハヤトの現像 丸山学芸図書

日本史 179 森浩一対談集　古代技術の復権 森浩一 小学館

日本史 180 邪馬台国は東遷したか
大林良太　金関恕
佐原真　安藤美典

三一書房

日本史 181 遊牧民の肖像 自由な草原に生きる 松原正毅 角川書店

日本史 182 琉球王国 高良倉吉 岩波書店

日本史 183 歴史紀行瀬戸内水軍 森本繁 新人物往来社

日本史 184 歴史と人間 上田正昭　林屋辰三郎 朝日新聞社

日本史 185 歴史の交差路にて 日本・中国・朝鮮 金達寿　陳　司馬遼太郎　 講談社

日本史 186 歴史の世界から 司馬遼太郎 中央公論社

日本史 187 歴史の町並みを歩く 藤井正大 実業之日本社

日本史 188 歴史への招待 1　旗本八万騎　安政大地震　他 鈴木健二 日本放送出版協会

日本史 189 歴史への招待 2　新撰組流亡　朝鮮使節往還　他 鈴木健二 日本放送出版協会

日本史 190 歴史への招待 3　実説・石川五右衛門　堺炎上　他 鈴木健二 日本放送出版協会

日本史 191 歴史への招待 4　秘剣一の太一　決闘巌流島　他 鈴木健二 日本放送出版協会

日本史 192 歴史への招待 5　刃傷松之廊下　吉良邸討ち入り　他 鈴木健二 日本放送出版協会

日本史 193 歴史への招待 6　義経騎馬軍団　源平兵糧合戦　他 鈴木健二 日本放送出版協会

日本史 194 歴史への招待 7　大坂城攻防１　大坂城攻防2　他 鈴木健二 日本放送出版協会

日本史 195 蓮如 松原泰道 東洋経済新報社

日本史 196 倭族と古代日本 諏訪春雄 雄山閣出版

日本史 197 私の韓国陶磁遍歴 宗左近 新潮社

佛教 1 「歎異抄」を読む 田村実造 日本放送出版協会

佛教 2 ブッタの世界 玉城康四郎　木村清孝 日本放送出版協会

文化 1 山里の唄 倉冨良枝 山口新聞社

文学 1 「男はつらいよ」うちあけ話 池田荘太郎 主婦と生活社

文学 2 ＮＨＫ短歌のこころ 1986四月～九月 日本放送出版協会

文学 3 ＮＨＫ俳句入門 飯田龍太俳句の楽しみ 飯田龍太 日本放送出版協会

文学 4 ＮＨＫ俳句入門 岡野弘彦短歌に親しむ 岡野弘彦 日本放送出版協会

文学 5 青が散る 宮本輝 文春文庫

文学 6 秋の森の奇跡 林真理子 小学館

文学 7 幾山河越えさり行かば 若山牧水の人と歌 大悟法利雄 彌生書房

文学 8 うかれ黄蝶 平岩弓枝 文藝春秋

文学 9 歌い来しかた わが短歌戦後史 近藤芳美 岩波書店

文学 10 江の川 いのちと愛と 村尾靖子　安藤由紀 岩崎書店

文学 11 オレンジの壺　（上） 宮本輝 講談社

文学 12 オレンジの壺　（下） 宮本輝 講談社

文学 13 女の顔　上 平岩弓枝 文春文庫

文学 14 女の顔　下 平岩弓枝 文春文庫

文学 15 外来語の話 新村出 教育出版社

文学 16 華族夫人の忘れ物 平岩弓枝 文藝春秋

文学 17 北前船の事件 はやぶさ新八御用旅 平岩弓枝 講談社
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文学 18 近代の秀句 水原秋櫻子 朝日新聞社

文学 19 句歌歳時記 秋 山本健吉 新潮社

文学 20 句歌歳時記 夏 山本健吉 新潮社

文学 21 句歌歳時記 春 山本健吉 新潮社

文学 22 句歌歳時記 冬 山本健吉 新潮社

文学 23 句歌春秋 竹西寛子 新潮社

文学 24 くさぐさの花 高橋治 朝日新聞社

文学 25 句集　流るる日々 高橋畔舟 条例出版

文学 26 血脈の火 流転の海　第三部 宮本輝 新潮社

文学 27 現代短歌手帖 安田章生　木俣修 創元社

文学 28 現代日本文学全集 1 坪内逍遥　二葉亭四迷　集 筑摩書房

文学 29 現代日本文学全集 2 尾崎紅葉　山田美妙　廣津柳浪　川上眉山　集 筑摩書房

文学 30 現代日本文学全集 3 幸田露伴　集 筑摩書房

文学 31 現代日本文学全集 4 北村透谷　樋口一葉　集 筑摩書房

文学 32 現代日本文学全集 5 泉　鏡花　徳富　蘆花　集 筑摩書房

文学 33 現代日本文学全集 6 正岡子規　伊藤左千代 筑摩書房

文学 34 現代日本文学全集 8 島崎藤村　集 筑摩書房

文学 35 現代日本文学全集 9 田山花袋 筑摩書房

文学 36 現代日本文学全集 10 徳田秋聲　集 筑摩書房

文学 37 現代日本文学全集 11 夏目漱石　集 筑摩書房

文学 38 現代日本文学全集 12 柳田國男　集 筑摩書房

文学 39 現代日本文学全集 13 岩野泡鳴　近松秋江　集 筑摩書房

文学 40 現代日本文学全集 14 正宗白鳥　集 筑摩書房

文学 41 現代日本文学全集 15 與謝野寛　石川啄木　與謝野晶子　北原白秋　集 筑摩書房

文学 42 現代日本文学全集 16 永井荷風　集 筑摩書房

文学 43 現代日本文学全集 17 小山内薰　木下杢太郎　吉井勇　集 筑摩書房

文学 44 現代日本文学全集 18 谷崎潤一郎　集 筑摩書房

文学 45 現代日本文学全集 19 武者小路實篤 筑摩書房

文学 46 現代日本文学全集 20 志賀直哉　集 筑摩書房

文学 47 現代日本文学全集 21 有島武郎　集 筑摩書房

文学 48 現代日本文学全集 22 寺田寅彦　森田草平　鈴木三重吉　集 筑摩書房

文学 49 現代日本文学全集 23 齋藤茂吉　集 筑摩書房

文学 50 現代日本文学全集 24 高村光太郎　萩原朔太郎　宮澤賢治　集 筑摩書房

文学 51 現代日本文学全集 25 里見弴　久米正雄　集 筑摩書房

文学 52 現代日本文学全集 26 芥川龍之介　集 筑摩書房

文学 53 現代日本文学全集 27 菊池寛　室生犀星　集 筑摩書房

文学 54 現代日本文学全集 28 長與善郎　野上彌生子　集 筑摩書房

文学 55 現代日本文学全集 29 水上瀧太郎　久保田万太郎　集 筑摩書房

文学 56 現代日本文学全集 30 佐藤春夫　集 筑摩書房

文学 57 現代日本文学全集 31 山本有三　集 筑摩書房

文学 58 現代日本文学全集 32 廣津和郎　宇野浩二　集 筑摩書房

文学 59 現代日本文学全集 33 豊島與志郎　岸田國士　集 筑摩書房

文学 60 現代日本文学全集 34 加能作次郎　牧野信一　葛西善藏　嘉村礒多　集 筑摩書房

文学 61 現代日本文学全集 35 宮本百合子　集 筑摩書房

文学 62 現代日本文学全集 36 横光利一　集 筑摩書房

文学 63 現代日本文学全集 37 川端康成　集 筑摩書房

文学 64 現代日本文学全集 38 葉山嘉樹　小林多喜二　中野重治　集 筑摩書房

文学 65 現代日本文学全集 39 小林たい子　網野菊　佐多稻子　壺井榮　集 筑摩書房

文学 66 現代日本文学全集 40 瀧井孝作　外村繁　尾崎一雄　上林暁　集 筑摩書房

文学 67 現代日本文学全集 41 井伏鱒二　集 筑摩書房

文学 68 現代日本文学全集 42 小林秀雄　集 筑摩書房
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文学 69 現代日本文学全集 43 梶井基次郎　三好達治　堀辰雄　集 筑摩書房

文学 70 現代日本文学全集 44 阿部知二　伊藤整　中山義秀　集 筑摩書房

文学 71 現代日本文学全集 45 岡本かの子　林芙美子　宇野千代　集 筑摩書房

文学 72 現代日本文学全集 46 武田麟太郎　島木健作　高見順　集 筑摩書房

文学 73 現代日本文学全集 47 丹羽文雄　船橋聖一　集 筑摩書房

文学 74 現代日本文学全集 48 尾崎士郎　石川達三　火野葦平　集 筑摩書房

文学 75 現代日本文学全集 49 石川淳　坂口安吾　太宰治　集 筑摩書房

文学 76 現代日本文学全集 50 眞船豊　三好十郎　久保榮　木下順二　集 筑摩書房

文学 77 現代のこわい話 石田泰照 文教書院

文学 78 恋の歌愛の歌 初心者のための短歌鑑賞 大滝貞一 牧羊社

文学 79 語源をさぐる 新村出 教育出版社

文学 80 ここがポイント　俳句上達法 楠本憲吉 講談社

文学 81 古典　ユーモアばなし 子どもがよろこぶ 村上幸雄 黎明書房

文学 82 ことばのカルテ 吉田金彦 三省堂

文学 83 ことばの歳時記 山本健吉 文藝春秋社

文学 84 ことばの中の暮らし 池田弥三郎 主婦の友社

文学 85 子供が喜ぶ　昔のこわい話 石田泰照 文教書院

文学 86 作文十一講 大隈秀夫 日本広報協会

文学 87 山頭火と歩く 村上護　吉岡功治 新潮社

文学 88 しぐれ茶屋おりく 川口松太郎 講談社

文学 89 沈まぬ太陽 （一）アフリカ編　上 山崎豊子 新潮社

文学 90 沈まぬ太陽 （二）アフリカ編　下 山崎豊子 新潮社

文学 91 沈まぬ太陽 （三）御巣鷹山編 山崎豊子 新潮社

文学 92 沈まぬ太陽 （四）会長室編　上 山崎豊子 新潮社

文学 93 沈まぬ太陽 （五）会長室編　下 山崎豊子 新潮社

文学 94 湿地帯 宮尾登美子 新潮社

文学 95 銃口　　下 三浦綾子 小学館

文学 96 銃口　　下 三浦綾子 小学館

文学 97 昭和文学全集 第一巻　横光利一　集 横光利一 角川書店出版

文学 98 昭和文学全集 第九巻　川端康成　集 川端康成 角川書店出版

文学 99 昭和文学全集 第五巻　永井荷風　集 永井荷風 角川書店出版

文学 100 昭和文学全集 第三巻　寺田寅彦　集 寺田寅彦 角川書店出版

文学 101 昭和文学全集 第十一巻　徳田秋聲　集 徳田秋聲 角川書店出版

文学 102 昭和文学全集 第十巻　安部能成　天野貞祏　辰野隆　集 安部能成　天野貞祏　辰野隆 角川書店出版

文学 103 昭和文学全集 第十九巻　林芙美子　集 林芙美子 角川書店出版

文学 104 昭和文学全集 第十五巻　谷崎潤一郎　集 谷崎潤一郎 角川書店出版

文学 105 昭和文学全集 第十三巻　小林秀雄　河上徹太郎　集 小林秀雄　河上徹太郎 角川書店出版

文学 106 昭和文学全集 第十七巻　大佛次郎　集 大佛次郎 角川書店出版

文学 107 昭和文学全集 第十二巻　武者小路實篤　集 武者小路實篤 角川書店出版

文学 108 昭和文学全集 第十八巻　堀辰雄　集 堀辰雄 角川書店出版

文学 109 昭和文学全集 第十四巻　宮澤賢治　集 宮澤賢治 角川書店出版

文学 110 昭和文学全集 第十六巻　亀井勝一郎　中村光夫　福田恆存　集 亀井勝一郎　中村光夫　福田恆存 角川書店出版

文学 111 昭和文学全集 第七巻　志賀直哉　集　 志賀直哉 角川書店出版

文学 112 昭和文学全集 第二巻　山本有三　集 山本有三 角川書店出版

文学 113 昭和文学全集 第二十一巻　石坂洋次郎　集 石坂洋次郎 角川書店出版

文学 114 昭和文学全集 第二十巻　芥川龍之介　集 芥川龍之介 角川書店出版

文学 115 昭和文学全集 第八巻　宮本百合子　集　 宮本百合子 角川書店出版

文学 116 昭和文学全集 第四巻　獅子文六　集 獅子文六 角川書店出版

文学 117 昭和文学全集 第六巻　小林多喜二　中野重治　徳永直　集 小林多喜二　中野重治　徳永直 角川書店出版

文学 118 昭和文学全集 第二十二巻　高村光太郎　萩原朔太郎　集 高村光太郎　萩原朔太郎 角川書店出版

文学 119 昭和文学全集 第二十五巻　安部次郎　小宮豊隆　木下杢太郎　集 安部次郎　小宮豊隆　木下杢太郎 角川書店出版
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文学 120 昭和文学全集 第二十三巻　大岡昇平　三島由紀夫　集 大岡昇平　三島由紀夫 角川書店出版

文学 121 昭和文学全集 第二十四巻　昭和戯曲　集 久保榮 角川書店出版

文学 122 昭和文学全集 別冊　夏目漱石　集 夏目漱石 角川書店出版

文学 123 新版現代俳句下 山本健吉 角川書店

文学 124 新版現代俳句上 山本健吉 角川書店

文学 125 随筆とは何か 鑑賞法と作法 吉田精一 創拓社

文学 126 世界の文学 1　シェイクスピア 中央公論

文学 127 世界の文学 2　セルバンテス 中央公論

文学 128 世界の文学 3　ラファイエット夫人　ラクロ 中央公論

文学 129 世界の文学 4　スウイフト　フィールディング 中央公論

文学 130 世界の文学 5　ゲーテ 中央公論

文学 131 世界の文学 6　オースティン 中央公論

文学 132 世界の文学 7　ユーゴ　デュマ 中央公論

文学 133 世界の文学 8　スタンダール 中央公論

文学 134 世界の文学 9　スタンダール 中央公論

文学 135 世界の文学 10　バルザック 中央公論

文学 136 世界の文学 11　プーシキン　ゴーゴリ　	     ツルゲーネフ 中央公論

文学 137 世界の文学 12　E・ブロンテ 中央公論

文学 138 世界の文学 13　ディケンズ 中央公論

文学 139 世界の文学 14　ケラー　シュティフター 中央公論

文学 140 世界の文学 15　フロベール　 中央公論

文学 141 世界の文学 16　ドストエフスキイ 中央公論

文学 142 世界の文学 17　ドストエフスキイ 中央公論

文学 143 世界の文学 18　ドストエフスキイ 中央公論

文学 144 世界の文学 19　トルストイ 中央公論

文学 145 世界の文学 20　トルストイ 中央公論

文学 146 世界の文学 21　トルストイ 中央公論

文学 147 世界の文学 22　イプセン 中央公論

文学 148 世界の文学 23　ジェルミナール 中央公論

文学 149 世界の文学 24　モーパッサン 中央公論

文学 150 世界の文学 25　ジュール・ヴァレース 中央公論

文学 151 世界の文学 26　ヘンリー・ジェイムズ 中央公論

文学 152 世界の文学 47　魯迅 中央公論

文学 153 世界の文学 48　ムージル　ブロツホ 中央公論

文学 154 世界の文学 49　サルトル　ビュトール 中央公論

文学 155 世界の文学 50　グリーン　ダレル 中央公論

文学 156 世界の文学 51　ベロー　ウェルティー 中央公論

文学 157 世界の文学 52　フランス名作集　　 中央公論

文学 158 世界の文学 53　イギリス　アメリカ名作集　　 中央公論

文学 159 世界の文学 54　ドイツ名作集 中央公論

文学 160 全国昔話資料集成 羽前小国昔話集 岩崎美術社

文学 161 続　読書日記 江國滋 朝日新聞社

文学 162 短歌への招待 馬場あき子 読売新聞社

文学 163 地の星 流転の海　第二部 宮本輝 新潮社

文学 164 沈黙 遠藤周作 新潮社

文学 165 つぶやき歳時記 高橋治 角川書店

文学 166 鉄道員 浅田次郎 集英社

文学 167 読書日記 江國滋 朝日新聞社

文学 168 日本語漫談 新村出 教育出版社

文学 169 蚤とり侍 小松重男 新潮社

文学 170 俳句鑑賞入門 山口誓子 創元社
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文学 171 俳句入門 楠本憲吉 文春文庫

文学 172 俳句入門 楠本憲吉 文藝春秋

文学 173 芭蕉歳時記 復本一郎 講談社

文学 174 芭蕉二つの顔 俗人と俳聖と 田中善信 講談社

文学 175 花の回廊 流転の海　第四部 宮本輝 新潮社

文学 176 花の回廊 流転の海　第五部 宮本輝 新潮社

文学 177 花の回廊 流転の海　第五部 宮本輝 新潮社

文学 178 氾濫 伊藤整 新潮社

文学 179 ファーストレディ　　上 遠藤周作 新潮社

文学 180 ファーストレディ　　下 遠藤周作 新潮社

文学 181 万葉集 時代と作品 木俣修 日本放送出版協会

文学 182 万葉集の歌　人と風土 １　明日香・橿原 清原和義 保育社

文学 183 万葉集の歌　人と風土 2　奈良 中西進 保育社

文学 184 万葉集の歌　人と風土 3　大和東部 山内英正 保育社

文学 185 万葉集の歌　人と風土 4  大和南西部 岡野弘彦 保育社

文学 186 万葉集の歌　人と風土 5  大阪 井村哲夫 保育社

文学 187 万葉集の歌　人と風土 6　兵庫 神野富一 保育社

文学 188 万葉集の歌　人と風土 7　京都 芳賀紀雄 保育社

文学 189 万葉集の歌　人と風土 8　滋賀 広岡義隆 保育社

文学 190 万葉集の歌　人と風土 9　中国・四国 下田忠 保育社

文学 191 万葉集の歌　人と風土 11 九州 林田正男 保育社

文学 192 万葉集の歌　人と風土 12 東海 加藤静雄 保育社

文学 193 万葉集の歌　人と風土 13 関東南部 桜井満 保育社

文学 194 万葉集の歌　人と風土 14 中部・関東北部・東北 渡部和雄 保育社

文学 195 万葉集の歌　人と風土 15 北陸 山口博 保育社

文学 196 万葉のうた 大原富枝　岩崎ちひろ 童心社

文学 197 湖笛 水上勉 講談社

文学 198 昔話は生きている 稲田浩二 三省堂

文学 199 流転の海　 第一部 宮本輝 新潮社

文学 200 ルソン戦ー死の谷 阿利莫二 岩波書店

文学 201 瑠璃の海 小池真理子 集英社文庫

文学 202 私のアンネ＝フランク 松永みよ子 偕成社

民話 1 インドの民話 A・Ｋ・ラーマーヌジャン 青土社

民話 2 馬良の神筆　 中国民話集 中国国際書店 外文出版社

物語 1 オキナワの少年 東峰夫 文藝春秋

料理 1 にっぽん味の職人物語 小菅桂子 新潮社

旅行 1 ＪＴＢのポケットガイド イギリス ＪＴＢ海外ガイドブック編集部 ＪＴＢ日本交通公社	出版事業局

旅行 2 ＪＴＢのポケットガイド イタリア ＪＴＢ海外ガイドブック編集部 ＪＴＢ日本交通公社	出版事業局

旅行 3 ＪＴＢのポケットガイド ウィーン・オーストリア ＪＴＢ海外ガイドブック編集部 ＪＴＢ日本交通公社	出版事業局

旅行 4 ＪＴＢのポケットガイド ギリシャ・エーゲ海 ＪＴＢ海外ガイドブック編集部 ＪＴＢ日本交通公社	出版事業局

旅行 5 ＪＴＢのポケットガイド スイス ＪＴＢ海外ガイドブック編集部 ＪＴＢ日本交通公社	出版事業局

旅行 6 ＪＴＢのポケットガイド スペイン・ポルトガル ＪＴＢ海外ガイドブック編集部 ＪＴＢ日本交通公社	出版事業局

旅行 7 ＪＴＢのポケットガイド ドイツ ＪＴＢ海外ガイドブック編集部 ＪＴＢ日本交通公社	出版事業局

旅行 8 ＪＴＢのポケットガイド トルコ ＪＴＢ海外ガイドブック編集部 ＪＴＢ日本交通公社	出版事業局

旅行 9 ＪＴＢのポケットガイド ニュージーランド ＪＴＢ海外ガイドブック編集部 ＪＴＢ日本交通公社	出版事業局

旅行 10 ＪＴＢのポケットガイド ハンガリー・チェコ ＪＴＢ海外ガイドブック編集部 ＪＴＢ日本交通公社	出版事業局

旅行 11 ＪＴＢのポケットガイド フランス ＪＴＢ海外ガイドブック編集部 ＪＴＢ日本交通公社	出版事業局

旅行 12 ＪＴＢのポケットガイド 北欧 ＪＴＢ海外ガイドブック編集部 ＪＴＢ日本交通公社	出版事業局

旅行 13 カラー　日本の渓谷 日本山岳写真集団 山と渓谷社

旅行 14 関西周辺ベストコース 日帰り1~2泊 ブルーガイド編集部 実業之日本社

旅行 15 九州 最新旅行案内 日本交通公社 日本交通公社	出版事業局
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旅行 16 九州・沖縄 交通公社の最新旅行案内 日本交通公社 日本交通公社	出版事業局

旅行 17 交通公社のポケットガイド ドイツ 日本交通公社 日本交通公社	出版事業局

旅行 18 交通公社のポケットガイド ヨーロッパ 日本交通公社 日本交通公社	出版事業局

旅行 19 最新旅行案内 12　京都 日本交通公社 日本交通公社	出版事業局

旅行 20 桜前線を旅する 沖縄から北海道まで 安藤享 講談社

旅行 21 主婦と生活”カラ―旅” 第1巻　北海道 主婦と生活社

旅行 22 主婦と生活”カラ―旅” 第2巻　東北 主婦と生活社

旅行 23 主婦と生活”カラ―旅” 第3巻　日光と上越 主婦と生活社

旅行 24 主婦と生活”カラ―旅” 第4巻　鎌倉と東京周辺 主婦と生活社

旅行 25 主婦と生活”カラ―旅” 第5巻　信州と飛騨 主婦と生活社

旅行 26 主婦と生活”カラ―旅” 第6巻　　伊豆と箱根 主婦と生活社

旅行 27 主婦と生活”カラ―旅” 第7巻　　富士・東海と志摩 主婦と生活社

旅行 28 主婦と生活”カラ―旅” 第８巻　能登と北陸 主婦と生活社

旅行 29 主婦と生活”カラ―旅” 第10巻　紀州と大和路 主婦と生活社

旅行 30 主婦と生活”カラ―旅” 第11巻　山陽と山陰 主婦と生活社

旅行 31 主婦と生活”カラ―旅” 第12巻　四国と瀬戸内海 主婦と生活社

旅行 32 主婦と生活”カラ―旅” 第13巻　九州 主婦と生活社

旅行 33 主婦と生活”カラ―旅” 第14巻　沖縄 主婦と生活社

旅行 34 図解　カナダ 感動大陸の素顔 元木榮一 河出書房新社

旅行 35 図解　ギリシャ エーゲ海文明を訪ねて 周藤芳幸 河出書房新社

旅行 36 図解　ドイツ古都物語 谷克二　和田和秀 河出書房新社

旅行 37 世界・美術の旅ガイド6　ドイツ ベルリン・ミューヘンと	ロマンティック街道 キークリイション 美術出版社

旅行 38 南九州の旅 ブルーガイド編集部 実業之日本社

旅行 39 大和めぐり 新旅行案内 日本交通公社 日本交通公社	出版事業局

歴史 1 アイヌの世界観 山本孝子 講談社

歴史 2 出雲の古代史 門脇禎二 日本放送出版協会

歴史 3 蝦夷 古代東北人の歴史 高橋崇 中央公論

歴史 4 蝦夷の末裔 高橋崇 中央公論

歴史 5 小田和生戯曲集 小田和生 梓書店

歴史 6 検定不合格日本史 家永三郎 三一書房

歴史 7 米騒動記 その四十年を回顧して 高野義祐 米騒動四十周年記念	刊行会

歴史 8 銅鐸の謎 この絵は何を物語るか 大羽弘道 光文社

歴史 9 日本国家の起源 岩波書店

歴史 10 日本のこころ　 その代表人物 毎日新聞社 毎日新聞社

歴史 11 日本の歴史 26　よみがえる日本 躐山政道 中央公論社

歴史 12 邪馬台国が見える！ 吉野ヶ里と卑弥呼の時代 ＮＨＫ取材班 日本放送出版協会

歴史 13 私の描いた山口の文学者たち 中野真琴 中野真琴


