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장 르 제  목 저 자 출 판 사 

소설 １Ｑ８４ ＢＯＯＫ１ 村上春樹 新潮社 

소설 １Ｑ８４ ＢＯＯＫ２ 村上春樹 新潮社 

소설 海辺のカフカ 上 村上春樹 新潮社 

소설 海辺のカフカ 下 村上春樹 新潮社 

소설 右岸 辻 仁成 集英社 

소설 左岸 江国香織 集英社 

소설 きらきらひかる 江国香織 新潮社 

소설 空中ブランコ 奥田英朗 文藝春秋 

소설 イン・ザ・プール 奥田英朗 文藝春秋 

소설 ヘヴン 川上未映子 講談社 

소설 告白 湊かなえ 双葉社 

소설 ダブル・ファンタジー 村山由佳 文藝春秋 

소설 沈まぬ太陽 １ 山崎豊子 新潮社 

소설 沈まぬ太陽 ２ 山崎豊子 新潮社 

소설 沈まぬ太陽 ３ 山崎豊子 新潮社 

소설 沈まぬ太陽 ４ 山崎豊子 新潮社 

소설 沈まぬ太陽 ５ 山崎豊子 新潮社 

소설 うらなり 小林信彦 文藝春秋 

소설 ａｎｅｇｏ 林 真理子 小学館 

소설 日本近代文学の名作 吉本隆明 新潮社 

수필 のはなしに 伊集院 光 宝島社 
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수필 この世でいちばん大事な「カネ」の話 西原理恵子 理論社 

수필 バカの壁 養老孟司 新潮社 

수필 求めない 加島祥造 小学館 

수필 ツレがうつになりまして 細川貂々 幻冬舎 

수필 その後のツレがうつになりまして 細川貂々 幻冬舎 

수필 陰翳礼賛 谷崎潤一郎 中央公論新社 

수필 鈍感力 渡辺純一 集英社 

수필 死にゆく者からの言葉 鈴木秀子 文藝春秋 

수필 村上春樹、河合隼雄に会いにいく 河合隼雄・ 村上春樹 新潮社 

수필 Dear,こげんた ｍｉｍｉ ハート出版 

수필 旅をする本 星野道夫 文藝春秋 

수필 ガンジス河でバタフライ たかのてるこ 幻冬舎 

수필 
いつもみてるよ。 

がんばってるの、しってるよ。 
ナカムラ・ミツル Think D 出版 

수필 私の財産告白 本多静六 実業之日本社 

수필 人生計画の立て方 本多静六 実業之日本社 

기타 地道力 國分利治 扶桑社 

기타 未来を変える８０人 ｼﾙｳﾞｧﾝ･ﾀﾞﾆｴﾙ 外 日経ＢＰ社 

전기 漱石の長襦袢 半藤末利子 文藝春秋 

기타 
変な人が書いた 

人生が100倍楽しく笑える話 
斎藤一人 角川書店 

기타 
マクドナルド社長が送り続けた 
１０１の言葉 

原田泳幸 かんき出版 

기타 夢を力に 本田宗一郎 日本経済新聞出版社 

기타 一勝九 敗 柳井 正 新潮社 

기타 経営に終わりはない 藤沢武夫 文藝春秋 
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기타 素直な心になるために 松下幸之助 ＰＨＰ文庫 

아동 동화 美しく青き道頓堀川 桂三枝 アートン 

아동 동화 鯛 桂三枝 アートン 

아동 동화 悲しい犬やねん 桂三枝 アートン 

아동 동화 考える豚 桂三枝 アートン 

아동 동화 ワニ 桂三枝 アートン 

아동 동화 カラス 桂三枝 アートン 

아동 동화 さよなら動物園 桂三枝 アートン 

아동 동화 峠の狸レストラン 桂三枝 アートン 

아동 동화 １００かいだてのいえ 岩井俊雄 偕成社 

아동 동화 ちか１００かいだてのいえ 岩井俊雄 偕成社 

아동 동화 わすれられない おくりもの スーザン・バーレイ 評論社 

아동 동화 １００万回生きたねこ 佐野洋子 講談社 

아동 동화 くろくんとなぞのおばけ なかや みわ 童心社 

아동 동화 サルくんとブタさん 田所美波 汐文社 

아동 동화 でんでんみしのかなしみ 新美南吉 大日本図書 

아동 동화 おこだでませんように くすのき しげのり 小学館 

아동 동화 
こうていペンギンはなぜ生き

のこったか！？ 
斎藤一人 ＫＫロングセラーズ 

아동 동화 ふたりはともだち アーノルド・ローベル 文化出版局 

아동 동화 がたんごとん がたんごとん 安西水丸 福音館書店 

아동 소설 バッテリー あさの あつこ 角川書店 

아동 소설 西の魔女が死んだ 梨木香歩 新潮社 
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아동 소설 魔女の宅急便 角野栄子 福音社 

동시집 あたまわるいけど学校がすき  中公新書ラクレ 

< ＤＶＤ> 

영화 松本清張セレクション 顔 ＤＶＤ (1957年)  

영화 松本清張セレクション 張込み ＤＶＤ (1958年)  

영화 松本清張セレクション 眼の壁 ＤＶＤ (1958年)  

영화 松本清張セレクション 波の塔 ＤＶＤ (1960年)  

영화 松本清張セレクション ゼロの焦点 ＤＶＤ (1961年)  

영화 カンゾー先生 ＤＶＤ (1998年)  

영화 踊る大捜査線 ＤＶＤ (2002年)  

영화 ビートたけし 座頭市 ＤＶＤ (2003年)  

영화 ＡＬＷＡＹＳ 三丁目の夕日 ＤＶＤ (2005年)  

영화 蟬しぐれ ＤＶＤ (2005年)  

영화 涙そうそう ＤＶＤ (2006年)  

영화 武士の一分 ＤＶＤ (2006年)  

영화 おくりびと ＤＶＤ (2008年)  

영화 余命１ヶ月の花嫁 ＤＶＤ (2009年)  

애니메이션 けろっこ デメタン ＤＶＤ   

애니메이션 ブラック・ジャック ＤＶＤ   

애니메이션 ドラえもん あべこべの星 ＤＶＤ  

애니메이션 ドラえもん 台風のフー子 ＤＶＤ  

애니메이션 
ドラえもん  

テストにアンキパン ＤＶＤ  
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애니메이션 
ドラえもん 

走れのび太！ロボット裁判所 
ＤＶＤ  

애니메이션 
ドラえもん 

のび太の結婚式？！ 
ＤＶＤ  

애니메이션 
ドラえもん 

ドラえもんが生まれ変わる日 
ＤＶＤ  

애니메이션 ドラえもん 僕の生まれた日 ＤＶＤ  

애니메이션 
ドラえもん 

おばあちゃんのおもいで 
ＤＶＤ  

애니메이션 紅の豚 ＤＶＤ  

애니메이션 風の谷のナウシカ ＤＶＤ  

애니메이션 耳をすませば ＤＶＤ  

애니메이션 天空の城ラピュタ ＤＶＤ  

애니메이션 となりのトトロ ＤＶＤ  

애니메이션 魔女の宅急便 ＤＶＤ  

애니메이션 千と千尋の神隠し ＤＶＤ  

애니메이션 ハウルの動く城 ＤＶＤ  

애니메이션 崖の上のポニョ ＤＶＤ  

 


