
 ２０１６年３月特集展示「友情」

請求記号 書名 著者名 出版者名
134ミ 思想家たちの友情　アドルノとベンヤミン 三原　弟平 白水社
134ハ 存在と時間　１ ハイデガー 中央公論新社
B135テ 方法序説 デカルト 岩波書店
L158カ 大人の友情 河合　隼雄 埼玉福祉会
158ナ 友だちの作り方 中山　千夏 河出書房新社
158フ あなたはなぜ「友だち」が必要なのか カーリン・フローラ 原書房
253ア 小さな国の大いなる知恵 ポーラ・アンダーウッド 翔泳社
281シ 弔辞 新藤　兼人 岩波書店

289.1カ 神谷美恵子・浦口真左往復書簡集 神谷　美恵子 みすず書房
J361モ 友だちは永遠じゃない 森　真一 筑摩書房
367.6ト 友だち地獄 土井　隆義 筑摩書房
367.7ホ ひとり老後は「友活」で決まる 保坂　隆 ベストセラーズ
J371イ いじめられている君へ　いじめている君へ　いじめを見ている君へ　完全版 朝日新聞社 朝日新聞出版
371ハ 爆笑問題と考えるいじめという怪物 太田　光 集英社
388シ アフリカの民話 島岡　由美子 バラカ
480ホ びっくりどうぶつフレンドシップ ジェニファー・Ｓ．ホランド 飛鳥新社
723ホ 風の詩　かけがえのない毎日 星野　富弘 学研パブリッシング
726チ ターシャからの手紙 〔ターシャ・テューダー メディアファクトリー
778ケ 激アツ！男の友情映画１００ 洋泉社
779ミ 不細工な友情 光浦　靖子 幻冬舎

783.4ミ Ｄｅａｒ　ＫＡＺＵ　僕を育てた５５通の手紙 三浦　知良 文藝春秋
809コ 心にのこる友人・同僚の結婚スピーチ 曾我　千春 池田書店
910シ 志賀直哉宛書簡集 日本近代文学館 岩波書店
910タ 友情の文学誌 高橋　英夫 岩波書店

B912ム あ・うん 向田　邦子 新潮社
B914サ 友だちは無駄である 佐野　洋子 筑摩書房
914ヤ 文士の友情 安岡　章太郎 新潮社
B915カ 川端康成・三島由紀夫往復書簡 川端　康成 新潮社
915ツ 若き日の友情 辻　邦生 新潮社
B918ミ 宮沢賢治全集　７ 宮沢　賢治 筑摩書房
J933ウ チョッキー ジョン・ウインダム あすなろ書房
933ウ 友情 フレッド・ウルマン 集英社

J933サ 穴 ルイス・サッカー 講談社
J933サ 歩く ルイス・サッカー 講談社
933サ 三つの冠の物語 ローズマリ・サトクリフ 原書房
B933チ 長いお別れ レイモンド・チャンドラー 早川書房
933テ ボリブル マイケル・デ・ララベッティ 白水社
933ト ハックルベリ・フィンの冒険 マーク・トウェイン 角川書店
933ノ はるかなるわがラスカル スターリング・ノース ブッキング

B933ハ 秘密の花園 バーネット 光文社
933ハ イエロー・バード ケヴィン・パワーズ 早川書房
B933フ ウィンブルドン ラッセル・ブラッドン 東京創元社
J933ヘ ２０年後 オー・ヘンリー 理論社
933ホ ザッカリー・ビーヴァーが町に来た日 キンバリー・ウィリス・ホルト 白水社
933マ レンブラントの帽子 バーナード・マラマッド 夏葉社
J933ロ ハリー・ポッターと秘密の部屋　２－１ Ｊ．Ｋ．ローリング 静山社
934オ 女友だちの賞味期限　実話集 ジェニー・オフィル プレジデント社

B935ハ チャリング・クロス街８４番地 ヘレーン・ハンフ 中央公論社
940ア ゲーテとベートーヴェン 青木　やよひ 平凡社
J943ケ 飛ぶ教室 ケストナー 光文社
948エ エンデ全集　５　はてしない物語 エンデ 岩波書店
948エ エンデ全集　４　はてしない物語 エンデ 岩波書店
950ヘ ベケットの友情　１９７９－１９８９ アンドレ・ベルノルド 現代思潮新社
J953ヘ 十五少年漂流記 ジュール・ヴェルヌ 新潮社
J953ホ ぼくのともだち エマニュエル・ボーヴ 白水社

Fア 三匹のおっさん 有川　浩 文藝春秋

1 江戸川区立篠崎図書館



 ２０１６年３月特集展示「友情」

請求記号 書名 著者名 出版者名
Fア 壬生義士伝　上 浅田　次郎 文芸春秋
BFイ 氷壁 井上　靖 新潮社
Fイ なでし子物語 伊吹　有喜 ポプラ社
Fイ ４ＴＥＥＮ 石田　衣良 新潮社

HFウ 光圀伝 冲方　丁 角川書店
Fウ 酒田さ行ぐさげ　日本橋人情横丁 宇江佐　真理 実業之日本社

BFオ 配達される女 逢坂　剛 集英社
Fオ 戦友の恋 大島　真寿美 角川書店
Fオ 女ともだち 角田　光代 小学館
JFカ レヴォリューションＮｏ．３ 金城　一紀 角川書店
Fキ ひとがた流し 北村　薫 朝日新聞社
JFク オン・ザ・ライン 朽木　祥 小学館
BFサ 青空の卵 坂木　司 東京創元社
BFサ 神様がくれた指 佐藤　多佳子 新潮社
JFシ きみの友だち 重松　清 新潮社
Fシ トワイライト 重松　清 文芸春秋
BFタ 八朔の雪　みをつくし料理帖 高田　郁 角川春樹事務所
BFタ 走れメロス・おしゃれ童子 太宰　治 集英社
BFタ 下妻物語 岳本　野ばら 小学館
Fツ 盲目的な恋と友情 辻村　深月 新潮社

BFナ 李陵・山月記　改版 中島　敦 新潮社
BFナ 岸和田少年愚連隊 中場　利一 集英社
Fナ 村田エフェンディ滞土録 梨木　香歩 角川書店
Fナ ズッコケ熟年三人組 那須　正幹 ポプラ社
BFノ すれ違う背中を 乃南　アサ 新潮社
BFハ 泣いた赤おに 浜田　広介 小学館
Fハ でーれーガールズ　Ｆａｎｔａｓｔｉｃ　Ｇｉｒｌｓ’Ｏｋａｙａｍａ，１９８０ 原田　マハ 祥伝社
BFヒ 容疑者Ｘの献身 東野　圭吾 文藝春秋
BFホ マイ国家　改版 星　新一 新潮社
BFミ 夏雲あがれ　上 宮本　昌孝 集英社
Fミ 政と源 三浦　しをん 集英社
Fミ まほろ駅前多田便利軒 三浦　しをん 文藝春秋

BFム 友情　改版 武者小路　実篤 新潮社
BFユ 夏の庭　Ｔｈｅ　ｆｒｉｅｎｄｓ　改版 湯本　香樹実 新潮社
Fユ 王妃の帰還 柚木　麻子 実業之日本社
JFヨ 真夏のバディ 吉村　龍一 集英社
BFシ 粗にして野だが卑ではない　石田礼助の生涯 城山　三郎 文芸春秋
F9タ 走れメロス；駈込み訴え 太宰　治 新潮社
F9ナ 李陵 中島敦 新潮社
F9ナ 山月記 中島敦 新潮社
K1ソ イー　コンプリート　エー　サイド　シングルス ゾーン ソニー　ミュージックエンターテイメント

V1ス ＜ＤＶＤ＞スタンド・バイ・ミー　 ロブ　ライナー ソニーピクチャーズエンタテインメント

V1ヤ ＜ＤＶＤ＞やかまし村の春・夏・秋・冬　 ラッセ　ハルストレム アスミック
V1ヤ ＜ＤＶＤ＞やかまし村の子どもたち　 ラッセ　ハルストレム アスミック

2 江戸川区立篠崎図書館


