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書名 巻次 著者名 出版者
インディ・ジョーンズ　失なわれた《箱舟（アー
ク）》伝説

ロブ・マグレガー∥著 竹書房

気くばりのすすめ 〔正〕 鈴木／健二∥著 講談社
プロ野球を１０倍楽しく見る方法 江本／孟紀∥著 ベストセラーズ

ビジネスマンの父より息子への３０通の手紙
キングスレイ・ウォー
ド∥〔著〕

新潮社

クレイマー、クレイマー
エイヴリー・コーマン
∥著

サンリオ

消えた遺体 小山／巌∥著 講談社
「マルサの女」日記 伊丹／十三∥著 文芸春秋
プロ野球知らなきゃ損する 板東／英二∥著 青春出版社
キッチン 吉本／ばなな∥著 福武書店
世紀末死語事典 加藤／主税∥編著 中央公論社
悪魔の飽食 森村／誠一∥著 光文社
ノストラダムスの大予言最終解答編 五島／勉∥著 祥伝社
愛情物語 赤川／次郎∥〔著〕 角川書店
戦慄 麻生／幾∥著 新潮社
つぐみ 吉本／ばなな∥著 中央公論社
赤川次郎ミステリーコレクション 3 赤川／次郎∥作 岩崎書店

ライシャワー大使日録
Ｅ．Ｏ．ライシャワー
∥〔著〕

講談社

１９８９年 毎日新聞社

紫禁城の黄昏 下
Ｒ．Ｆ．ジョンストン
∥著

祥伝社

ノルウェイの森 下 村上／春樹∥著 講談社
おことば 島田／雅彦∥編著 新潮社
なんとなく、クリスタル 田中／康夫∥著 河出書房新社
１９８５年 吉崎／達彦∥著 新潮社
タイムウォーカー 指南役∥著 ダイヤモンド社
積木くずし 穂積／隆信∥著 アートン
ツイン・ベスト 寺尾  聡∥歌 東芝ＥＭＩ

クレイマー、クレイマー
ロバート　ベントン∥
監督　脚色

ソニー・ピクチャー
ズエンタテインメン

１９８０年大百科 宝島社

紫禁城の黄昏 上
Ｒ．Ｆ．ジョンストン
∥著

祥伝社

大平正芳 福永　文夫∥著 中央公論新社
六星占術が教える十二支の読み方 細木  数子∥著 祥伝社
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Ｃｏｍｐｌｅｔｅ　Ｔｈｅ　Ｃｈｅｃｋｅｒｓ
Ｔｈｅ　Ｃｈｅｃｋｅ
ｒｓ∥演奏

ポニーキャニオン

シングルス・プラス
もんた＆ブラザーズ∥
演奏

ユニバーサルミュー
ジック

ノルウェイの森 上 村上／春樹∥著 講談社
デザインの解剖 2 佐藤　卓∥著 美術出版社
リクルート事件・江副浩正の真実 江副　浩正∥著 中央公論新社
御巣鷹山と生きる 美谷島　邦子∥著 新潮社
ゲームの父・横井軍平伝 牧野　武文∥著 角川書店
知と情 御厨　貴∥著 朝日新聞出版
国鉄の基礎知識 所沢　秀樹∥著 創元社

家の履歴書
文化人・芸術
家篇

斎藤　明美∥著 キネマ旬報社

窓ぎわのトットちゃん 黒柳　徹子∥著 講談社
菊池武夫の本 菊池　武夫∥著 マガジンハウス

青春歌年鑑
もんた＆ブラザーズ∥
〔ほか〕演奏

Ｓｏｎｙ　Ｍｕｓｉ
ｃ　Ｄｉｒｅｃｔ

服を作る 山本　耀司∥著 中央公論新社
タモリ論 樋口　毅宏∥著 新潮社
植村直己・夢の軌跡 湯川  豊∥著 文芸春秋
サラダ記念日 俵／万智∥著 河出書房新社
ＭＩＹＡＫＥ  ＩＳＳＥＹ展 三宅  一生∥〔作〕 求竜堂
エッセンシャル・ベスト 薬師丸　ひろ子∥歌

昭和時代 １９８０年代
読売新聞昭和時代プロ
ジェクト∥著

中央公論新社

ファンシーポップ・デザイン
パイインターナショナ
ル∥編著

パイインターナショ
ナル

カラー図鑑日本の火山 高田 亮∥監修 ナツメ社
昭和と師弟愛 小松 政夫∥著 KADOKAWA
JR30年物語 「旅と鉄道」編集部∥ 天夢人
'80sガーリーデザインコレクション ゆかしなもん∥著 グラフィック社
衛星画像で読み解く噴火しそうな日本の火山 福田 重雄∥著 日本評論社
日本の演歌 3 北島 三郎∥歌 日本クラウン
日本の演歌 1 都 はるみ∥歌 日本コロムビア

インディ・ジョーンズ
Ｓｔｅｖｅｎ　Ｓｐｉ
ｅｌｂｅｒｇ∥監督

パラマウントホーム
エンタテインメント
ジャパン

セーラー服と機関銃 相米　慎二∥監督 角川映画
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ふたりの異邦人 久米 小百合∥著
いのちのことば社<
フォレストブックス

日本鉄道史
昭和戦後・平
成篇

老川 慶喜∥著 中央公論新社

'70s & '80sサンリオのデザイン
グラフィック社編集部
∥編

グラフィック社

特撮全史 1980-90年代 講談社∥編 講談社
日本の火山に登る 及川 輝樹∥著 山と溪谷社

MY MELODY A to Z
グラフィック社編集部
∥編

グラフィック社

Little Twin Stars A to Z
グラフィック社編集部
∥編

グラフィック社

昔の道具 1 国土社編集部∥編 国土社

ニューレトロイラストレーション
パイインターナショナ
ル∥編著

パイインターナショ
ナル

日本の乗用車図鑑 1975-1985
自動車史料保存委員会
∥編

三樹書房

日本の乗用車図鑑 1986-1991
自動車史料保存委員会
∥編

三樹書房

テレビドラマオールタイムベスト100
TVガイドアーカイブ
チーム∥編

東京ニュース通信社

東京タイムスリップ1984↔2021 善本 喜一郎∥写真 河出書房新社
ストリートファッション1980-2020 ACROSS編集室∥編著 パルコ
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