
（録音）

２．　録音図書
タイトル 巻数 著者名 出版者 出版年

０　総記

「研究室」に行ってみた。 ５：４８ 川端裕人 筑摩書房 １４

ＮｅｔＲｅａｄｅｒ２　活用術 ４：５２ ラビット １５

スマホ廃人 ５：３７ 石川結貴 文藝春秋 １７

電卓四兄弟－カシオ「創造」の６０年－ ４：４４
樫尾幸雄
佐々木達也聞き手

中央公論新社 １７

コンピュータ国家 １０：０３
デービッド・バーナ
ム
田原総一朗訳

ティビーエス・ブリ
タニカ

８４

パソコン革命の英雄たち １０
Ｐ．フライバーガー
Ｍ．スワイン

マグロウヒル
ブック

８５

高度情報社会は人間をどう変えるか ４
増田米二
正村公宏

ＴＢＳブリタニカ ８４

新聞・ＴＶ（テレビ）が消える日 ４：５１ 猪熊建夫 集英社 ０９

Ｗｉｎｄｏｗｓ８実演ガイド
－ＰＣ－Ｔａｌｋｅｒ８基礎編－

１：２２ ラビット １３

Windows１０基本操作－PC-Talker編－ ４：４２ ラビット １６

キー入力練習
－カナ入力編　アルファベット入力編－

１：２８ アメディア ０３

図書館発達史 １０ 佐藤政孝 みずうみ書房 ８６

指と耳で読む－日本点字図書館と私－ ５ 本間一夫 岩波書店 ８１

「図書館の自由に関する宣言１９７９年改
訂」解説

３：０７
日本図書館協会図
書館の自由に関す
る調査委員会編

日本図書館協会 ８７

図書館と江戸時代の人びと １０：５７ 新藤透 柏書房 １７

障害者サービス（図書館員選書　１２） １１：００
日本図書館協会障
害者サービス委員
会編

日本図書館協会 ９６

障害者サービス　補訂版（図書館員選書
１２）

１４：００
日本図書館協会障
害者サービス委員
会編

日本図書館協会 ０３

すべての人に図書館サービスを
－障害者サービス入門－

３：４７
日本図書館協会障
害者サービス委員
会編

日本図書館協会 ９４

障害者サービスと著作権法（ＪＬＡ図書館
実践シリーズ　２６）

５：００
日本図書館協会障
害者サービス委員
会著作権委員会編

日本図書館協会 １４
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（録音）

タイトル 巻数 著者名 出版者 出版年

聴覚障害者も使える図書館に
－図書館員のためのマニュアル－改訂
版

４：４４

日本図書館協会障
害者サービス委員
会聴覚障害者に対
する図書館サービ
スを考えるワーキ
ンググループ編

日本図書館協会 ９８

公立図書館の任務と目標解説　増補修
訂版

３：３１
日本図書館協会図
書館政策特別委員
会編

日本図書館協会 ００

ラオス山の村に図書館ができた ７：３６ 安井清子 福音館書店 １５

デンマークのにぎやかな公共図書館
－平等・共有・セルフヘルプを実現する場
所－

７：２６ 吉田右子 新評論 １０

現代の超克－本当の「読む」を取り戻す
－

７：２３
中島岳志
若松英輔

ミシマ社 １４

読むことは生きること ９ 柳田邦男 新潮社 ９９

鬼平とキケロと司馬遷と
－歴史と文学の間－

６：５９ 山内昌之 岩波書店 ０５

街場の読書論 １２：１７ 内田樹 太田出版 １２

博士の本棚 ７：３２ 小川洋子 新潮社 ０８

本の読み方－墓場の書斎に閉じこもる－ ３：３０ 草森紳一 河出書房新社 ０９

ビブリオバトル
－本を知り人を知る書評ゲーム－

７：２２ 谷口忠大 文藝春秋 １３

ニッポンの書評 ６：０４ 豊崎由美 光文社 １１

本よむ幸せ １０：４４ 福原義春 求龍堂 １３

本屋さんで待ちあわせ ５：２３ 三浦しをん 大和書房 １２

本は世につれ
－ベストセラーはこうして生まれた－

７：１２ 植田康夫 水曜社 ０９

痕跡本のすすめ ３：５３ 古沢和宏 太田出版 １２

ナツイチ－世界をめくろう。夏の一冊集英
社文庫－２０１０

２：００ 集英社 １０

新潮文庫の１００冊　２０１０ ２：１２ 新潮社 １０

録音図書目録　平成２０年度版 ５：５３ 調布市立図書館 ０９

録音図書目録　平成２１年度版 ５：５１ 調布市立図書館 １０

録音図書目録　平成２２年度版 ７：２１ 調布市立図書館 １１

録音図書目録　平成２３年度版 ７：１５ 調布市立図書館 １２

録音図書目録　平成２４年度版 ８：３７ 調布市立図書館 １３

録音図書目録　平成２５年度版 １０：１５ 調布市立図書館 １４

録音図書目録　平成２６年度版 １１：０２ 調布市立図書館 １５
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（録音）

タイトル 巻数 著者名 出版者 出版年

録音図書目録　平成２７年度版 １１：３２ 調布市立図書館 １６

録音図書目録　平成２８年度版 １１：４３ 調布市立図書館 １７

録音図書目録　平成２９年度版 １１：５３ 調布市立図書館 １８

小学生にすすめる本 ３ 調布市立図書館編 調布市立図書館 ９５

このほんよんで！　改訂版 ３ 調布市立図書館編 調布市立図書館 ９６

このほんよんで！　第２版 ６：３６ 調布市立図書館編 調布市立図書館 １０

小学生にすすめる本　第２版 ４：５５ 調布市立図書館編 調布市立図書館 １４

発見！角川文庫　２０１０ ２：１６ 角川書店 １０

猫のいる日々 ４ 大仏次郎 六興出版 ７８

展示論－博物館の展示をつくる－ １１：０８
日本展示学会出版
事業委員会企画・
編集

雄山閣 １０

戦争とジャーナリズム １４ 茶本繁正 三一書房 ８４

１　哲学・宗教

考える日々 ５：５１ 池田晶子 毎日新聞社 ９８

猫とロボットとモーツアルト－哲学論集－ ６ 土屋賢二 勁草書房 ９８

哲学な日々
－考えさせない時代に抗して－

５：３１ 野矢茂樹 講談社 １５

時間についての十二章
－哲学における時間の問題－

８：４８ 内山節 岩波書店 １１

人間この未知なるもの １２：４８
アレキシス・カレル
渡部昇一訳

三笠書房 ８２

三太郎の日記 １３ 阿部次郎 角川書店 ８４

宣長と小林秀雄 ７ 野崎守英 名著刊行会 ８２

「におい」の心理学 ６：１４ 足立博 弘文堂 ９５

もの忘れの脳科学－最新の認知心理学
が解き明かす記憶のふしぎ－

４：１７ 苧阪満里子 講談社 １４

「いい人に見られたい」症候群
－代償的自己を生きる－

４：４１ 根本橘夫 文藝春秋 ０９

夢の分析－生成する〈私〉の根源－ ９：１３ 川嵜克哲 講談社 ０５

平気でうそをつく人たち ９
Ｍ．スコット・ペック
森英明訳

草思社 ９６

山姥、山を降りる－現代に棲まう昔話－ ６：５２ 山口素子 新曜社 ０９

ロールプレイとスーパーヴィジョン
－カウンセリングを学ぶ人のために－

８：０３ 氏原寛編著 ミネルヴァ書房 ９７

冥途のお客－夢か現か、現か夢か－ ４：２６ 佐藤愛子 光文社 ０４

私（わたし）の遺言 ７：５０ 佐藤愛子 新潮社 ０２

人は死なない－ある臨床医による摂理と
霊性をめぐる思索－

５：４７ 矢作直樹 バジリコ １１
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（録音）

タイトル 巻数 著者名 出版者 出版年

水木しげるの不思議旅行 ５：０６ 水木しげる 中央公論新社 １６

楽しく生きるのに努力はいらない
－元気がわき出る５０のヒント－

４ 池田清彦 サンマーク出版 ９９

悩みいろいろ－人生に効く物語５０－ ５：１７ 金子勝 岩波書店 １６

文系？理系？
－人生を豊かにするヒント－

４：３２ 志村史夫 筑摩書房 ０９

成功の実現 ９：５４ 中村天風述
日本経営合理化
協会出版局

９１

もっと楽に生きられる
－「菜根譚」で変わる人生観－

４ 福田常雄 読売新聞社 ９８

人はなぜ宗教を必要とするのか ５：４２ 阿満利麿 筑摩書房 ９９

聖地巡礼Beginning ８：２３
内田樹
釈徹宗

東京書籍 １３

信仰の理由 ５ 保阪正康 朝日新聞社 ９６

聖地巡礼－リターンズ－ ７：２４
内田樹
釈徹宗

東京書籍 １６

聖地巡礼－コンティニュード－ ７：３７
内田樹
釈徹宗

東京書籍 １７

バレンタインデーの秘密
－愛の宗教文化史－

６：３７ 浜本隆志 平凡社 １５

イスラーム入門
－文明の共存を考えるための99の扉－

７：０３ 中田考 集英社 １７

「オウム真理教」追跡２２００日 １４ 江川紹子 文藝春秋 ９５

痛快！寂聴仏教塾＜ＣＤ１枚付＞ ７ 瀬戸内寂聴
集英社インター
ナショナル

００

ダライ・ラマ法王に池上彰さんと「生きる
意味」について聞いてみよう

２：２３
ダライ・ラマ１４世
池上彰

講談社 １０

現代語訳般若心経 ４：３４ 玄侑宗久 筑摩書房 ０６

わたしの法華経－「梁塵秘抄」を通して－ ７：３６ 松原泰道 弘文堂 ０１

お寺の収支報告書 ５：５７ 橋本英樹 祥伝社 １４

ご利益散歩に出かけよう ６：００ 平野恵理子 筑摩書房 ０５

仏像にインタビュー ４：０３ 宮澤やすみ 実業之日本社 ０９

四国遍路 ５ 辰濃和男 岩波書店 ０１

歎異抄講座　第１巻 ７：０４ 松野純孝ほか 弥生書房 ７８

歎異抄講座　第２巻 ７：３７ 金子大栄ほか 弥生書房 ７８

歎異抄講座　第３巻 ８：４５ 曽我量深ほか 弥生書房 ７９

歎異抄講座　第４巻 ８：５２ 亀井勝一郎ほか 弥生書房 ７８

日本語になった仏教のことば ４ ひろさちや 講談社 ８８

明日（あした）は晴れ ４：１０ 瀬戸内寂聴 光文社 １３

深大寺物語
－住職がつづる　とっておき－

３：２８ 谷玄昭 四季社 ９８
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（録音）

タイトル 巻数 著者名 出版者 出版年

法然上人の言葉
－「法然上人絵伝」より－

２：３２
伊藤唯眞
溝縁ひろし写真

淡交社 １０

正法眼蔵に学ぶ
－二十一世紀の人間賛歌－

１０：４７ 大塚宗元 経済往来社 ９５

ほんものたちのロマンの旅
－永嘉大師証道歌より－

１ 大塚宗元 愛語の会 ９９

怒らない禅の作法 ４：３３ 枡野俊明 河出書房新社 １３

良寛の恋－炎の女貞心尼－ １０：５３ 工藤美代子 講談社 ０７

聖書－これをいかに読むか－ ５ 赤司道雄 中央公論社 ８０

後世への最大遺物
－デンマルク国の話－

４ 内村鑑三 岩波書店 ８３

キリスト教と文明の風土 ４
聖心女子大学キリ
スト教文化研究所
編

春秋社 ７９

教養としてのキリスト教 ４ 村松剛 講談社 ６５

ユダ－烙印された負の符号の心性史－ ７：２２ 竹下節子 中央公論新社 １４

バチカン
－ミステリアスな「神に仕える国」－

６：３２ 秦野るり子 中央公論新社 ０９

しあわせは微笑みが連れてくるの ２：３１ ジャンヌ・ボッセ
メディアファクト
リー

１２

しあわせは涙のあとに届くもの ２：５８ ジャンヌ・ボッセ
メディアファクト
リー

１３

殉教－日本人は何を信仰したか－ ６：５１ 山本博文 光文社 ０９

２　歴史・伝記

ごはんとパンの考古学 ７：０５ 藤本強 同成社 ０７

大世界史
－現代を生きぬく最強の教科書－

５：４９ 池上彰　佐藤優 文藝春秋 １５

愚行の世界史
－トロイアからヴェトナムまで－

１６
バーバラ・Ｗ．タッ
クマン
大社淑子訳

朝日新聞社 ８８

誰も戦争を教えてくれなかった １３：３８ 古市憲寿 講談社 １３

証言調布の戦史－撃墜されたＢ２９－ ３：２８ 岩崎清吾 岩崎清吾 １３

妄想かもしれない日本の歴史 ５：４８ 井上章一 角川学芸出版 １１

謎の迷宮入り事件を解け
－歴史おもしろ推理－

５ 楠木誠一郎 二見書房 ９７

解読・邪馬台国の暗号－記紀に封印され
た倭国王朝の光と影－

１２：２０ 安田哲也
講談社出版
サービスセンター

０７

古事記を読む ７ 河村望 人間の科学社 ９１

戦国夜話－こころの風景－ ２ 遠藤周作 小学館 ９６

文禄・慶長の役－空虚なる御陣－ ６：５２ 上垣外憲一 講談社 ０２

刀と首取り－戦国合戦異説－ ５ 鈴木眞哉 平凡社 ００
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（録音）

タイトル 巻数 著者名 出版者 出版年

織田信長合戦全録
－桶狭間から本能寺まで－

９：１４ 谷口克広 中央公論新社 ０２

偽書『武功夜話』の研究 ９：３１
藤本正行
鈴木眞哉

洋泉社 ０２

大江戸死体考
－人斬り浅右衛門の時代－

６ 氏家幹人 平凡社 ９９

家康公の時計－四百年を越えた奇跡－ ６：３６ 落合偉洲 平凡社 １３

〈通訳〉たちの幕末維新 ６：０２ 木村直樹 吉川弘文館 １２

江戸の切口 ６ 高山宏編 丸善 ９４

新選組全史　幕末・京都編 １０：２９ 中村彰彦 文藝春秋 １５

新選組全史　戊辰・箱館編 １０：５５ 中村彰彦 文藝春秋 １５

大名行列を解剖する
－江戸の人材派遣－

６：３０ 根岸茂夫 吉川弘文館 ０９

遠山金四郎の時代 ６ 藤田覚 校倉書房 ９２

古代史をひらく ７ 古田武彦 原書房 ９２

「歴史認識」とは何か
－対立の構図を超えて－

７：５２
大沼保昭
江川紹子聞き手

中央公論新社 １５

日本の植民地の真実－台湾朝鮮満州－ ２３：５８ 黄文雄 扶桑社 ０３

「昭和」という国家 ８：２７ 司馬遼太郎
日本放送出版協
会

９８

女たちの明治維新 ８：０８ 鈴木由紀子
日本放送出版協
会

１０

「征韓論」の系譜
－日本と朝鮮半島の１００年－

８ 韓桂玉 三一書房 ９６

たけしの２０世紀日本史 ４：０５ ビートたけし 新潮社 ９６

歴史認識とは何か－日露戦争からアジア
太平洋戦争まで　戦後史の解放　１－

１０：５２ 細谷雄一 新潮社 １５

彰義隊遺聞 １１：４５ 森まゆみ 新潮社 ０４

戦後入門 １９：０６ 加藤典洋 筑摩書房 １５

天皇の戦争責任 １５
加藤典洋　橋爪大
三郎　竹田青嗣

径書房 ００

シベリアの日本人捕虜たち－ロシア側か
ら見た「ラーゲリ」の虚と実－

８：３７
セルゲイ・Ｉ．クズネ
ツォフ
岡田安彦訳

集英社 ９９

ニッポン日記 １９：０９
マーク・ゲイン
井本威夫訳

筑摩書房 ８２

太平洋戦争　上 ８ 児島襄 中央公論社 ８５

太平洋戦争　下 １０ 児島襄 中央公論社 ８５

東京裁判　上 ６ 児島襄 中央公論社 ８２

東京裁判　下 ５ 児島襄 中央公論社 ８２
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（録音）

タイトル 巻数 著者名 出版者 出版年

おじいちゃん戦争のことを教えて
－孫娘からの質問状－

５ 中条高徳 致知出版社 ９８

ソ連が満洲に侵攻した夏 ８ 半藤一利 文藝春秋 ９９

ノモンハンの夏 １１ 半藤一利 文藝春秋 ９８

マッカーサーと日本占領 ６：４０ 半藤一利 ＰＨＰ研究所 １６

マッカーサーと吉田茂　上 １０
リチャード・Ｂ・フィ
ン 　内田健三監修

同文書院インター
ナショナル

９３

マッカーサーと吉田茂　下 ８
リチャード・Ｂ・フィ
ン 　内田健三監修

同文書院インター
ナショナル

９３

暮らしの中の太平洋戦争 ５ 山中恒 岩波書店 ８９

覚書幕末の水戸藩 １１ 山川菊栄 岩波書店 ９１

調布市の歴史 ２：１８ 中西駿郎
武蔵野郷土史刊
行会

７５

調布歴史散歩 ２ 中西駿郎 調布市立図書館 ７７

僕の調布にも空襲があった ２３：１２ 古橋研一
みんなしんぶん
社

８６

新宿今昔ものがたり
－文化と芸能の三百年－

８：３８ 本庄慧一郎 東京新聞出版部 １０

戦場の村 ８ 本多勝一 朝日新聞社 ７４

朝鮮戦争－休戦５０周年の検証・半島の
内と外から－

１４ 赤木完爾編著
慶応義塾大学
出版会

０３

わかりやすい朝鮮戦争
－民族を分断させた悲劇の構図－

９ 三野正洋 光人社 ９９

歴史への証言 ２
フランソワ・ジュ
ヌー編

筑摩書房 ６７

ワイマル共和国 ４ 林健太郎 中央公論社 ６３

イン－Ｉｎｎ－イギリスの宿屋のはなし－ ８：１３ 臼田昭 駸々堂出版 ８６

虜囚　－一六〇〇～一八五〇年のイギリ
ス､帝国､そして世界－

２９：１３
リンダ・コリー
中村裕子訳
土平紀子訳

法政大学出版局 １６

１８世紀ロンドンの私生活 ２３：４２
ライザ・ピカード
田代泰子訳

東京書籍 ０２

〈戦争責任〉とは何か
－清算されなかったドイツの過去－

５ 木佐芳男 中央公論新社 ０１

ヴェルサイユ宮殿に暮らす－優雅で悲惨
な宮廷生活－

８：４７
ウィリアム・リッ
チー・ニュートン

白水社 １０

イスラム・スペイン千一夜 ５ 小西章子 中央公論社 ９５

嵐の中の北欧
－抵抗か中立か服従か－

１０：５９ 武田龍夫 中央公論社 ８７

ピラミッドはなぜつくられたか ６ 高津道昭 新潮社 ９２

ある通商国家の興亡
－カルタゴの遺書－

７：５７ 森本哲郎 ＰＨＰ研究所 ８９
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（録音）

タイトル 巻数 著者名 出版者 出版年

修羅場の極意 ５：２７ 佐藤優 中央公論新社 １４

黄金伝説 ７ 荒俣宏 集英社 ９０

墓地散歩－ぼちぼち歩こう－ １２：１５ 石井秀一
日刊スポーツ出
版社

１０

代表的日本人 ５
内村鑑三
鈴木俊郎訳

岩波書店 ７０

日本人の遺書－１８５８－１９９７－ １２：３７ 合田一道 藤原書店 １０

悪女と呼ばれた女たち ６：１６ 小池真理子 集英社 ８６

美女たちの日本史 ５ 永井路子 中央公論新社 ０２

颯爽たる女たち－明治生まれ－ことばで
綴る１００年の歴史－

５：２９
遠藤織江　小林美
恵子  高崎みどり

梨の木舎 ９９

あの人の宝物－人生の起点となった
大切なもの｡16の物語－

４：２７ 大平一枝 誠文堂新光社 １７

戦国武将の辞世
－遺言に秘められた真実－

３：３９ 加藤廣 朝日新聞出版 １７

あの女性がいた東京の街
－２４のタイムトンネルの向こう側－

５ 川口明子 芙蓉書房出版 ９７

この人たちの結婚－明治大正名流婚－ １０：２０ 林えり子 講談社 ９７

桜楓の百人－日本女子大物語－ １０ 星瑠璃子ほか 舵社 ９６

女のきっぷ－逆境をしなやかに－ ６：１９ 森まゆみ 岩波書店 １４

安倍三代 ８：１５ 青木理 朝日新聞出版 １７

石原家の人びと ４：２３ 石原良純 新潮社 ０１

日本の女性天皇 ７：４０ 荒木敏夫 小学館 ０６

〈聖徳太子〉の誕生 ５ 大山誠一 吉川弘文館 ９９

皇后美智子さま ５ 浜尾実 小学館 ９６

ふたり－皇后美智子と石牟礼道子－ ８：０８ 高山文彦 講談社 １５

「昭和天皇実録」を読む ８：０５ 原武史 岩波書店 １５

大正天皇 ９：２８ 原武史 朝日新聞社 ００

天皇家の執事－侍従長の十年半－ ８：４４ 渡邉允 文藝春秋 ０９

ハンナ・アーレント
－「戦争の世紀」を生きた政治哲学者－

６：４８ 矢野久美子 中央公論新社 １４

石坂泰三（私の履歴書） １ 石坂泰三 日本経済新聞社 ６４

石橋正二郎（私の履歴書） １ 石橋正二郎 日本経済新聞社 ６４

したくないことはしない
－植草甚一の青春－

８：５９ 津野海太郎 新潮社 ０９

梅棹忠夫
－「知の探検家」の思想と生涯－

５：２７ 山本紀夫 中央公論新社 １２

女帝エカテリーナ １６ アンリ・トロワイヤ 中央公論社 ８１

今日を生きる ６：２３ 大平光代 中央公論新社 ０９
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（録音）

タイトル 巻数 著者名 出版者 出版年

だから、あなたも生きぬいて ４ 大平光代 講談社 ００

ぼくは人生の観客です－私の履歴書－ ９：５３ 小田島雄志
日本経済新聞出
版社

１２

鹿鳴館の貴婦人大山捨松
－日本初の女子留学生－

８ 久野明子 中央公論社 ８８

信長
－「天下一統」の前に「悪」などなし－

９ 堺屋太一ほか プレジデント社 ９１

凡宰伝 ６ 佐野眞一 文藝春秋 ００

夢酔独言－現代語訳「勝小吉自伝」－ ４
勝小吉
勝部真長編訳

ＰＨＰ研究所 ９５

女が学者になるとき ８ 倉沢愛子 草思社 ９８

女房の狸寝入り ５：３６ 黒岩秀子 集英社 ００

国定忠治 １ 高橋敏 岩波書店 ００

国を興すは教育にあり
－小林虎三郎と「米百俵」－

７：００ 松本健一 麗澤大学出版会 ０２

お葉というモデルがいた
－夢二、晴雨、武二が描いた女－

５ 金森敦子 晶文社 ９６

徳川慶喜家の子ども部屋 ６ 榊原喜佐子 草思社 ９６

秘密－パレスチナから桜の国へ母と私の
２８年－

４ 重信メイ 講談社 ０２

文政十一年のスパイ合戦
－検証・謎のシ－ボルト事件－

９ 秦新二 文藝春秋 ９２

広辞苑はなぜ生まれたか
－新村出の生きた軌跡－

８：３９ 新村恭 世界思想社 １７

千利休－その生と死－ ４ 加来耕三 ＰＨＰ研究所 ８９

ダイアナ最後の恋 ８：１７
ケイト・スネル
大城光子訳

竹書房 １３

ファイト！ ４ 武田麻弓 幻冬舎 ９９

生涯最高の失敗 ９ 田中耕一 朝日新聞社 ０３

花喰鳥－京都祇王寺庵主自伝－上 ５ 高岡智照尼 かまくら春秋社 ８４

花喰鳥－京都祇王寺庵主自伝－下 ７ 高岡智照尼 かまくら春秋社 ８４

ナチが愛した二重スパイ
－英国諜報員「ジグザグ」の戦争－

１６：０７
ベン・マッキンタイ
アー　高儀進訳

白水社 ０９

日本の川を甦らせた技師デ・レイケ ８ 上林好之 草思社 ９９

ドロシーくちなしの謎
－「真珠湾」を知っていた女－

７ 徳岡孝夫 文藝春秋 ９３

中曽根康弘－「大統領的首相」の軌跡－ １５：５１ 服部龍二 中央公論新社 １５

運を天に任すなんて－素描・中山素平－ ４：５６ 城山三郎 光文社 ９７

八重と新島襄 １０：２９ 保阪正康 毎日新聞社 １２
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（録音）

タイトル 巻数 著者名 出版者 出版年

刑場に消ゆ
－点訳死刑囚二宮邦彦の罪と罰－

７：５５ 矢貫隆 文藝春秋 ０７

＜火付盗賊改＞長谷川平蔵９９の謎 ５ 楠木誠一郎 二見書房 ９７

仲が良かったのは、難病のおかげ ４：０６ 春山由子 講談社 １５

野に咲くベロニカ ５ 林富美子 小峯書店 ８２

ピンカートンの息子たち－昭和不良伝－ ９：１４ 斎藤憐 岩波書店 ０１

さようなら　ファインマンさん ５：５９
パリティ編集委員
会編

丸善 ９０

ご冗談でしょう、ファインマンさん
－ノーベル賞物理学者の自伝－１

９：１５
リチャード．Ｐ．ファ
インマン
大貫昌子訳

岩波書店 ８６

ご冗談でしょう　ファインマンさん　２ ８：０７
Ｒ．Ｐ．ファインマン
大貫昌子訳

岩波書店 ８６

モールバラ公爵のこと
－チャーチル家の先祖－

５：４５ 臼田昭 研究社出版 ７９

マンデラ－闘い・愛・人生－ １０
アンソニー・サンプ
ソン　濱田徹訳

講談社 ０１

松下幸之助（私の履歴書） １ 松下幸之助 日本経済新聞社 ６４

路上の義経 ８：０６ 篠田正浩 幻戯書房 １３

ヒマラヤのドン・キホーテ－ネパール人に
なった日本人・宮原巍の挑戦－

９：４０ 根深誠 中央公論新社 １０

武者小路実篤（私の履歴書） １ 武者小路実篤 日本経済新聞社 ６４

昭和残影－父のこと－ ９：３７ 目黒考二 ＫＡＤＯＫＡＷＡ １５

国境は越えるためにある
－「亀甲萬」から「ＫＩＫＫＯＭＡＮ」へ－

５：２１ 茂木友三郎
日本経済新聞出
版社

１３

吉行あぐり１０２歳のことば ３：１５ 石寒太 ホーム社 ０９

あぐり９５年の奇跡 ４：３７ 吉行あぐり 集英社 ０２

わがアメリカンドリーム ２７ ロナルド・レーガン 読売新聞社 ９３

信州の風の色
－地域農民とともに５０年－

７ 若月俊一 労働旬報社 ９５

　（地理）

海外路上観察学
－ぼくの地球歩きノ－ト－

４ 下川祐治 徳間書店 ９１

外道クライマー ７：２５ 宮城公博
集英社インターナ
ショナル

１６

やくみつるの秘境漫遊記 ５：４０ やくみつる 文藝春秋 １５

どのくらい大阪 ９
毎日新聞ふらい
でーと編集部編

いんてる社 ８４

終着駅は始発駅 ６ 宮脇俊三 新潮社 ８２

きまぐれ歴史散歩 ６：０８ 池内紀 中央公論新社 １３

バスで、田舎へ行く ５ 泉麻人 ＪＴＢ ０１
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（録音）

タイトル 巻数 著者名 出版者 出版年

電動車イスひとり旅－広島県熊野町から
札幌まで１８３０ｋｍ　僕は、僕の学んだこ
とから逃げるわけにはいかない－

１１：０８ 中田輝義 共同文化社 １０

日本浄土 ３：５１ 藤原新也 東京書籍 ０８

北の無人駅から ２５：２８ 渡辺一史 北海道新聞社 １１

東京２３区の地名の由来 ４：２５ 金子勤
幻冬舎ルネッサ
ンス

１０

源泉の湯宿めぐり　関東・甲信越編 ２２：４３ ＪＡＦ出版社 ０４

東京路線バスの旅 ５
トラベルジャーナ
ル

９４

尾瀬ひびきあう生命（いのち） ３ 百武充 立風書房 ９６

東京自転車散歩案内
－サイクリングで巡る東京４０コ－ス－

５
港サイクリングクラ
ブ編

山海堂 ９４

土地の記憶浅草 ７：４９ 山田太一編 岩波書店 ００

小沢昭一的東海道ちんたら旅 ９
小沢昭一
宮腰太郎

新潮社 ９６

聖地巡礼Rising－熊野紀行－ ７：４３
内田樹
釈徹宗

東京書籍 １５

中国火車旅行 ５：２２ 宮脇俊三 角川書店 ８８

旅は道づれガンダーラ ６
高峰秀子
松山善三

潮出版社 ７９

ドバイにはなぜお金持ちが集まるのか ４：１３ 福田一郎 青春出版社 ０８

世界でいちばん寒い国
－日本人はじめて“寒極”へ行く－

４ 岡田安彦 講談社 ６６

ザルツブルクの小径 ６：４９ 小塩節 音楽之友社 ９２

ヨーロッパ二人三脚－旅日記－ ４：２７ 高峰秀子 新潮社 １３

夫婦でヨーロッパ ５ 長谷部洋 山手出版 ９６

スイス探訪－したたかなスイス人のしな
やかな生き方－

５ 國松孝次 角川書店 ０３

旅は道づれアロハ・オエ ６
高峰秀子
松山善三

潮出版社 ５３

南極に暮らす
－日本女性初の越冬体験－

７
坂野井和代
東野陽子

岩波書店 ００

北極海へ ６：１１ 野田知佑 文藝春秋 ９０

３　社会科学

中欧の復活－ベルリンの壁のあとに－ ６ 加藤雅彦
日本放送出版協
会

９０

池上彰のニュースから未来が見える ６：２４ 池上彰 文藝春秋 １３

黄昏のロンドンから ５ 木村治美 ＰＨＰ研究所 ７６

韓国は一個の哲学である
－〈理〉と〈気〉の社会システム－

５ 小倉紀蔵 講談社 ９８
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（録音）

タイトル 巻数 著者名 出版者 出版年

１９９７香港の憂鬱 ５ 邱永漢 小学館 ９７

ありのままの中国－過大評価されている
中国三○○○年の正体－

５ 黄文雄 日本文芸社 ９６

世紀末韓国を読み解く ６ 小針進 東洋経済新報社 ９８

変わる韓国変わらぬコリア ６ 池東旭 時事通信社 ９６

韓国シンドローム ５ 池東旭 ダイヤモンド社 ９０

なぜ中国はこんなにも世界で嫌われるの
か

６：０６ 内藤明宏 幻冬舎 １３

アジア新しい物語 ９：１７ 野村進 文藝春秋 ９９

ようこそアラブへ
－母親にだけは逆らえない､社会は元か
ら不平等､試験官だってズルをする???不
可解で魅力的なアラブ人－

７：１２ ハムダなおこ 国書刊行会 １６

ユダヤとイスラエルのあいだ
－民族／国民のアポリア－

１１：０１ 早尾貴紀 青土社 ０８

現代中国入門 １３：４０ 光田剛編 筑摩書房 １７

とらえどころのない中国人のとらえかた
－現代北京生活事情－

６：１１ 宮岸雄介 講談社 ０７

スウェ－デンの挑戦 ７ 岡沢憲芙 岩波書店 ９１

やっぱり、イギリス人はおかしい ８：１２ 高尾慶子 文藝春秋 ０６

世界一幸福な国デンマークの暮らし方 ４：３７ 千葉忠夫 ＰＨＰ研究所 ０９

住んでみたドイツ８勝２敗で日本の勝ち ４：２６ 川口マーン惠美 講談社 １３

あなた自身の社会
－スウェーデンの中学教科書－

８：４９
アーネ・リンドクウィ
スト　ヤン・ウェステ
ル　川上邦夫訳

新評論 ９７

高校生のための現代社会 ８ 朝日新聞社編 朝日新聞社 ８３

いま、君たちに一番伝えたいこと ５：００ 池上彰
日本経済新聞出
版社

１５

日本がもし１００人の村だったら １：２９ 池上彰 マガジンハウス ０９

勝つ日本（にっぽん） ５：２１
石原慎太郎〔述〕
田原総一朗〔述〕

文藝春秋 ００

18歳からの選択－社会に出る前に考えて
おきたい20のこと－

８：５０
上木原弘修
横尾俊成
後藤寛勝

フィルムアート社 １６

大宅壮一のことば
－「一億総白痴化」を予言した男－

４：５３
大宅壮一
大宅映子編

KADOKAWA １７

小沢一郎の功罪
－佐高信の政経外科　１２－

８：３２ 佐高信 毎日新聞社 １０

それでも人は生きていく
－冤罪・連合赤軍・オウム・反戦・反核－

７：５３ 瀬戸内寂聴 皓星社 １３

バカが多いのには理由がある ６：１６ 橘玲 集英社 １４

対話なき管理社会 ５ 水沢透 労働旬報社 ８４
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（録音）

タイトル 巻数 著者名 出版者 出版年

国家なる幻影－わが政治への反回想－ １８ 石原慎太郎 文藝春秋 ９９

政治記者
－「一寸先は闇」の世界を見つめて－

４ 野上浩太郎 中央公論新社 ９９

帝王学－「貞観政要」の読み方－ ５ 山本七平 日本経済新聞社 ８３

原理主義とは何か
－アメリカ、中東から日本まで－

７：１５ 小川忠 講談社 ０３

ソ連の反体制派たち ４
ビクター・シュパ
ラー　藤田幸久訳

サイマル出版会 ８１

街場の憂国会議
－日本はこれからどうなるのか－

８：３０ 内田樹編 晶文社 １４

小沢一郎５０の謎を解く ６：４０ 後藤謙次 文藝春秋 １０

情と理－後藤田正晴回顧録－上 ８ 後藤田正晴 講談社 ９８

情と理－後藤田正晴回顧録－下 ８ 後藤田正晴 講談社 ９８

石原慎太郎「総理」を検証する
－国民に「日本大乱」の覚悟はあるか－

８：１３ 福田和也編著 小学館 ０３

崩壊帝国アメリカ　上 ９
ヘインズ・ジョンソン
山口正康ほか訳

徳間書店 ９１

崩壊帝国アメリカ　下 ８
ヘインズ・ジョンソン
山口正康ほか訳

徳間書店 ９１

オバマの危険
－新政権の隠された本性－

５：０４ 成澤宗男 金曜日 ０９

総理の娘－知られざる権力者の素顔－ ７：５２ 岩見隆夫 原書房 １０

政治とカネ ５ 広瀬道貞 岩波書店 ８９

身元調査 ６ 藤林晋一郎 解放出版社 ８５

監視カメラ社会
－もうプライバシーは存在しない－

６：５６ 江下雅之 講談社 ０４

放送法と権力 １２：５０ 山田健太 田畑書店 １６

フランス流テロとの戦い方－全仏３７０万
人「私はシャルリ」デモの理由－

５：４０ 山口昌子 ワニ・プラス １５

アフター・ザ・レッド
－連合赤軍兵士たちの４０年－

８：３１ 朝山実 角川書店 １２

クルド人もうひとつの中東問題 ４ 川上洋一 集英社 ０２

世界と僕のあいだに ６：４８
タナハシ・コーツ
池田年穂訳

慶應義塾大学出
版会

１７

官僚の責任 ５：４２ 古賀茂明 ＰＨＰ研究所 １１

シークレットサービス
－大統領警護の舞台裏－

１０：４１
ロナルド・ケスラー
吉本晋一郎訳

並木書房 １０

ニューメディア行政 １１ 田村紀雄編著 総合労働研究所 ８４

調布暮らしの便利帳　２００８年版 １３：１９
調布市行政経営部
広報課編

調布市行政経営
部広報課

０８

調布暮らしの便利帳　２０１０年版 １３：１７
調布市行政経営部
広報課編

調布市行政経営
部広報課

１０
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（録音）

タイトル 巻数 著者名 出版者 出版年

道州制 ６：５４ 佐々木信夫 筑摩書房 １０

北方領土－軌跡と返還への助走－ ８ 木村汎 時事通信社 ８９

これから、中国とどう付き合うか １０：３７ 宮本雄二
日本経済新聞出
版社

１１

裁判官の書斎 ７ 倉田卓次 頸草書房 ９０

裁判官の書斎　続 ８ 倉田卓次 頸草書房 ９２

アメリカにおける盲人法律家 ４ 野村茂樹 有斐閣 ８１

ひとさし指の自由
－外国人登録法・指紋押捺拒否を闘う－

８
ひとさし指の自由
編集委員会編

社会評論社 ８４

聖徳太子憲法は生きている ７：３０ 三波春夫 小学館 ９８

日本国憲法 ３ 写楽編集部編 小学館 ８２

民法の読み方 ５ 渡部喬一 祥伝社 ８３

はじめて読む「成年後見」の本－制度の
仕組みから具体的な手続きまでをわかり
やすく解説－

７：４２ 馬場敏彰編著 明石書店 １０

商法の読み方 ４ 渡辺喬一 祥伝社 ８２

教誨師 ８：５６ 堀川惠子 講談社 １４

法廷考現学 ５ 和久峻三 中央公論社 ８３

中坊公平・私（わたし）の事件簿 ４ 中坊公平 集英社 ００

東京地検特捜部 ９ 山本祐司 現代評論社 ８０

経済学は人びとを幸福にできるか ６：５１ 宇沢弘文 東洋経済新報社 １３

明日（あした）を診る ６ 堺屋太一 朝日新聞社 ９９

資本主義の未来 １５
レスター・Ｃ・サロー
山岡洋一訳
仁平和夫訳

ＴＢＳブリタニカ ９６

経済学のセンスを磨く ５：１１ 大竹文雄
日本経済新聞出
版社

１５

世界は感情で動く
－行動経済学からみる脳のトラップ－

９：５８
マッテオ・モッテル
リーニ　泉典子訳

紀伊国屋書店 ０９

池上彰の「経済学」講義　ニュース編
覇権をめぐりお金が武器に

１１：５５ 池上彰 KADOKAWA １５

池上彰の「経済学」講義　歴史編
戦後７０年世界経済の歩み

１２：１８ 池上彰 KADOKAWA １５

江戸商人の経営
－生き残りを賭けた競争と協調－

１０：４８ 鈴木浩三
日本経済新聞出
版社

０８

大陸に渡った円の興亡　上 １０ 多田井喜生 東洋経済新報社 ９７

大陸に渡った円の興亡　下 １０ 多田井喜生 東洋経済新報社 ９７

中国から見た北朝鮮経済事情 ６ 今村弘子 朝日新聞社 ００

６５万人－在日朝鮮人－ ８ 宮田浩人 すずさわ書店 ８８
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（録音）

タイトル 巻数 著者名 出版者 出版年

会社四季報入門の入門
－「買える株」「買えない株」がわかる－

５
会社四季報編集部
編

東洋経済新報社 ００

１６人の成功者たち
－視覚障害を持つ米国の起業家－

３：３４
デボラ・ケンドリック
鴫原純子訳
黒川哲宇監修

日本盲人会連合 ０７

老舗のプロ魂－なぜ１００年も続くのか－ ５：１８
ＪＦＮ（ジャパンエフ
エムネットワーク）
編

徳間書店 １２

失敗しない自分でできる会社の作り方－
資本金１円から始められる会社設立の要
点５６－新版

５：０８
中村英良
佐久間淳

実業之日本社 ０６

危機管理のノウハウ　ｐａｒｔ　１
信頼されるリーダーの条件

６ 佐々淳行 ＰＨＰ研究所 ８４

危機管理のノウハウ　ｐａｒｔ　２ ７ 佐々淳行 ＰＨＰ研究所 ８４

危機管理のノウハウ　Ｐａｒｔ　３ ８ 佐々淳行 ＰＨＰ研究所 ８４

明日を支配するもの
－２１世紀のマネジメント革命－

８：０８
Ｐ．Ｆ．ドラッカー
上田惇生訳

ダイヤモンド社 ９９

リーダーシップの本質
－真のリーダーシップとは何か－

５：２９ 堀紘一 ダイヤモンド社 ０３

貨幣の経済学
－インフレ、デフレ、そして貨幣の未来－

９：２８ 岩村充 集英社 ０８

池上彰のお金の学校
－知らないと損する－

５：５１ 池上彰 朝日新聞出版 １１

相場エンマ帳 ４ 藤吉兆 現代書林 ９０

５０歳から始めるお金の話
－映画『草原の椅子』より－

４：２７ 野尻哲史 小学館 １３

脱老後難民
－「英国流」資産形成アイデアに学ぶ－

９：４７ 野尻哲史
日本経済新聞出
版社

１７

貯蓄ゼロから始める安心投資で安定生
活

８：３３ 野尻哲史 明治書院 １５

株で富を築くバフェットの法則
－全米ＮＯ．１資産家の投資戦略－

８

ロバート・Ｇ．ハグ
ストローム・Ｊｒ．
三原淳雄訳
土屋安衛訳

ダイヤモンド社 ９５

世界は貧困を食いものにしている １５：４７
ヒュー・シンクレア
大田直子訳

朝日新聞出版 １３

　（社会・教育）

福祉と費用負担 ３ 有斐閣 ８２

閨閥－新特権階級の系譜－ １１：３２ 神一行 毎日新聞社 ８９

ビデオで社会学しませんか １１ 山中速人 有斐閣 ９３

断片的なものの社会学 ５：４２ 岸政彦 朝日出版社 １５

弱体化する生物、日本人 ４ 大野裕 講談社 ９９
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（録音）

タイトル 巻数 著者名 出版者 出版年

人の2倍ほめる本
－頭のいい人悪い人のほめ言葉－

３：４２ 渋谷昌三 新講社 １６

喪失の国､日本(にっぽん)－インド・エリー
トビジネスマンの「日本体験記」－

１０：４１
M.K.シャルマ
山田和訳

文藝春秋 ０１

異文化はおもしろい ８：２８
選書メチエ編集部
編

講談社 ０１

秘密結社の日本史 ７：００ 海野弘 平凡社 ０７

郊外の社会学－現代を生きる形－ ６：２２ 若林幹夫 筑摩書房 ０７

「弱者」とはだれか ４ 小浜逸郎 ＰＨＰ研究所 ９９

下流社会－新たな階層集団の出現－ ８：３０ 三浦展 光文社 ０５

年金は本当にもらえるのか？ ５：２７ 鈴木亘 筑摩書房 １０

消費者の権利 ５ 正田彬 岩波書店 ６２

生活ひとくちメモ
－気をつけよう！あんな罠やこんな罠－
平成２４年度版

１：１１
生活文化スポーツ
部文化振興課編

調布市 １３

ものを買わなくなったあなたに ８ 正木鞆彦 宣伝会議 ８３

３年で辞めた若者はどこへ行ったのか
－アウトサイダーの時代－

６：４９ 城繁幸 筑摩書房 ０８

「働きたくない」というあなたへ ５：２７ 山田ズーニー 河出書房新社 １０

働くアメリカの視覚障害者
－誇りを持つ人たちのプロフィール－

１：４４

デボラ・ケンドリック
黒川哲宇訳監修
星野智子訳
山口和彦訳

日本盲人会連合 ０７

私たちの挑戦
－企業で働く視覚障害者の事例集－

５：２７
東京都盲人福祉協
会青年部会編

東京都盲人福祉
協会青年部会

１６

女たちのサバイバル作戦 １１：４４ 上野千鶴子 文藝春秋 １３

イクバルと仲間たち
－児童労働にたちむかった人々－

４：５５
スーザン・クークリ
ン　長野徹訳
赤塚きょう子訳

小峰書店 １２

女中がいた昭和 ８：５８ 小泉和子編 河出書房新社 １２

「おもてなし」という残酷社会
－過剰・感情労働とどう向き合うか－

４：５２ 榎本博明 平凡社 １７

＜女らしさ＞はどう作られたのか ６ 小倉孝誠 法蔵館 ９９

法女性学のすすめ ６ 金城清子 有斐閣 ８６

完本昭和史のおんな ２０：３９ 澤地久枝 文藝春秋 ０３

女たちの静かな革命
－「個」の時代が始まる－

１０：４０ 日本経済新聞社編 日本経済新聞社 ９８

嫁と姑 ２ 永六輔 岩波書店 ０１

加齢なる日々－定年おじさんの放課後－ ５：０７ 小川有里 毎日新聞社 １３

強いおばさん弱いおじさん
－二の腕の太さにはワケがある－

４：３６ 小川有里 毎日新聞出版 １５
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（録音）

タイトル 巻数 著者名 出版者 出版年

父親の研究 ６ 木原武一 新潮社 ９９

働くママ専業ママ子どものためにどっちが
いいの？

５：３３ 三沢直子 緑書房 ０９

「居場所」のない男、「時間」がない女 ７：４８ 水無田気流
日本経済新聞出
版社

１５

みんな「おひとりさま」 ６：４５ 上野千鶴子 青灯社 １２

「婚活」現象の社会学
－日本の配偶者選択のいま－

７：３９ 山田昌弘編 東洋経済新報社 １０

子どもたちのアフリカ－〈忘れられた大
陸〉に希望の架け橋を－

８：３９ 石弘之 岩波書店 ０５

生きるためにつながる ８：０２ 石鍋仁美
日本経済新聞出
版社

１３

「ひきこもり」救出マニュアル １４：０４ 斎藤環 ＰＨＰ研究所 ０２

私がひきこもった理由 ６：０５
田辺裕取材
ブックマン社編

ブックマン社 ００

ひきこもり脱出支援マニュアル
－家族で取り組める実例と解説－

７：２３ 田村毅 ＰＨＰ研究所 １４

蟻族
－高学歴ワーキングプアたちの群れ－

８：３３
廉思編
関根謙監訳

勉誠出版 １０

おひとりさまの老後 ６：５２ 上野千鶴子 法研 ０７

おひとりさまの最期 ７：５５ 上野千鶴子 朝日新聞出版 １５

はればれ定年
－人生を仕上げる味のある言葉－

３ 加藤仁 ネスコ ９５

「住み慣れた家」で安心して老いる－わが
子をあてにせずに老後を生きるヒント－

３ 香取眞恵子 大和出版 ０２

おひとりさまの「法律」 ６：２０
中澤まゆみ
小西輝子法律監修

法研 ０８

日本人の老後 ６：１４ 長山靖生 新潮社 ０７

終活なんておやめなさい ４：０９ ひろさちや 青春出版社 １４

暴走老人！ ５：３９ 藤原智美 文藝春秋 ０７

老いの超え方 ６：３１ 吉本隆明 朝日新聞社 ０６

定年後すぐボケる人かえって若返る人
－「ときめき脳」が老化を防ぐ！－

４：２８ 和田秀樹 大和書房 ０７

中年男に恋はできるか ５
小浜逸郎　佐藤幹
夫

洋泉社 ００

リオとタケル ８：１４ 中村安希
集英社インターナ
ショナル

１４

ビッグイシューの挑戦 ６：５８ 佐野章二 講談社 １０

どんとこい、貧困！ ６：３０ 湯浅誠 理論社 ０９

恐怖な面々－ヤクザや悪質な客と戦って
きた飲食店経営者の孤軍奮闘記－

５ 宮本照夫 文星出版 ９５
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（録音）

タイトル 巻数 著者名 出版者 出版年

ダマされない技術
－乗せられ、操られ、ダマされないために
…弁護士が教える７つの盾－

５：１８ 間川清 法研 １４

先端技術と福祉 ３
日本生命済生会
福祉事業部

８４

解説・子どもの権利条約 ６
永井憲一編
寺脇隆生編

日本評論社 ９０

堀木文子からあなたへ ６
堀木文子編著
上坪陽編著

あいわ出版 ８２

きっかけ－第３１回調布市福祉まつりガイ
ドブック－

３：３８
第３１回福祉まつり
広報グループ編

第３１回調布市福
祉まつり実行委
員会

０８

調布市地域福祉計画　改定版 ２
調布市福祉部地
域福祉計画担当

０１

いきいき調布２１プラン－第４次調布市地
域福祉活動計画　身近な地域で未来を創
る－

２：１８

調布市社会福祉協
議会編　第４次調
布市地域福祉活動
計画策定委員会編

調布市社会福祉
協議会

１０

調布市地域福祉計画
平成２４年度～平成２９年度

４：１１
調布市福祉健康部
福祉総務課編

調布市 １２

調布市地域福祉計画－概要版－
平成２４年度～平成２９年度

１：０３
調布市福祉健康部
福祉総務課編

調布市 １２

社会福祉の手引　２０１４ ３７：４７
東京都福祉保健局
総務部総務課編

東京都生活文化
局広報広聴部都
民の声課

１４

社会福祉の手引　２０１５ １８：０７
東京都福祉保健局
総務部総務課〔企
画編集〕

東京都福祉保健
局

１５

社会福祉の手引　２０１６ １８：５３
東京都福祉保健局
総務部総務課〔企
画編集〕

東京都福祉保健
局

１６

はーとふるぷらんちょうふ
－調布市障害者計画－

３
調布市福祉部障
害福祉課

０１

より多くの人が使いやすい
アクセシブルデザイン入門

４：５０
星川安之
佐川賢

日本規格協会 ０７

調布市障害者計画
平成１８年度～平成２３年度

２：４７
明治安田生活福祉
研究所編

調布市福祉部障
害福祉課

０６

調布市地域福祉計画－いきいき・ゆた
か・あたたかい地域社会をめざして－
平成１８年度～平成２３年度

３：５３
明治安田生活福祉
研究所編

調布市福祉部福
祉総務課

０６

障害学への招待
－社会、文化、ディスアビリティ－

８
石川准編著
長瀬修編著

明石書店 ９９

見えなくなってはじめに読む本 ２：２９ 稲垣吉彦 大活字 ０６

幸せのある老人ホーム－アナタは御自分
の老後に自信を持てますか？－

４：３９ 岩城祐子 扶桑社 ０７

ＮＨＫ障害福祉賞
－実践記録入選集－第３７回

４
ＮＨＫ厚生文化
事業団

０３
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（録音）

タイトル 巻数 著者名 出版者 出版年

視覚障害がわかる本２７３冊
－ブックナビ－

７：５０ 桜雲会編 桜雲会 ０８

視覚障害者と晴眼者が
コミュニケーションをとるためのガイド

４：１１ 桜雲会編 桜雲会 ０８

ブラインドメイク物語－視覚障害者もメイ
クの力で人生が変わる！－

３：５０ 大石華法編 メディカ出版 １７

休養ホーム事業のご案内－抜粋－ ２
東京都福祉保健
局

０８

みんなが手話で話した島 ５
ノ－ラ・エレン・グロ
－ス　佐野正信訳

築地書館 ９１

見えにくい子どものための情報ハンドブッ
ク

４
小松聰子編
増山由紀子編
池田久仁子編

大活字 ００

悩む力－べてるの家の人びと－ ５ 斉藤道雄 みすず書房 ０２

視覚障害者のための防災・避難マニュア
ル－報告書－（厚生労働省平成２３年度
障害者総合福祉推進事業）

２：３４ 日本盲人会連合 １２

白い杖、いきいきと街へ
－視覚障害者福祉への提言－

１０：１４ 鈴木健夫 明石書店 ０１

くらしの案内－シルバー編－
平成２５年度版　第３版

５：０９
調布市福祉健康
部高齢者支援室
高齢福祉担当

１３

くらしの案内－シルバー編－
平成２７年度版　第４版

５：１７
調布市福祉健康
部高齢者支援室
高齢福祉担当

１５

障害者福祉のしおり
平成２５年度

７：００
福祉健康部障害福
祉課編

調布市 １３

障害者福祉のしおり
平成２８年１０月版

８：３２
福祉健康部障害福
祉課編

調布市 １６

創立６０周年記念－すべてに感謝－ １１：０１
聖明福祉協会創立
60周年記念誌編集
委員会編纂

聖明福祉協会 １５

調布市移動支援事業のしおり
－ガイドヘルパーを利用するために－
平成２３年度　第１版

０：５４
福祉健康部障害福
祉課編

調布市福祉健康
部障害福祉課

１１

調布市移動支援事業のしおり
－ガイドヘルパーを利用するために－
平成２４年度　第１版

１：０３
福祉健康部障害福
祉課編

調布市 １２

調布市福祉のまちづくり推進計画 ３：５０
調布市福祉健康部
福祉総務課編

調布市 １２

ズレてる支援！
－知的障害/自閉の人たちの自立生活と
重度訪問介護の対象拡大－

１２：２５
寺本晃久　岡部耕
典 末永弘　岩橋誠
治

生活書院 １５
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（録音）

タイトル 巻数 著者名 出版者 出版年

生きにくさをかかえて
－障碍を担う１７人の証言－

７：１９
東京・障碍者問題
を考える集い実行
委員会編集

新教出版社 ０２

身体障害者福祉ガイド　平成１５年版 ３：０９
東京都心身障害者
福祉センター編集

東京都心身障害
者福祉センター

０３

安心して自宅で死ぬための５つの準備
－病院ではなくホスピスでもなく－

７：２５
新田國夫
〔安藤明〕

主婦の友インフォ
ス情報社

１２

縛らぬ介護 ５ 東大作 葦書房 ０１

知的障害者が入所施設ではなく地域で生
きていくための本－当事者と支援者が共
に考えるために－

５：０３
ピープルファースト
東久留米

生活書院 １０

元気がでる介護術 ４：２２ 三好春樹 岩波書店 ０２

家族がボケる前に読む本 ４：３０ 和田秀樹 廣済堂あかつき １０

記憶を受け継ぐ １：１８ 中国新聞社 １４

３．１１（サンテンイチイチ）地震その時、あ
なたは…－東日本大震災調布市民体験
談－

２：１６ 調布市立図書館編 調布市立図書館 １３

調布市洪水ハザードマップ ０：４６
調布市総務部防災
安全課編

調布市総務部防
災安全課

１４

調布市洪水ハザードマップ ０：５０
調布市総務部総合
防災安全課編集

調布市総務部総
合防災安全課

１７

調布市災害時要援護者避難支援プラン
（全体計画）　平成２２年７月

０：４２

調布市総務部総合
防災安全課編
調布市福祉健康部
福祉総務課編

調布市 １０

調布市災害時要援護者避難支援プラン
－行動計画（住民編）－

１：１５
調布市福祉健康部
福祉総務課編

調布市福祉健康
部福祉総務課

１２

調布市避難行動要支援者避難支援プラ
ン(総合計画)

２：１９
調布市福祉健康
部福祉総務課

１７

調布市防災マップ－保存版－ ０：５８
調布市総務部
総合防災安全課編

調布市総務部
総合防災安全課

１０

調布市地域防災計画
－震災編・風水害編－第３部のみ

６ 調布市防災会議編 調布市 ０５

東京防災
－今やろう。災害から身を守る全てを。－

７：０４
東京都総務局総合
防災部防災管理課
編

東京都総務局総
合防災部防災管
理課

１５

キャッシュ・フォー・ワーク
－震災復興の新しいしくみ－

３：００ 永松伸吾 岩波書店 １１

瓦礫にあらず
－石巻「津波拾得物」の物語－

５：２１ 葉上太郎 岩波書店 １３

チンチン電車と女学生
－１９４５年８月６日・ヒロシマ－

６：５３
堀川惠子
小笠原信之

日本評論社 ０５

１２歳からの被災者学
－阪神・淡路大震災に学ぶ７８の知恵－

７：３６
メモリアル・コンファ
レンス・イン神戸編
著

日本放送出版協
会

０５
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（録音）

タイトル 巻数 著者名 出版者 出版年

あの人にあの歌を－三陸大津波物語－ ５：４４ 森哲志 朝日新聞出版 １１

元気に育て調布っ子－２１世紀を担う子
どもたちのために－平成１５年度版

２
調布市子ども生活
部子育て推進課編
集

調布市子ども生
活部子育て推進
課

０３

子どもの権利条約の研究 １０ 永井憲一編 法政大学出版局 ９２

生きる力ってなんですか？
－７人の識者に聞きました－

４：２８ おおたとしまさ編 日経ＢＰ社 １４

親心の喪失 ６：１９ 松居和 エイデル研究所 ０４

ストレスから子どもを守る本 ５ 富田富士也 ＰＨＰ研究所 ００

「ムカつく」子どもの本当の心理（わけ）
－今、父親として知っておきたいこと－

４ 富田富士也 佼成出版社 ９６

学力があぶない ６ 大野晋 　上野健爾 岩波書店 ０１

学校の先生が国を滅ぼす
－公立校元校長の衝撃レポート－

９：０９ 一止羊大 産経新聞出版 ０９

戦争の教え方－世界の教科書にみる－ ６ 別枝篤彦 新潮社 ８７

放課後の子どもたち ３ 斎藤次郎 岩波書店 ８５

時計のない保育園 ４ 渡辺一枝
情報センター出版
局

８７

東大生はバカになったか
－知的亡国論＋現代教養論－

１２：２７ 立花隆 文藝春秋 ０１

「文系学部廃止」の衝撃 ７：１５ 吉見俊哉 集英社 １６

知っていそうで知らないノーベル賞の話 ６：５９ 北尾利夫 平凡社 １１

民主主義ってなんだ？ ６：００
高橋源一郎
ＳＥＡＬＤｓ

河出書房新社 １５

障碍を生きる意味－共に歩む－ ７：１７ 青木優 　青木道代 岩波書店 ９７

自閉症・発達障害がある人たちへの療育
－受容的交流理論による実践－

７：５１ 石井哲夫 福村出版 ０９

ぼくらの旅立ち
－見える世界と見えない世界－

４ 真野博行
日本点字普及
クラブ

８２

自閉症感覚
－かくれた能力を引きだす方法－

７：１９
テンプル・グラン
ディン
中尾ゆかり訳

日本放送出版協
会

１０

自閉症スペクトラム障害
－療育と対応を考える－

５：５９ 平岩幹男 岩波書店 １２

勉強人－知的読書生活をめざして－ ３：５１ ハイブロー武蔵 総合法令出版 ００

心の雨やどり ４ 大越俊夫 柏樹社 ９９

イギリスのいい子日本のいい子
－自己主張とがまんの教育学－

５ 佐藤淑子 中央公論新社 ０１

　(民俗・昔話）

21世紀の民俗学 ５：２９ 畑中章宏 KADOKAWA １７
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（録音）

タイトル 巻数 著者名 出版者 出版年

消えゆく日本
－ワタシの見た下町の心と技－

６：２７
桐谷エリザベス
桐谷逸夫訳

丸善 ９７

遠野物語拾遺ｒｅｔｏｌｄ ６：５１
京極夏彦
柳田國男

ＫＡＤＯＫＡＷＡ １４

江戸繁昌記－お江戸は春の－上 ５
寺門静軒
竹谷長二郎訳

教育社 ８６

江戸繁昌記－お江戸は春の－下 ７
寺門静軒
竹谷長二郎訳

教育社 ８６

ミャンマー－慈しみの文化と伝統－ ４ フジタヴァンテ編 東京美術 ９７

和風探索－にっぽん道具考－ ５
ＧＫ道具学研究所
山口昌伴

筑摩書房 ９０

台所に敗戦はなかった
－戦前・戦後をつなぐ日本食－

７：５０ 魚柄仁之助 青弓社 １５

おべんとうと日本人 ４：２９ 加藤文俊 草思社 １５

東海道たべもの五十三次 ４ 鈴木晋一 平凡社 ９１

シーザーの晩餐－西洋古代飲食綺譚－ １１ 塚田孝雄 時事通信社 ９１

江戸前魚食大全－日本人がとてつもなく
うまい魚料理にたどりつくまで－

１２：１７ 冨岡一成 草思社 １６

英国一家、ますます日本を食べる ５：１７
マイケル・ブース
寺西のぶ子訳

亜紀書房 １４

薬食のすすめ
－世界の台所にみる健康の知恵－

６：１７
三浦行義
大野尚子

ＰＨＰ研究所 ０９

テキヤはどこからやってくるのか？
－露天商いの近現代を辿る－

４：３４ 厚香苗 光文社 １４

瞽女うた ６：２８
ジェラルド・グロー
マー

岩波書店 １４

イギリス的風景
－教養の旅から感性の旅へ－

８：０７ 中島俊郎 ＮＴＴ出版 ０７

女のちから－霊力・才覚・技量－ ７：０２ 岩井宏實 法政大学出版局 ０９

高島屋のしきたり事典－老舗百貨店の門
外不出「贈答・おつきあい」教本－

５：５４ 高島屋 小学館 １５

〈ひとり死〉時代のお葬式とお墓 ５：３２ 小谷みどり 岩波書店 １７

日本の鬼－日本文化探求の視角－ １３：２２ 近藤喜博 講談社 １０

現代に生きる妖怪たち ７：４２ 石井正己編 三弥井書店 １７

日本昔話百選 ９
稲田浩二
稲田和子

三省堂 ８７

調布の民話集 ５
調布ブッククラブ民
話研究会会員

調布ブッククラブ ８４

日本の民謡と舞踊 ４ 三隅治雄 大阪書籍 ９０

日本妖怪異聞録 ５ 小松和彦 小学館 ９２

酒呑童子異聞 ６ 佐竹昭広 岩波書店 ９２

　（軍事）
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（録音）

タイトル 巻数 著者名 出版者 出版年

スターリングラード決戦記
－最後の一弾まで－
（現代世界ノンフィクション全集　第１１巻）

３
ハインツ・シュレー
ター
中野五郎訳

筑摩書房 ６７

史上最大の作戦
（現代世界ノンフィクション全集　第１１巻）

９
コーネリアス・ライ
アン　近藤等訳

筑摩書房 ６７

戦争論　上 １１
クラウゼヴィッツ
篠田英雄訳

岩波書店 ８３

戦争論　中 １４
クラウゼヴィッツ
篠田英雄訳

岩波書店 ８３

戦争論　下 １２
クラウゼヴィッツ
篠田英雄訳

岩波書店 ８３

戦史に学ぶ決断の条件 ７ 竹内芳夫
産業能率大学出
版部

８１

国際スパイゾルゲの真実 ９
ＮＨＫ取材班
下斗米伸夫

角川書店 ９２

中国スパイ秘録－米中情報戦の真実－ １６：２３
デイヴィッド・ワイズ
石川京子共訳
早川麻百合共訳

原書房 １２

兵士に聞け １４ 杉山隆男 新潮社 ９５

秘密戦争の司令官オバマ
－ＣＩＡと特殊部隊の隠された戦争－

７：３５ 菅原出 並木書房 １３

海軍こぼれ話 ５ 阿川弘之 光文社 ８５

４　自然科学

科学史の小径 ５ 渡辺正雄 丸善 ９２

天才と異才の日本科学史－開国からノー
ベル賞まで、１５０年の軌跡－

１３：０７ 後藤秀機 ミネルヴァ書房 １３

地球生命圏－ガイアの科学－ ６
Ｊ．Ｅ．ラブロック
スワミ・プレム・プラ
ブッダ訳

工作舎 ８４

乾燥標本収蔵１号室
－大英自然史博物館迷宮への招待－

１５：０４
リチャード・フォー
ティ

ＮＨＫ出版 １１

しなやか数学のすすめ ４ 森毅 青土社 ８８

物理学とは何だろうか　上 ４ 朝永振一郎 岩波書店 ７９

物理学とは何だろうか　下 ４ 朝永振一郎 岩波書店 ７９

三日月とクロワッサン
－宇宙物理学者の天文学的人生論－

６：３５ 須藤靖 毎日新聞社 １２

１秒って誰が決めるの？
－日時計から光格子時計まで－

３：４０ 安田正美 筑摩書房 １４

14歳のための宇宙授業
－相対論と量子論のはなし－

５：５９ 佐治晴夫 春秋社 １６

磁石と生き物
－からだを磁石で診断・治療する－

３：５７ 保坂栄弘 コロナ社 ９９
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（録音）

タイトル 巻数 著者名 出版者 出版年

宇宙の不思議
－宇宙物理学からの発想－

４ 佐治晴夫 ＰＨＰ研究所 ９６

星はなぜ輝くのか ８：４４ 尾崎洋二 朝日新聞社 ０２

カリスマ解説員の楽しい星空入門 ５：１８
永田美絵
八板康麿写真
矢吹浩星座絵

筑摩書房 １７

「ホーキング、宇宙を語る」ガイドブック ５
スティーヴン・Ｗ・
ホーキング編
林一訳

早川書房 ９２

暦の科学－“時”を読む基礎知識－ ５ 山崎昭 　久保良雄 講談社 ８４

くらしを楽しむ七十二候 ４：３９ 広田千悦子
アース・スターエ
ンターテイメント

１３

活断層 ５ 松田時彦 岩波書店 ９５

恐竜のおそろしい大きな口
－恐竜の文化誌－

９：５７ 内藤竜 河出書房新社 ９８

バイオ事故が危ない
－忍びよる新しい恐怖－

５ 中原英臣 　佐川峻 ベストセラーズ ８８

博物学の欲望－リンネと時代精神－ ４ 松永俊男 講談社 ９２

変わらないために変わり続ける
－マンハッタンで見つけた科学と芸術－

７：１４ 福岡伸一 文藝春秋 １５

背徳の生命操作 ５ 市川茂孝
農山漁村文化協
会

８７

生命の意味論 ６ 多田富雄 新潮社 ９７

微生物の狩人　上 ７
ポール・ド・クライフ
秋元寿恵夫訳

岩波書店 ８０

微生物の狩人　下 ７
ポール・ド・クライフ
秋元寿恵夫訳

岩波書店 ８０

遺伝学と核時代
－ムラサキツユクサの警告－

１２ 市川定夫 社会思想社 ８４

遺伝子の川 ５
リチャード・ドーキン
ス 　垂水雄二訳

草思社 ９５

遺伝子産業革命 ４ 田原総一朗 文藝春秋 ８１

神を殺した男
－ダ－ウィン革命と世紀末－

７ 丹治愛 講談社 ９４

考える遺伝子 ９ 牧野由彦 思索社 ９２

病気が長引く人、回復がはやい人
－胃腸が美しい人は長生きできる－

５：０１ 江田証 幻冬舎 １５

裸のサル－動物学的人間像－ ７
デズモンド・モリス
日高敏隆訳

角川書店 ８６

日本人の誕生－人類はるかなる旅－ ４ 埴原和郎 吉川弘文館 ９６

花の知恵 ２：５７
モーリス・メーテル
リンク
高尾歩訳

工作舎 ９２

動物交友記 ３ 中川志郎 朝日新聞社 ８０
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（録音）

タイトル 巻数 著者名 出版者 出版年

ゾウの鼻はなぜ長い
－動物の不思議３１－

４：２９ 加藤由子 講談社 ９６

食べる生きる動物たち ６ 永戸豊野 金沢文庫 ８５

なぜ動物は子供をなめるのか ７ 中川志郎 主婦の友社 ９０

ソロモンの指環 ５
コンラート・ローレン
ツ

早川書房 ７５

攻撃　１ ５
コンラート・ローレン
ツ 　日高敏隆共訳
久保和彦共訳

みすず書房 ７４

攻撃　２ ５
コンラート・ローレン
ツ　日高敏隆共訳
久保和彦共訳

みすず書房 ７４

賭博と国家と男と女 ４ 竹内久美子 日本経済新聞社 ９２

私（わたし）が、答えます
－動物行動学でギモン解決！－

６ 竹内久美子 文藝春秋 ０１

五分の魂
－ファ－ブルが知らなかった虫の話－

５ 奥井一満 平凡社 ９２

三人寄れば虫の知恵 ８：５４
養老孟司 　奥本大
三郎 　池田清彦

新潮社 ０１

カエルの鼻－たのしい動物行動学－ ４：１８ 石居進 八坂書房 ９７

野鳥物語
－未だ飛べないバードマンのお話－

２：４８ 岩本久則 双葉社 ９８

雁平野－鳥と沼のある暮らしの七話－ ４ 田辺一雄 同時代社 ９６

人イヌにあう ５
コンラート・ローレン
ツ　小原秀雄訳

至誠堂 ６６

　（医学）

終末期医療
－自分の死をとりもどすために－

４ 大井玄 弘文堂 ８９

終末期医療
－死の前のクオリティ・オブ・ライフ－Ⅱ

４ 大井玄 弘文堂 ９３

奇跡的治癒とはなにか－外科医が学ん
だ生還者たちの難病克服の秘訣－

１１：５５
バーニー・シーゲル
石井清子訳

日本教文社 ８８

開業鍼灸師のための診察法と治療法　４
頚・上肢痛

５ 出端昭男 医道の日本社 ９０

現代鍼灸臨床の実際 １５ 松本勅 医歯薬出版 ８９

こころに赤い聴診器 ６ 村崎芙蓉子 文化出版局 ８３

人体部品ビジネス
－「臓器」商品化時代の現実－

６ 粟屋剛 講談社 ９９

安楽に死にたい ２ 松田道雄 岩波書店 ９７

日本人の病歴 ６ 立川昭二 中央公論社 ８２

医者の世話にならない生きかた ４：１４ 渥美和彦 ダイヤモンド社 １３

へこたれない ４：２７ 鎌田實 ＰＨＰ研究所 ０９
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（録音）

タイトル 巻数 著者名 出版者 出版年

医者に殺されない４７の心得－医療と薬
を遠ざけて、元気に、長生きする方法－

４：１０ 近藤誠 アスコム １２

六匹のマウスから ６
野村達次
飯沼和正

講談社 ９１

未来の漢方
－ユニバースとコスモスの医学－

６：１０
津田篤太郎
森まゆみ

亜紀書房 １３

パパは脳研究者
－子どもを育てる脳科学－

８：１９ 池谷裕二 クレヨンハウス １７

見る脳・描く脳
－絵画のニューロサイエンス－

４ 岩田誠 東京大学出版会 ９７

血液サラサラ生活のすすめ
－ドロドロにならない食事と過ごし方－

４：４３ 栗原毅 小学館 ０５

がんを防ぐ５２の野菜
－あなたを守る野菜の食べ方・調理法－

５ 大澤俊彦 法研 ９４

笑うカイチュウ－寄生虫博士奮闘記－ ４ 藤田紘一郎 講談社 ９６

エイズ－いま、何を、どう伝えるか－ ４ 岩室紳也 大修館書店 ９６

成人病の真実 ６ 近藤誠 文藝春秋 ０２

やせれば美人 ４：４９ 高橋秀実 新潮社 ０８

糖尿病の人のためのおいしい食事自由
自在－食材の使いまわし、使いきりでム
ダなく無理なく血糖値を下げる　初めてで
も安心めんどうな栄養計算がいっさいい
らない　最新決定版－

１１：４４
吉田美香指導・監
修
主婦の友社編

主婦の友社 １１

Ｃ型肝炎
－専門のお医者さんが語るＱ＆Ａ－

６ 清沢研道 保健同人社 ９５

ひざの痛みがとれる
－リハビリ・つぼ療法・漢方薬療法などひ
ざの痛みの治療のすべて－

５ 夏山元伸 新星出版社 ９７

危機介入の理論と実際
－医療・看護・福祉のために－

１５
ドナ・Ｃ．アギュララ
小松源助訳
荒川義子訳

川島書店 ９７

認知症・アルツハイマー病がよくわかる本
－認知症と上手に付き合う－

５：０６ 遠藤英俊編 主婦の友社 ０７

子供部屋に入れない親たち
－精神障害者の移送現場から－

４ 押川剛 幻冬舎 ０１

認知症になった私が伝えたいこと ３：２１ 佐藤雅彦 大月書店 １４

ココナッツオイルでボケずに健康
－アルツハイマーの改善＆予防に！－

３：３４
白澤卓二医学監修
ダニエラ・シガ料理

主婦の友社 １４

心を病むってどういうこと？
－精神病の体験者より－

３：２９ 古川奈都子 ぶどう社 ０１

震災トラウマと復興ストレス ２：４８ 宮地尚子 岩波書店 １１
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（録音）

タイトル 巻数 著者名 出版者 出版年

私は、がんで死にたい
－末期医療と尊厳死－

３ 大田満夫 社会思想社 ９８

つくられた障害「色盲」 ５ 高柳泰世 朝日新聞社 ９６

ある日「糖尿病」といわれて
－料理研究家の食事療法レッスン－

５ 城戸崎愛 グラフ社 ８７

練功十八法　前段 １ 武田幸子編
日本練功十八法
協会

８４

練功十八法　後段 １ 武田幸子編
日本練功十八法
協会

８４

入院マニュアル　病院へ行こう ４ フジテレビ編 フジテレビ出版 ９０

医の力－高齢先進国モデルへの挑戦－ ５：１７ 武藤真祐 ＰＨＰ研究所 １２

僕のホスピス１２００日
－自分らしく生きるということ－

４ 山崎章郎 海竜社 ９５

ショージ君の養生訓 ７：０１ 東海林さだお 文藝春秋 ０５

ちょっと具合のよくないときのごはん
－病院に行くほどじゃないけど、からだの
不調を感じるときに－

３：１３
岩崎啓子
石川みずえ

日東書院本社 １３

新　なにをどれだけ食べたらよいか
－栄養バランスのよい食事ガイドブック－

５
女子栄養大学
出版部

９３

シニアの食卓
－塩分ひかえめ手間なし料理－

７ 婦人之友社編 婦人之友社 ００

コレラの世界史 １０ 見市雅俊 晶文社 ９４

調布市健康ガイド　平成２５年度　保存版 １：１０
調布市福祉健康部
健康推進課〔編〕

調布市福祉健康
部健康推進課

１３

調布市健康ガイド　平成２６年度　保存版 １：１１
調布市福祉健康部
健康推進課〔編〕

調布市福祉健康
部健康推進課

１４

調布市健康ガイド　平成２７年度　保存版 １：１１
調布市福祉健康部
健康推進課〔編〕

調布市福祉健康
部健康推進課

１５

調布市健康ガイド　平成２８年度　保存版 １：１０
調布市福祉健康
部健康推進課

１６

調布市健康ガイド　平成２９年度　保存版 １：１３
調布市福祉健康
部健康推進課

１７

調布市健康ガイド　平成３０年度　保存版 １：１４
調布市福祉健康
部健康推進課

１８

遺体鑑定－歯が語りかけてくる－ ６：０３ 鈴木和男 講談社 ９９

老いを遅らせる薬
－脳と心にここまで効いている－

４：１７ 石浦章一 ＰＨＰ研究所 １１

５　工業・家庭

技術文明史の年輪 ６ 井塚政義 六法出版社 ８５

「技術大国ニッポン」の虚と実
－「カイゼン主義」が行き着く先－

７ 土金達男 講談社 ９４

失敗学のすすめ ７：４５ 畑村洋太郎 講談社 ００

くらしと飲み水 ２ アクア研究会 芽ばえ社 ８９
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（録音）

タイトル 巻数 著者名 出版者 出版年

癒す水・蝕む水－世界の水と病気－ ５ 藤田紘一郎
日本放送出版協
会

９６

ごみと日本人－衛生・勤倹・リサイクルか
らみる近代史－

１４：３８ 稲村光郎 ミネルヴァ書房 １５

追跡！私の「ごみ」
－捨てられたモノはどこへ行くのか？－

１２：２１
エリザベス・ロイト
酒井泰介訳

日本放送出版協
会

０９

日本人はロバの耳 ３ 青峰社 ９１

絶体絶命でも世界一愛される会社に変え
る！－２代目女性社長の号泣戦記－

４：３７ 石坂典子 ダイヤモンド社 １４

斑鳩の匠　宮大工三代 ９：１０ 西岡常一 　青山茂 徳間書店 ７８

木に学べ ４ 西岡常一 小学館 ９１

東京スカイツリー六三四（むさし）に挑む ７：１７ 片山修 小学館 １２

世界一のトイレウォシュレット開発物語 ３：５９ 林良祐 朝日新聞出版 １１

目先の利益主義改革論
－ニッポン企業醜さからの出発－

５
梶原一明
徳大寺有恒

光文社 ９３

チェルノブイリの雲の下で ６ 田代ヤネス和温 技術と人間 ８７

危険な話
－チェルノブイリと日本の運命－

４ 広瀬隆 八月書館 ８８

なぜメルケルは「転向」したのか
－ドイツ原子力四〇年戦争の真実－

６：２１ 熊谷徹 日経ＢＰ社 １２

マイコンブレーンウェア入門 １９ 小玉陽一 ダイヤモンド社 ８２

東芝解体電機メーカーが消える日 ７：５３ 大西康之 講談社 １７

今こそ、エネルギーシフト－原発と自然エ
ネルギーと私達の暮らし－

１：５３
飯田哲也
鎌仲ひとみ

岩波書店 １１

原発のウソ ４：４０ 小出裕章 扶桑社 １１

ドイツは脱原発を選んだ １：４９
ミランダ・Ａ．シュ
ラーズ

岩波書店 １１

原発と日本の未来
－原子力は温暖化対策の切り札か－

２：３７ 吉岡斉編 岩波書店 １１

迷惑メールやって良いこと悪いこと ３：４０ 須藤慎一 源 １２

電磁波はなぜ恐いか－暮らしの中のハイ
テク公害－増補改訂版

４ 天笠啓祐 緑風出版 ９６

闘え!高専ロボコン－ロボットにかける青春－５：４１

萱原正嗣
全国高等専門学校
ロボットコンテスト
事務局監修

ベストセラーズ １７

ＩＣのひみつ ５ 伝田精一 共立出版 ８５

あッ！船が浮く ９ 後藤大三 ダイゴ ９１

大帆船時代 ５ 杉浦昭典 中央公論社 ８０

地中の廃墟から－《大阪砲兵工廠》に見
る日本人の２０世紀－

６ 河村直哉 作品社 ９９
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（録音）

タイトル 巻数 著者名 出版者 出版年

最新兵器と軍事用語 ５ 立花正照 泰流社 ８９

カラシニコフ ８：０４ 松本仁一 朝日新聞社 ０４

カラシニコフ　２ ６：５２ 松本仁一 朝日新聞社 ０６

風船爆弾－純国産兵器「ふ号」の記録－ ７ 吉野興一 朝日新聞社 ００

オイルマネー ５：２０ 畑中美樹 講談社 ０８

環境ホルモンという名の悪魔
－人類を滅亡させる狂気の化学物質－

６ ひろたみを 広済堂出版 ９８

日本のピアノ１００年
－ピアノづくりに賭けた人々－

１４：１０
前間孝則
岩野裕一

草思社 ０１

紙つなげ！彼らが本の紙を造っている
－再生・日本製紙石巻工場－

７：０６ 佐々涼子 早川書房 １４

銀座木村屋あんパン物語 ５ 大山真人 平凡社 ０１

江戸っ子菓子屋のおつまみ噺 ８：４２ 細田安兵衛
慶応義塾大学
出版会

０９

コカ・コーラ流１００年企業の問題解決術 ９：１７
デビッド・バトラー
リンダ・ティシュラー
北川知子訳

早川書房 １５

ビールの科学－麦とホップが生み出すお
いしさの秘密－

９：０９
サッポロビール価
値創造フロンティア
研究所編

講談社 ０９

文房具５２話 ４ 串田孫一 時事通信社 ９６

すてきなあなたに ８ 大橋鎮子編著 暮しの手帖社 ７６

すてきなあなたに　２ ８ 大橋鎮子編著 暮しの手帖社 ８８

５０過ぎたら、ものは引き算、心は足し算 ３：５２ 沖幸子 祥伝社 １３

「格差」と上手につきあう英国式の節約術 ４：０８ 佐藤よし子 ナツメ社 ０７

最新草木の染色教室－だれでもできる－ ３ 箕輪直子 誠文堂新光社 ９５

生で冷凍、素材は２つ！セットで冷凍！１
５分クッキング

２：５６ 池上正子 講談社 １５

丸の内タニタ食堂
－行列のできる５００ｋｃａｌのまんぷく定食
とお弁当－

４：４７ タニタ 大和書房 １３

つきぢ田村のお惣菜
－わが家でつくる本物の味１００品－

５：４８
「つきぢ」
田村調理部編

成美堂出版 ００

食味 ４ 辻嘉一 ＰＨＰ研究所 ７７

食卓に咲く華いい話 １０ 福田勝路 富民協会 ９６

ゲゲゲの食卓 ２：１８ 武良布枝 扶桑社 １１

電子レンジに夢中 ４ 村上祥子 講談社 ９９

タッパ－を１１倍使いこなす本 ４ 藪田雅子 三水社 ８９

吉兆味ばなし ９ 湯木貞一 暮しの手帖社 ７２

作りたい、食べたい、１２カ月のシンプル
レシピ

２：３３ 渡辺有子 幻冬舎 １４
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（録音）

タイトル 巻数 著者名 出版者 出版年

夏とごはん－元気なときもバテたときも－ １：３２ 渡辺有子 筑摩書房 １２

風邪とごはん－ひく前ひいたひいた後－ １：４７ 渡辺有子 筑摩書房 ０９

伊勢エビの丸かじり ４：３２ 東海林さだお 文藝春秋 ９８

おでんの丸かじり ４：２９ 東海林さだお 朝日新聞社 ０６

スイカの丸かじり ４：１６ 東海林さだお 文藝春秋 ０１

トンカツの丸かじり ４：５５ 東海林さだお 文藝春秋 ９５

マツタケの丸かじり ４：１９ 東海林さだお 文藝春秋 ０１

メロンの丸かじり ４：４５ 東海林さだお 朝日新聞出版 ０８

メイコの食卓
－おいしいお酒を、死ぬ日まで。－

３：４８ 中村メイコ ＫＡＤＯＫＡＷＡ １４

食べる私（わたし） １０：２１ 平松洋子 文藝春秋 １６

開店休業 ４：５７
吉本隆明
ハルノ宵子追想・
画

プレジデント社 １３

パリの調理場は戦場だった ６ 宇田川悟 朝日新聞社 ９５

魯山人味ごよみ
－味覚の洗練美味の真髄－

７：３２ 平野雅章 広済堂出版 ９５

野菜をたくさんつかったおかず ２：５１ 小林カツ代 家の光協会 ９９

サラダ・サラダ・サラダ－プロがつくる１６
６のサラダと１０９のドレッシング－

６：４６ 柴田書店編 柴田書店 １０

ザ・ファームベジタリアン・クックブック ４ 鶴田静編著 野草社 ８２

江戸そば一筋－並木藪蕎麦そば遺文－ ３：４２ 堀田平七郎 柴田書店 ９５

３０分で人生が深まる紅茶術
－Ｅｎｊｏｙ　Ｙｏｕｒ　Ｃｕｐ　ｏｆ　Ｂｌａｃｋ　Ｔｅ
ａ！－

４：５６ 磯淵猛 ポプラ社 １４

基本イタリアワイン ９ 林茂 ＴＢＳブリタニカ ９６

バラ色の暮らし １：１６ 王由由文 東京書籍 ００

ようこそ断捨離へ
－モノ・コト・ヒト、そして心の片づけ術－

５：４７ やましたひでこ 宝島社 １０

６　産業

食糧－何が起きているのか－ ５ 朝日新聞経済部 朝日新聞社 ８３

江戸日本の転換点
－水田の激増は何をもたらしたか－

９：３３ 武井弘一 NHK出版 １５

モグラ－おもしろ生態とかしこい防ぎ方－ ３：１８
井上雅央
秋山雅世

農山漁村文化協
会

１０

フルーツひとつばなし
－おいしい果実たちの「秘密」－

５：４５ 田中修 講談社 １３

キャッツ・マインド
－猫の心と体の神秘を探る－

９
ブルース・フォーグ
ル 　山崎恵子訳

八坂書房 ９６
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（録音）

タイトル 巻数 著者名 出版者 出版年

塩辛づくり隠し技 ２ 臼井一茂 創森社 ９６

接客の極意 ４ 秋田美津子 主婦と生活社 ９１

骨董屋という仕事
－３５人の目利きたち－

５ 青柳恵介 平凡社 ９９

ＩＫＥＡモデル
－なぜ世界に進出できたのか－

８：１８
アンダッシュ・ダル
ヴィッグ
志村未帆訳

集英社クリエイ
ティブ

１２

コンビニ業界・驚異の高収益システム ５ 山下剛 ぱる出版 ９７

コンビニだけが、なぜ強い？ ６：４４ 吉岡秀子 朝日新聞出版 １２

門前そば一代記－深大寺の四季－ ７：５５ 浅田稲一郎 雪書房 ００

日本の居酒屋－その県民性－ ５：０６ 太田和彦 朝日新聞出版 １６

煙が目にしみる
－火葬場が教えてくれたこと－

９：４９
ケイトリン・ドーティ
池田真紀子訳

国書刊行会 １６

東京連れて行かれて嬉しい店
－好食派ビジネスマン・岡光彦の美味し
いデータファイル－

４ 岡光彦 ＴＢＳブリタニカ ９６

遺品整理士という仕事 ５：０９ 木村榮治 平凡社 １５

ただめしを食べさせる食堂が今日も黒字
の理由

６：１６ 小林せかい 太田出版 １６

ちょうふランチナビ １：２３

調布市職員自主研
究グループ「ランチ
ナビゲーション研究
会」編

調布市職員自主
研究グループ「ラ
ンチナビゲーショ
ン研究会」

０９

味憶めぐり－伝えたい本寸法の味－ ４：４７ 山本一力 文藝春秋 １０

広告の本 ５ 天野祐吉 筑摩書房 ８３

「言葉にできる」は武器になる｡ ４：４４ 梅田悟司
日本経済新聞出
版社

１６

毎日読みたい３６５日の広告コピー ５：３３
WRITES
PUBLISHING編

ライツ社 １７

それでも、自転車に乗りますか？ ５：１３ 佐滝剛弘 祥伝社 １１

最長片道切符の旅 ７ 宮脇俊三 新潮社 ８３

時刻表おくのほそ道 ５ 宮脇俊三 文藝春秋 ８２

途中下車の味 ４ 宮脇俊三 新潮社 ８８

リニア新幹線
－巨大プロジェクトの「真実」－

６：０６ 橋山禮治郎 集英社 １４

京王線・井の頭線沿線の不思議と謎 ５：５０ 岡島建監修 実業之日本社 １５

昭和電車少年 １０：３５ 実相寺昭雄 筑摩書房 ０８

御召列車
－知られざる皇室専用列車の魅力－

５：２１ 白川淳 マガジンハウス １０

駅わかれの詩（うた） ５：２３ 津久見圭 毎日新聞社 １３
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（録音）

タイトル 巻数 著者名 出版者 出版年

世界のビッグ・エアライン
－２１世紀に勝ち残るのはどこか－

６ 杉浦一機 中央書院 ９９

機長の告白－生還へのマニュアル－ １１：２９ 杉江弘 講談社 ００

年賀状の戦後史 ５：５８ 内藤陽介 角川書店 １１

ラジオの魂 ３：５８ 小島慶子 河出書房新社 １１

テレビニュ－ス ５ 平野次郎 主婦の友社 ８９

眠れぬ夜のラジオ深夜便 ４：２３ 宇田川清江 新潮社 ０４

７　芸術

ニューヨーク午前０時美術館は眠らない ７：０３ 岩渕潤子 朝日新聞社 ８９

美術品はなぜ盗まれるのか－ターナーを
取り戻した学芸員の静かな闘い－

１３：１０
サンディ・ネアン
中山ゆかり訳

白水社 １３

忘られたものとの対話 ５ 吉村貞司 読売新聞社 ７５

小倉遊亀天地の恵みを生きる
－百四歳の介護日誌－

６：４６ 小倉寛子 文化出版局 ９９

新選組 ５：５７ 黒鉄ヒロシ ＰＨＰ研究所 ９６

火の鳥　黎明編 ３ 手塚治虫 朝日ソノラマ ７８

アドルフに告ぐ　１ ３：０８ 手塚治虫 文藝春秋 ８９

アドルフに告ぐ　２ ３：００ 手塚治虫 文藝春秋 ８９

アドルフに告ぐ　３ ３：１７ 手塚治虫 文藝春秋 ８９

アドルフに告ぐ　４ ２：５３ 手塚治虫 文藝春秋 ８９

アドルフに告ぐ　５ ２：５２ 手塚治虫 文藝春秋 ８９

磯野家の謎
－「サザエさん」に隠された６９の驚き－

４
東京サザエさん学
会編

飛鳥新社 ９３

お父ちゃんと私
－父・水木しげるとのゲゲゲな日常－

４：１７ 水木悦子 やのまん ０８

ゲゲゲの娘、レレレの娘、らららの娘 ６：２４
水木悦子　　赤塚り
え子　　手塚るみ子

文藝春秋 １０

妖しい楽園－水木しげるができるまで－ ７：１５ 水木しげる
ＰＨＰエディター
ズ・グループ

００

ゲゲゲの老境三昧
－水木３兄弟、合わせて２７０歳－

５：４４ 水木しげる 徳間書店 １１

戦争と読書－水木しげる出征前手記－ ４：４２
水木しげる
荒俣宏

ＫＡＤＯＫＡＷＡ １５

水木さんの「毎日を生きる」 ３：０２ 水木しげる 角川マガジンズ １１

ゲゲゲの女房－人生は…終わりよけれ
ば、すべてよし！！－

５：１２ 武良布枝 実業之日本社 ０８

美内すずえ傑作選５　王女アレキサンドラ ４：３１ 美内すずえ 白泉社 ９６

ガラスの仮面　１
第１章　千の仮面を持つ少女

３：０２ 美内すずえ 白泉社 ９４
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（録音）

タイトル 巻数 著者名 出版者 出版年

ガラスの仮面　２　第２章　炎の階段 ３：０６ 美内すずえ 白泉社 ９１

ガラスの仮面　３　第３章　風の中を行く ２：２４ 美内すずえ 白泉社 ９３

ガラスの仮面　４　第４章　春の嵐 ２：４７ 美内すずえ 白泉社 ９３

ガラスの仮面　５　第５章　あした草（１） ３：０１ 美内すずえ 白泉社 ９３

ガラスの仮面　６　第５章　あした草（２） ２：４８ 美内すずえ 白泉社 ９１

ガラスの仮面　７　第６章　舞台あらし（１） ２：５２ 美内すずえ 白泉社 ９１

ガラスの仮面　８　第６章　舞台あらし（２） ３：１４ 美内すずえ 白泉社 ９０

ガラスの仮面　９　第６章　舞台あらし（３） ３：０３ 美内すずえ 白泉社 ９２

ガラスの仮面　１０
第７章　炎のエチュード（１）

１：５８ 美内すずえ 白泉社 ９３

ガラスの仮面　１１
第７章　炎のエチュード（２）

２：１１ 美内すずえ 白泉社 ９２

ガラスの仮面　１２
第７章　炎のエチュード（３）

２：０４ 美内すずえ 白泉社 ９２

ガラスの仮面　１３
第８章　華やかな迷路（１）

２：２８ 美内すずえ 白泉社 ９３

ガラスの仮面　１４
第８章　華やかな迷路（２）

２：３０ 美内すずえ 白泉社 ９３

ガラスの仮面　１５
第８章　華やかな迷路（３）

２：４４ 美内すずえ 白泉社 ９４

ガラスの仮面　１６
第８章　華やかな迷路（４）

２：４０ 美内すずえ 白泉社 ９４

ガラスの仮面　１７
第８章　華やかな迷路（５）

２：４３ 美内すずえ 白泉社 ９４

ガラスの仮面　１８
第９章　１００万の虹（１）

２：４５ 美内すずえ 白泉社 ９２

ガラスの仮面　１９
第９章　１００万の虹（２）

２：３６ 美内すずえ 白泉社 ９３

ガラスの仮面　２０
第９章　１００万の虹（３）

３：０８ 美内すずえ 白泉社 ９４

ガラスの仮面　２１
第９章　１００万の虹（４）

２：４４ 美内すずえ 白泉社 ９４

ガラスの仮面　２２
第９章　１００万の虹（５）

２：３１ 美内すずえ 白泉社 ９３

ガラスの仮面　２３
第１０章　冬の星座（１）

２：１２ 美内すずえ 白泉社 ９３

ガラスの仮面　２４
第１０章　冬の星座（２）

２：１４ 美内すずえ 白泉社 ９４

ガラスの仮面　２５
第１０章　冬の星座（３）

２：３６ 美内すずえ 白泉社 ９３
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タイトル 巻数 著者名 出版者 出版年

ガラスの仮面　２６
第１０章　冬の星座（４）

２：３６ 美内すずえ 白泉社 ９２

ガラスの仮面　２７
第１０章　冬の星座（５）

２：１２ 美内すずえ 白泉社 ９２

ガラスの仮面　２８　第１１章　紫の影（１） ２：０５ 美内すずえ 白泉社 ９１

ガラスの仮面　２９　第１１章　紫の影（２） ２：００ 美内すずえ 白泉社 ９４

ガラスの仮面　３０　第１１章　紫の影（３） ２：２７ 美内すずえ 白泉社 ９１

ガラスの仮面　３１　第１１章　紫の影（４） ２：１５ 美内すずえ 白泉社 ９８

ガラスの仮面　３２　第１１章　紫の影（５） ２：０３ 美内すずえ 白泉社 ９３

ガラスの仮面　３３　第１１章　紫の影（６） ２：４５ 美内すずえ 白泉社 ９３

ガラスの仮面　３４　第１２章　紅天女（１） ２：３８ 美内すずえ 白泉社 ９４

ガラスの仮面　３５　第１２章　紅天女（２） ２：１２ 美内すずえ 白泉社 ９３

ガラスの仮面　３６　第１２章　紅天女（３） ２：００ 美内すずえ 白泉社 ９２

ガラスの仮面　３７　第１２章　紅天女（４） ２：１７ 美内すずえ 白泉社 ９４

ガラスの仮面　３８　第１２章　紅天女（５） ２：５０ 美内すずえ 白泉社 ９４

ガラスの仮面　３９　第１２章　紅天女（６） ２：３６ 美内すずえ 白泉社 ９４

ガラスの仮面　４０　第１２章　紅天女（７） ３：０２ 美内すずえ 白泉社 ９３

ガラスの仮面　４１　第１２章　紅天女（８） ２：１２ 美内すずえ 白泉社 ９８

ガラスの仮面　４２
第１３章　ふたりの阿古夜（１）

２：３２ 美内すずえ 白泉社 ０４

ガラスの仮面　４３
第１３章　ふたりの阿古夜　（２）

２：１２ 美内すずえ 白泉社 ０９

ガラスの仮面　４４
第１３章　ふたりの阿古夜　（３）

２：２０ 美内すずえ 白泉社 ０９

ガラスの仮面　４５
第１３章　ふたりの阿古夜　（４）

２：３１ 美内すずえ 白泉社 １０

ガラスの仮面　４６
第１３章　ふたりの阿古夜　（５）

２：１２ 美内すずえ 白泉社 １０

ガラスの仮面　４７
第１４章　めぐりあう魂　（１）

１：５４ 美内すずえ 白泉社 １１

ガラスの仮面　４８
第１４章　めぐりあう魂　（２）

２：２１ 美内すずえ 白泉社 １２

ガラスの仮面　４９
第１４章　めぐりあう魂　（３）

２：０８ 美内すずえ 白泉社 １２

キャパへの追走 ８：０４ 沢木耕太郎 文藝春秋 １５

こころのおくすり ０：２７ 小森まなみ 主婦の友社 ９８

草木染野帖 ３：３９ 大場キミ 求竜堂 ８７

奇妙な色名事典 ８：１７ 福田邦夫 青娥書房 ９３

好きな歌・嫌いな歌 ４ 団伊玖麿 文藝春秋 ７９
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（録音）

タイトル 巻数 著者名 出版者 出版年

このレコードがいい２５選 ５ 吉田秀和 新潮社 ８５

名演奏のクラシック ７：３０ 宇野功芳 講談社 ９０

小澤征爾覇者の法則 ７：２０ 中野雄 文藝春秋 １４

指揮者のひとりごと １１：１７ 小林研一郎 騎虎書房 ９３

ティンパニストかく語りき
－"叩き上げ"オーケストラ人生－

５：３３ 近藤高顯 学研プラス １７

瀧廉太郎－夭折の響き－ ７：３２ 海老澤敏 岩波書店 ０４

武満徹自らを語る ３：４８
武満徹
安芸光男聞き手

青土社 １０

命の響－左手のピアニスト、生きる勇気
をくれる２３の言葉－

５：３３ 舘野泉 集英社 １５

舘野泉の生きる力－ピアニスト－ ５：５０ 舘野泉 六耀社 １３

ピアニストだって冒険する ７：５５ 中村紘子 新潮社 １７

ウィーンわが夢の町 ６：４６
アンネット・カズエ・
ストゥルナート

新潮社 ０６

協奏曲の名曲・名盤 ７：０２ 宇野功芳 講談社 ９４

ブルースのこころ ３ 淡谷のり子 ほるぷ出版 ８０

井上陽水全発言 ７
えのきどいちろう編
井上陽水述

福武書店 ９４

あじわい夕日新聞－夢をアリガトウ－ ５：４４ 原由子 朝日新聞出版 １３

アメリカは歌う。
－歌に秘められた、アメリカの謎－

８：５９ 東理夫 作品社 １０

流星ひとつ ８：３７ 沢木耕太郎 新潮社 １３

黒い花びら ５：５３ 村松友視 河出書房新社 ０１

魂の音色－評伝　高橋竹山－ ８：２６ 松林拓司 東奥日報社 ００

修羅のはざまで ６ 藤間紫 婦人画報社 ９２

あしたのこころだ
－小沢昭一的風景を巡る－

７：０７ 三田完 文藝春秋 １５

タマネギのひみつ。
－黒柳さんに聞いた徹子さんのこと－

４：２７
黒柳徹子
糸井重里聞き手

祥伝社 １３

人生はロングラン－私の履歴書－ ７：０２ 森光子
日本経済新聞出
版社

０９

スター誕生－ひばり・錦之助・裕次郎・渥
美清そして新・復興期の精神－

１０：００ 吉田司 講談社 ９９

瀬戸内寂聴の新作能－蛇　夢浮橋－ ２：５８ 瀬戸内寂聴 集英社 ０３

太地喜和子伝説 １５：３２ 大下英治 河出書房新社 ００

「仕事クラブ」の女優たち １４：３６ 青木笙子 河出書房新社 １６

のり平のパーッといきましょう ７
三木のり平
小田豊二聞き書

小学館 ９９

映画の現場に逢いたくて ８：００ 野島孝一 現代書館 ９７
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（録音）

タイトル 巻数 著者名 出版者 出版年

雑食映画ガイド ８：５２
町山智浩
柳下毅一郎
ギンティ小林

双葉社 １３

ぼくが映画ファンだった頃 ７：３８ 和田誠 七つ森書館 １５

向き合う力 ５：１４ 池上季実子 講談社 １４

君たちはなぜ、怒らないのか
－父・大島渚と５０の言葉－

５：１７ 大島武　大島新
日本経済新聞出
版社

１４

あかんやつら
－東映京都撮影所血風録－

１５：０５ 春日太一 文藝春秋 １３

映画の戦後 ７：４２ 川本三郎 七つ森書館 １５

歩いて行く二人
－岸惠子　吉永小百合－

３：０３
岸惠子
吉永小百合

世界文化社 １４

旧日活大映村
－銀幕の昭和・文化発祥の里－

７：０７
旧日活・大映村の
会編纂

編集ラミ １５

めぐりあい
－映画に生きた熊井啓との４６年－

８：５６ 熊井明子 春秋社 １２

蝦蟇の油－自伝のようなもの－ ８：５１ 黒澤明 岩波書店 ０１

スクリプターはストリッパーではありませ
ん

１２：４３ 白鳥あかね 国書刊行会 １４

高峰秀子の言葉 ４：５４ 斎藤明美 新潮社 １４

高峰秀子の引き出し ４：１５ 斎藤明美 マガジンハウス １５

高峰秀子との仕事　１
初めての原稿依頼

７：４１ 斎藤明美 新潮社 １１

高峰秀子との仕事　２
忘れられないインタビュー

６：３６ 斎藤明美 新潮社 １１

テフテフの映画だんぎ ５ 田中太典 田中太典 ９６

チャップリンとヒトラー
－メディアとイメージの世界大戦－

１１：３６ 大野裕之 岩波書店 １５

大船日記 ３ 笠智衆 扶桑社 ９１

ひょっこりひょうたん島熱中ノ－ト ５ 伊藤悟 実業之日本社 ９１

ウルトラマン研究序説 ７
ＳＵＰＥＲＳＴＲＩＮＧ
Ｓサ－フライダ

中経出版 ９１

朝ドラには働く女子の本音が詰まってる ６：２７ 矢部万紀子 筑摩書房 １８

巷談本牧亭 ８ 安藤鶴夫 旺文社 ７５

芸人 ２：３４ 永六輔 岩波書店 ９７

私（わたし）の出会った落語家たち
－昭和名人奇人伝－

４：１５ 宇野信夫 河出書房新社 ０７

あんけら荘夜話 ８：２３ 桂文枝 青蛙房 ９６

噺家の魂が震えた名人芸落語案内 ７：０９
六代目三遊亭円楽
解説
噺家三十人衆

竹書房 １７
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（録音）

タイトル 巻数 著者名 出版者 出版年

当世落語家事情 ５ 笑福亭松枝 弘文出版 ９７

談志人生全集　第1巻　生意気ざかり １４：４９ 立川談志著 講談社 ９９

談志人生全集　第2巻　絶好調 １７：５０ 立川談志著 講談社 ９９

談志人生全集　第3巻　大名人のつもり １５：２２ 立川談志著 講談社 ９９

上方落語の四天王
－松鶴・米朝・文枝・春団治　随筆－

７：０９ 戸田学 岩波書店 １１

落語の国の精神分析 ７：３７ 藤山直樹 みすず書房 １２

落語のこと少し ６：１３ 矢野誠一 岩波書店 ０９

いとしこいし漫才の世界 ９：５３
喜味こいし編
戸田学編

岩波書店 ０４

世界記録はどこまで伸びるのか １０：１４ ジョン・ブレンカス 河出書房新社 １１

四継－2016リオ五輪､彼らの真実－ ５：５２ 宝田将志 文藝春秋 １７

マラソンと日本人 １２：２５ 武田薫 朝日新聞出版 １４

魔法をかける－アオガク「箱根駅伝」制覇
までの４０００日－

５：０８ 原晋 講談社 １５

野球はダンディズム ４ 近藤貞雄 朝日新聞社 ８８

不思議の国の野球 ５ 玉木正之 評伝社 ８７

近代野球入門 ６ 三宅大輔 恒文社 ８１

心は、強くなる－長友家式人に愛される
子どもに育てる五感の方程式－

２：４１ 長友りえ ワニブックス １２

頂点への道 １１：０４
錦織圭
秋山英宏

文藝春秋 １５

一流のリーダーになる野村の言葉 ４：５６ 野村克也 新星出版社 １７

オレとＯ・Ｎ ７：１５ 野村克也 小学館 １２

監督の器 ５：２２ 野村克也 イースト・プレス １３

楽天はなぜ強くなれたのか
－巨人の「天才野球」をしのいだ力－

６：４５ 野村克也 ＰＨＰ研究所 １４

私が見た最高の選手、最低の選手 １０：２７ 野村克也 東邦出版 １３

監督たちの戦い １４：２９ 浜田昭八 日本経済新聞社 ９７

幻のバイブル－あいつが生きていたら、
きっと甲子園に行っていた－

７：２１ 藤井利香
日刊スポーツ出
版社

１１

知的登山のススメ
－山を読んで書く楽しみ－

３ 浅野孝一 山と渓谷社 ９２

天晴れ小錦
－プライドが支えた５６３８日－

６：２６ 小室明
イーハ・トーヴ出
版

９７

大相撲想い出の名力士たち ５：２７ 武田葉月 双葉社 １５

彼らの誇りと勇気について ７ 佐瀬稔 世界文化社 ９２

茶の本 ３ 岡倉天心 岩波書店 ８７

お茶をどうぞ（私の履歴書） ４ 千宗室 日本経済新聞社 ８７
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（録音）

タイトル 巻数 著者名 出版者 出版年

おいしいお茶９つの秘伝
－煎茶を愉しむ－

３：２４ 佃一輝
日本放送出版協
会

００

私の茶道発見－日本の美の原点とは－ ３ 勅使河原宏 光文社 ９１

茶ノ道廃ルベシ ５ 秦恒平 光洋社 ７７

茶の文化史 ４ 村井康彦 岩波書店 ７９

「双花」花型図法－生け花独習書－ ３：０４ 本橋澄子 新風舎 ０６

人生、惚れてこそ－知的競争力の秘密－ ４
米長邦雄
羽生善治

クレスト社 ９６

完全なるチェス
－天才ボビー・フィッシャーの生涯－

１９：３３
フランク・ブレイ
ディー
佐藤耕士訳

文藝春秋 １３

８　言語

おじさん、語学する ６：０４ 塩田勉 集英社 ０１

聞き上手になる本－好感をもたれる会話
術と情報収集力アップのノウハウ－

５：３０ 高嶌幸広 実務教育出版 ９８

言葉は世につれ ９：３７ 加太こうじ 創拓社 ９１

日本語１０１話－なるほどがってん－ ８：１２ 倉島長正 東京新聞出版局 ９６

日本語の力 ６：０９ 中西進 集英社 ０６

漢字と日本人 ６ 高島俊男 文藝春秋 ０１

かなづかいの歴史
－日本語を書くということ－

７：３６ 今野真二 中央公論新社 １４

擬音語・擬態語の読本 ７ 尚学図書編 小学館 ９１

きれいな敬語羞かしい敬語 ４：５５ 草柳大蔵 グラフ社 ０１

失礼な敬語
－誤用例から学ぶ、正しい使い方－

４：３１ 野口恵子 光文社 １３

バカ丁寧化する日本語
－敬語コミュニケーションの行方－

６：１３ 野口恵子 光文社 ０９

宵越しの銭 ５：１０ 林えり子 河出書房新社 ９１

漢字の話　上 ７：３７ 藤堂明保 朝日新聞社 ８６

漢字の話　下 ８：４５ 藤堂明保 朝日新聞社 ８６

日本人の英語 ４
マーク・ピーターセ
ン

岩波書店 ８８

いんぐりっしゅ散歩 ４ 中村徳次 北星堂書店 ９１

９　文学

１００冊の徹夜本
－海外ミステリーの掘り出し物－

７：０９ 佐藤圭 カタログハウス ９２

乱れ殺法ＳＦ控 ７ 水鏡子 青心社 ９１

だからミステリーは面白い
－気鋭ｂｉｇ４対論集－

４ 高橋克彦 有学書林 ９５
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（録音）

タイトル 巻数 著者名 出版者 出版年

現代ＳＦのレトリック ７ 巽孝之 岩波書店 ９２

メタフィクションの謀略 ６ 巽孝之 筑摩書房 ９３

あらすじで読む世界の名著　ｎｏ．１ ６：１３ 小川義男編著 樂書舘 ０４

あらすじで読む世界の名著　ｎｏ．２ ６：５１ 小川義男編著 樂書舘 ０４

あらすじで読む世界の名著　ｎｏ．３ ７：００ 小川義男編著 樂書舘 ０５

世界のＳＦ文学総解説 ２２ 伊藤典夫編 自由国民社 ８２

ホラーミステリー・ベスト１００ ７ 三谷茉沙夫編著 三一書房 ９４

恋愛詩集 ２：２２ 小池昌代編 NHK出版 １６

世界のエイプリルフール・ジョーク集 ５：５２ 鈴木拓也 中央公論新社 ０８

声に出して読みたい日本語 ４ 齋藤孝 草思社 ０１

誰が「白雪姫」を誘惑したか ４ 金成陽一 大和書房 ９１

物語のティータイム
－お菓子と暮らしとイギリス児童文学－

６：０３ 北野佐久子 岩波書店 １７

話すこと　１　新装版（レクチャーブックス・
お話入門　４）　よい語り

３：０９ 松岡享子
東京子ども図書
館

０８

話すこと　Ⅱ　お話の実際 ２：０９ 松岡享子
東京子ども図書
館

７７

　（日本文学研究）

物語ること、生きること ４：４５
上橋菜穂子
瀧晴巳構成・文

講談社 １３

安部公房とわたし ８：００ 山口果林 講談社 １３

ひみつの王国－評伝石井桃子－ ２４：４４ 尾崎真理子 新潮社 １４

池波正太郎劇場 ４：４６ 重金敦之 新潮社 ０６

必冊池波正太郎 ６ 筒井ガンコ堂 平凡社 ９８

井伏鱒二－サヨナラダケガ人生－ ４：５７ 川島勝 文藝春秋 ９４

眩暈を鎮めるもの ６ 上田三四二 講談社 ９０

芥川賞の謎を解く－全選評完全読破－ ８：５４ 鵜飼哲夫 文藝春秋 １５

おかしな二人－岡嶋二人盛衰記－ １３：５４ 井上夢人 講談社 ９３

あらすじで読む日本の名著 ６：２２ 小川義男編著 樂書舘 ０３

あらすじで読む日本の名著　ｎｏ．２ ６：４５ 小川義男編著 樂書舘 ０３

あらすじで読む日本の名著　ｎｏ．３ ６：２７ 小川義男編著 樂書舘 ０３

芥川賞物語 １１：１４ 川口則弘 バジリコ １３

菊池寛－半自叙伝　私の初恋物語－ ６
菊池寛
浅井清編・解説

日本図書センター ９６

ひたすら面白い小説が読みたくて
－文庫解説コレクション－

１１：０９ 児玉清 中央公論新社 １３

「居眠り磐音江戸双紙」読本（とくほん） ９：１５ 佐伯泰英監修 双葉社 ０８
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（録音）

タイトル 巻数 著者名 出版者 出版年

「血脈」と私（わたし） ３：５２ 佐藤愛子 文藝春秋 ０５

獅子文六の二つの昭和 ８：３７ 牧村健一郎 朝日新聞出版 ０９

司馬遼太郎と城を歩く ６：５３ 司馬遼太郎 光文社 ０６

さらば富士に立つ影 ９ 白井喬二 六興出版 ８３

深大寺碑探勝 １：３３ 調布市観光協会 ０７

おちゃめに１００歳！寂聴さん ４：５５ 瀬尾まなほ 光文社 １７

無想庵物語 １０ 山本夏彦 文藝春秋 ８９

太宰治－その心の遍歴と聖書－ １５：０８ 赤司道雄 八木書店 ８５

年をとって、初めてわかること ８：３０ 立川昭二 新潮社 ０８

「銀河英雄伝説」読本 ７
らいとすたっふ編
著

徳間書店 ９７

田辺聖子の古典まんだら　上 ６：５５ 田辺聖子 新潮社 １１

田辺聖子の古典まんだら　下 ６：２６ 田辺聖子 新潮社 １１

われにやさしき人多かりき
－わたしの文学人生－

１１：２３ 田辺聖子 集英社 １１

五月の寺山修司 ４：１５
シュミット村木眞寿
美

河出書房新社 ０３

荷風散策－紅茶のあとさき－ ７ 江藤淳 新潮社 ９６

漱石－天の掟物語－ ９ 飯田利行編 国書刊行会 ８７

日経時代小説時評－１９９２～２０１０－ １５：１１ 縄田一男
日本経済新聞出
版社

１１

捕物帖の百年－歴史の光と影－ １０：０５ 野崎六助 彩流社 １０

文学ご馳走帖 ５：３８ 野瀬泰申 幻冬舎 １６

鬼の宿帳 ５ 羽根田武夫 文化出版局 ７７

被爆を生きて－作品と生涯を語る－ １：５７
林京子
島村輝聞き手

岩波書店 １１

アジア、幻境の旅
－日野啓三と楼蘭美女－

６：３９ 鈴村和成 集英社 ０６

藤沢周平を読む ５：５８ 常盤新平ほか プレジデント社 ９５

「王様のブランチ」のブックガイド２００ ６：４４ 松田哲夫 小学館 ０９

ペルソナ－三島由紀夫伝－ １２ 猪瀬直樹 文藝春秋 ９５

わが別辞－導かれた日々－ １０：０１ 水上勉 小沢書店 ９５

桜は本当に美しいのか
－欲望が生んだ文化装置－

６：３６ 水原紫苑 平凡社 １４

森のゲリラ宮沢賢治 ４ 西成彦 岩波書店 ９７

宮澤賢治と幻の恋人
－澤田キヌを追って－

８：５６ 澤村修治 河出書房新社 １０

触れもせで－向田邦子との二十年－ ４ 久世光彦 講談社 ９６

向田邦子のかくれんぼ ４：４１ 佐怒賀三夫 ＮＨＫ出版 １１
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タイトル 巻数 著者名 出版者 出版年

向田邦子の青春
－写真とエッセイで綴る姉の素顔－

３：２６ 向田和子編著 ネスコ ９９

村上春樹『１Ｑ８４』をどう読むか １１：０９
河出書房新社編集
部編

河出書房新社 ０９

　（詩歌）

現代百人一首 ４ 岡井隆編著 朝日新聞社 ９６

短歌の作り方 ３ 木俣修 ポプラ社 ７２

古泉千樫の秀歌 ５ 上田三四二 短歌新聞社 ８３

佐藤佐太郎の秀歌 ５ 由谷一郎 短歌新聞社 ７８

チョコレート革命 ２ 俵万智 河出書房新社 ９７

土屋文明百首 ６ 小市巳世司編 短歌新聞社 ９１

前田夕暮の秀歌 ５ 香川進 短歌新聞社 ７６

子規歌集　改版 ４
正岡子規
土屋文明編

岩波書店 ８６

女三人のシベリア鉄道 １３：２３ 森まゆみ 集英社 ０９

季語淡彩 ５：４１ 井本農一 小学館 ９４

句あれば楽あり ４ 小沢昭一 朝日新聞社 ９７

季語、いただきます ６：０３ 櫂未知子 講談社 １２

二度生きる－凡夫の俳句人生－ ４ 金子兜太 チクマ秀版社 ９５

猿蓑倶楽部－激闘！ひとり句会－ ４：０３ 小林恭二 朝日新聞社 ９５

知らなかった歳時記の謎
－俳句がもっと面白くなる－

４ 竹内均編 同文書院 ９４

俳人虚子 ６ 玉城徹 角川書店 ９６

俳句の図書室 ３：０９ 堀本裕樹 KADOKAWA １７

芭蕉＝二つの顔－俗人と俳聖と－ ６ 田中善信 講談社 ９８

柿喰ふ子規の俳句作法 ８：００ 坪内稔典 岩波書店 ０５

俳句燦々 ４：５７ 森澄雄 角川学芸出版 ０９

ことばの歳時記 ７ 山本健吉 文藝春秋 ８０

道頓堀の雨に別れて以来なり
－川柳作家・岸本水府とその時代－上

１５ 田辺聖子 中央公論社 ９８

道頓堀の雨に別れて以来なり
－川柳作家・岸本水府とその時代－下

１７ 田辺聖子 中央公論社 ９８

川柳こころ遊び ４ 田口麦彦 実業之日本社 ９６

伊藤信吉詩集 ２ 伊藤信吉 弥生書房 ８２

清冽－詩人茨木のり子の肖像－ ７：１８ 後藤正治 中央公論新社 １０

草野心平詩集 ２ 草野心平 弥生書房 ６７

いつか別れの日のために－詩集－ ０：４７ 高階杞一 澪標 １２
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タイトル 巻数 著者名 出版者 出版年

原爆詩集－にんげんをかえせ－
新装・愛蔵版

３：０１ 峠三吉 合同出版 ９５

私の上に降る雪は ６ 中原フク 講談社 ８１

青春へぼくの旅立ち ４
日比たくみ編
石田皎編

新書館 ８０

日本の名詩、英語でおどる ２：５５ アーサー・ビナード みすず書房 ０７

　(戯曲）

父帰る・出世 １ 菊池寛 旺文社 ６６

藤十郎の恋 １ 菊池寛 旺文社 ６６

花の館・鬼灯 ７ 司馬遼太郎 中央公論社 ９４

高峰秀子が愛した男 ３：１３ 斎藤明美
ハースト婦人画
報社

１２

　（古典）

愛する源氏物語 ７：３０ 俵万智 文藝春秋 ０３

源氏物語を知っていますか １４：３１ 阿刀田高 新潮社 １３

紫の結び－源氏物語－１ ８：１４
紫式部原作
荻原規子訳

理論社 １３

紫の結び－源氏物語－２ ７：４０
紫式部原作
荻原規子訳

理論社 １３

紫の結び－源氏物語－３ ７：３３
紫式部原作
荻原規子訳

理論社 １４

源氏物語宇治の結び　上 ９：４５
紫式部原作
荻原規子訳

理論社 １７

源氏物語宇治の結び　下 ９：２８
紫式部原作
荻原規子訳

理論社 １７

平家物語　上 １７：４５ 佐藤謙三校註 角川書店 ８７

平家物語　下 １４：３２ 佐藤謙三校註 角川書店 ８７

　（小説）

風神雷神の殺人
－警視庁捜査一課事件簿－

７：０９ 阿井渉介 講談社 ９４

雪花嫁の殺人
－警視庁捜査一課事件簿－

７：３９ 阿井渉介 講談社 ９４

まだらの蛇の殺人 ６ 阿井渉介 講談社 ９４

風はこぶ ７：４０ 青木奈緒 講談社 １２

くるみ街道 ５：５７ 青木奈緒 講談社 ０１

人間万事塞翁が丙午 ６ 青島幸男 新潮社 ８１

ひとり暮らし ６ 青柳祐美子 角川書店 ９６

白樫の樹の下で ６：２０ 青山文平 文藝春秋 １１
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タイトル 巻数 著者名 出版者 出版年

冬の旅人 ５：５７ 赤川次郎 大和書房 ８５

待てばカイロの盗みあり ６：２８ 赤川次郎 徳間書店 ８６

三毛猫ホームズの怪談 ８：４２ 赤川次郎 光文社 ８５

三毛猫ホームズの恐怖館 ７ 赤川次郎 光文社 ８２

三毛猫ホームズの黄昏ホテル ４ 赤川次郎 光文社 ９０

三毛猫ホームズの追跡 ７：４４ 赤川次郎 角川書店 ８６

暗殺のコンチェルト
－長編冒険推理小説－

７：０８ 赤羽堯 祥伝社 ９２

スパイ特急－長編小説－ ７：５７ 赤羽堯 光文社 ７９

脱出のパスポート ７：１３ 赤羽堯 文藝春秋 ８６

うからはらから １１：１４ 阿川佐和子 新潮社 １１

婚約のあとで １０：１６ 阿川佐和子 新潮社 ０８

井上成美 １５ 阿川弘之 新潮社 ８６

米内光政　上 ９：０５ 阿川弘之 新潮社 ７８

米内光政　下 ８：５６ 阿川弘之 新潮社 ７８

深川小町捕物控 ６：１３ 秋月達郎 ベストセラーズ ０５

恋やつれ－深川小町捕物控－ ６：０７ 秋月達郎 ベストセラーズ ０５

スペードの３ ７：３２ 朝井リョウ 講談社 １４

あやしうらめしあなかなし ７：４４ 浅田次郎 双葉社 ０６

一路　上 ９：４１ 浅田次郎 中央公論新社 １３

一路　下 ９：１１ 浅田次郎 中央公論新社 １３

一刀斎夢録　上 １１：００ 浅田次郎 文藝春秋 １１

一刀斎夢録　下 １１：０１ 浅田次郎 文藝春秋 １１

お腹召しませ ６：２１ 浅田次郎 中央公論新社 ０６

活動寫真の女 ８：４７ 浅田次郎 双葉社 ９７

帰郷 ５：２９ 浅田次郎 集英社 １６

気分はピカレスク－キンピカ２－ ８：１１ 浅田次郎 飛天出版 ９３

黒書院の六兵衛　上 ８：４９ 浅田次郎
日本経済新聞出
版社

１３

黒書院の六兵衛　下 ８：０８ 浅田次郎
日本経済新聞出
版社

１３

月下の恋人 ６：１６ 浅田次郎 光文社 ０６

五郎治殿御始末 ５：２２ 浅田次郎 中央公論新社 ０３

沙高樓綺譚 ７：４２ 浅田次郎 徳間書店 ０２

獅子吼 ６：４０ 浅田次郎 文藝春秋 １６

草原からの使者－沙高樓綺譚－ ７：５０ 浅田次郎 徳間書店 ０５

65



（録音）

タイトル 巻数 著者名 出版者 出版年

蒼穹の昴　１ ８：３２ 浅田次郎 講談社 ０４

蒼穹の昴　２ ８：２５ 浅田次郎 講談社 ０４

蒼穹の昴　３ ８：４０ 浅田次郎 講談社 ０４

蒼穹の昴　４ ９：０１ 浅田次郎 講談社 ０４

中原の虹　第１巻 ９：１４ 浅田次郎 講談社 ０６

中原の虹　第２巻 １１：１１ 浅田次郎 講談社 ０６

中原の虹　第３巻 １１：１１ 浅田次郎 講談社 ０７

中原の虹　第４巻 １０：４５ 浅田次郎 講談社 ０７

憑神 ８：４１ 浅田次郎 新潮社 ０５

月のしずく ８：１５ 浅田次郎 文藝春秋 ９７

月島慕情 ７：２８ 浅田次郎 文藝春秋 ０７

椿山課長の七日間 １０：５０ 浅田次郎 朝日新聞社 ０２

天切り松闇がたり ７：１２ 浅田次郎 徳間書店 ９６

天切り松闇がたり　第２巻　残侠 ７：０６ 浅田次郎 集英社 ９９

天切り松闇がたり　第３巻　初湯千両 ７：１７ 浅田次郎 集英社 ０２

天切り松闇がたり　第４巻　昭和侠盗伝 ６：５８ 浅田次郎 集英社 ０５

天切り松闇がたり　第５巻　ライムライト ７：０９ 浅田次郎 集英社 １４

ハッピー・リタイアメント ９：０８ 浅田次郎 幻冬舎 ０９

薔薇盗人 ６：５４ 浅田次郎 新潮社 ００

ピカレスク英雄伝 ５ 浅田次郎 飛天出版 ９４

姫椿 ６：５７ 浅田次郎 文藝春秋 ０１

歩兵の本領 ７：２０ 浅田次郎 講談社 ０１

壬生義士伝　上 １２：５５ 浅田次郎 文藝春秋 ００

壬生義士伝　下 １２：０２ 浅田次郎 文藝春秋 ００

霧笛荘夜話 ８：０４ 浅田次郎 角川書店 ０４

地下鉄（メトロ）に乗って ７：３０ 浅田次郎 徳間書店 ９４

夕映え天使 ６：１６ 浅田次郎 新潮社 ０８

わが心のジェニファー ８：３９ 浅田次郎 小学館 １５

輪違屋糸里　上 １０：００ 浅田次郎 文藝春秋 ０４

輪違屋糸里　下 ８：５９ 浅田次郎 文藝春秋 ０４

アレグロ・ラガッツァ ６：２４ あさのあつこ 朝日新聞出版 １６

かわうそ－お江戸恋語り。－ ８：１７ あさのあつこ 祥伝社 １４

天を灼く ８：４２ あさのあつこ 祥伝社 １６

バッテリー ５：４１ あさのあつこ 角川書店 ０３

バッテリー　２ ７：２５ あさのあつこ 角川書店 ０４
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タイトル 巻数 著者名 出版者 出版年

バッテリー　３ ５：３４ あさのあつこ 角川書店 ０４

バッテリー　４ ５：１９ あさのあつこ 角川書店 ０５

バッテリー　５ ５：０９ あさのあつこ 角川書店 ０６

バッテリー　６ ５：４８ あさのあつこ 角川書店 ０７

姉は幽霊
－同心七之助ふたり捕物帳　１－

５：１６ 芦川淳一 角川春樹事務所 １３

お助け幽霊
－同心七之助ふたり捕物帳　２－

５：０１ 芦川淳一 角川春樹事務所 １４

迷い路－同心七之助ふたり捕物帳　３－ ５：１１ 芦川淳一 角川春樹事務所 １４

花かんざし
－同心七之助ふたり捕物帳　４－

６：０５ 芦川淳一 角川春樹事務所 １４

虹の別れ
－同心七之助ふたり捕物帳　５－

５：０７ 芦川淳一 角川春樹事務所 １５

公器の幻影 １０：０３ 芦崎笙 小学館 １５

スコールの夜 ７：５２ 芦崎笙
日本経済新聞出
版社

１４

恐怖の緑魔帝王
－みんなの少年探偵団－

４：３５ 芦原すなお ポプラ社 １５

赤岳殺人暗流－長篇山岳ミステリー－ ６：２１ 梓林太郎 徳間書店 ９３

京都・近江路殺人事件
－書下し長篇ミステリー－

７：４０ 梓林太郎 徳間書店 １５

殺人連峰 １１ 梓林太郎 徳間書店 ９９

Ａサイズ殺人事件 ５ 阿刀田高 文藝春秋 ８３

Ｖの悲劇 ７：２４ 阿刀田高 講談社 ８９

夢の宴－私の蕗谷虹児伝－ ６ 阿刀田高 中央公論社 ９１

消された航跡 ６ 阿部智 角川書店 ８９

泣けない魚たち ５：０７ 阿部夏丸 ブロンズ新社 ９５

風の如く水の如く ９：４２ 安部龍太郎 集英社 ９６

彷徨（さまよ）える帝 ２１：４２ 安部龍太郎 新潮社 ９４

道誉と正成 １１：４２ 安部龍太郎 集英社 ０９

世直し若さま松平小五郎
－書下ろし長編時代小説－

５：１２ 天沢彰 コスミック出版 １５

世直し若さま松平小五郎
－書下ろし長編時代小説－葵の演舞

５：１７ 天沢彰 コスミック出版 １６

世直し若さま松平小五郎－書下ろし長編
時代小説－天下の遊び人

４：４５ 天沢彰 コスミック出版 １６

警視庁幽霊係－連作ミステリー－ ８：４０ 天野頌子 祥伝社 ０８

恋する死体
－警視庁幽霊係　長編ミステリー－

８：０９ 天野頌子 祥伝社 ０９
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タイトル 巻数 著者名 出版者 出版年

少女漫画家が猫を飼う理由（わけ）
－警視庁幽霊係－

６：４９ 天野頌子 祥伝社 １２

紳士のためのエステ入門
－警視庁幽霊係－

８：１１ 天野頌子 祥伝社 １３

カメラマンと犬 ５ 新井満 集英社 ０２

ちょんまげぷりん ６：３６ 荒木源 小学館 １０

ちょんまげぷりん　２ ５：５２ 荒木源 小学館 １０

ワタシｎｏイエ
－シム・フ－スイＶｅｒｓｉｏｎ１．０－

１１：３４ 荒俣宏 角川書店 ９３

旅猫リポート ７：０８ 有川浩 文藝春秋 １２

阪急電車 ５：１１ 有川浩 幻冬舎 ０８

妃は船を沈める ７：２０ 有栖川有栖 光文社 ０８

写楽百面相 ７ 泡坂妻夫 新潮社 ９３

テノヒラ幕府株式会社 ９：２１ 安藤祐介 講談社 １５

限界捜査 １０：０６ 安東能明 祥伝社 １３

ソウル行(ゆき)最終便 ９：４６ 安東能明 祥伝社 １６

進化の時計 １１ 伊井直行 講談社 ９３

濁った激流にかかる橋 ９：４４ 伊井直行 講談社 ００

出星前夜 ２１：５３ 飯嶋和一 小学館 ０８

乙霧村の七人 ６：４０ 伊岡瞬 双葉社 １４

南青山骨董通り探偵社 ７：２５ 五十嵐貴久 光文社 １５

魅入られた瞳
－南青山骨董通り探偵社　２－

５：２５ 五十嵐貴久 光文社 １５

降りかかる追憶
－南青山骨董通り探偵社　３－

５：２４ 五十嵐貴久 光文社 １５

占い屋重四郎江戸手控え ８：０１ 池永陽 徳間書店 ０９

天下騒乱－鍵屋ノ辻－上 ９：０７ 池宮彰一郎 角川書店 ００

天下騒乱－鍵屋ノ辻－下 ８：５４ 池宮彰一郎 角川書店 ００

遁げろ家康　上 ７：５８ 池宮彰一郎 朝日新聞社 ９９

遁げろ家康　下 ７：５６ 池宮彰一郎 朝日新聞社 ９９

平家　上巻 １３：１２ 池宮彰一郎 角川書店 ０２

平家　中巻 １３：２１ 池宮彰一郎 角川書店 ０３

平家　下巻 １３：０２ 池宮彰一郎 角川書店 ０３

ゴールデンスランバー－Ａ　ｍｅｍｏｒｙ－ １６：４９ 伊坂幸太郎 新潮社 ０７

蓮の星月夜 ５ 石和鷹 福武書店 ９０

星空 ４ 石川達三 新潮社 ８１

愛情 １ 石坂洋次郎 角川書店 ５９
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５年３組リョウタ組 １３：３５ 石田衣良 角川書店 ０８

再生 ８：０１ 石田衣良 角川書店 ０９

下北サンデーズ ７：２６ 石田衣良 幻冬舎 ０６

逝年－Ｃａｌｌ　ｂｏｙ　２－ ５：１７ 石田衣良 集英社 ０８

眠れぬ真珠 ７：４６ 石田衣良 新潮社 ０６

４０（フォーティ）－翼ふたたび－ ９：５２ 石田衣良 講談社 ０６

４ｔｅｅｎ ８：２８ 石田衣良 新潮社 ０３

美丘 ６：５３ 石田衣良 角川書店 ０６

約束 ６：５９ 石田衣良 角川書店 ０４

弟 ７ 石原慎太郎 幻冬舎 ９６

人面屋敷の惨劇 ７：５４ 石持浅海 講談社 １１

機関車先生 ５：４８ 伊集院静 講談社 ９４

少年譜 ４：５６ 伊集院静 文藝春秋 ０９

終の住処 ２：４９ 磯崎憲一郎 新潮社 ０９

天地雷動 １０：０６ 伊東潤 ＫＡＤＯＫＡＷＡ １４

セブン ７：４０ 乾くるみ 角川春樹事務所 １４

蜜姫村 ７：１８ 乾ルカ 角川春樹事務所 １０

キャベツ炒めに捧ぐ ５：３０ 井上荒野 角川春樹事務所 １１

結婚 ５：２０ 井上荒野 角川書店 １２

さようなら、猫 ４：３８ 井上荒野 光文社 １２

それを愛とまちがえるから ６：０８ 井上荒野 中央公論新社 １３

だれかの木琴 ５：１５ 井上荒野 幻冬舎 １１

誰よりも美しい妻 ５：５２ 井上荒野 マガジンハウス ０５

ベッドの下のＮＡＤＡ ５：４３ 井上荒野 文藝春秋 １０

夜をぶっとばせ ３：２４ 井上荒野 朝日新聞出版 １２

キャピタルダンス ８ 井上尚登 角川書店 ０２

青葉繁れる ４ 井上ひさし 文藝春秋 ７４

イソップ株式会社 ６：０８ 井上ひさし 中央公論新社 ０５

四十一番の少年 ４ 井上ひさし 文藝春秋 ７３

新釈遠野物語 ５ 井上ひさし 筑摩書房 ７６

腹鼓記 １１ 井上ひさし 新潮社 ８６

野球盲導犬チビの告白 ９ 井上ひさし 実業之日本社 ８６

本覚坊遺文 ５ 井上靖 講談社 ８１

ダレカガナカニイル・・・ １０ 井上夢人 新潮社 ９２

ピカレスク－太宰治伝－ １１ 猪瀬直樹 小学館 ００
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マガジン青春譜 １０ 猪瀬直樹 小学館 ９８

ぱるちざん ３ 今江祥智 大和書房 ８１

一手千両－なにわ堂島米合戦－ １０：１９ 岩井三四二 文藝春秋 ０９

さようなら、オレンジ ３：５２ 岩城けい 筑摩書房 １３

Ｍａｓａｔｏ ５：４６ 岩城けい 集英社 １５

ためらいの時 ４ 岩橋邦枝 講談社 ８９

幻の声
－髪結い伊三次捕物余話　１－

７：４３ 宇江佐真理 文藝春秋 ００

紫紺のつばめ
－髪結い伊三次捕物余話　２－

６：５３ 宇江佐真理 文藝春秋 ０２

さらば深川
－髪結い伊三次捕物余話　３－

６：２７ 宇江佐真理 文藝春秋 ０５

さんだらぼっち
－髪結い伊三次捕物余話　４－

６：２７ 宇江佐真理 文藝春秋 ０５

黒く塗れ
－髪結い伊三次捕物余話　５－

７：５２ 宇江佐真理 文藝春秋 ０６

君を乗せる舟
－髪結い伊三次捕物余話　６－

８：０３ 宇江佐真理 文藝春秋 ０８

雨を見たか
－髪結い伊三次捕物余話　７－

６：５９ 宇江佐真理 文藝春秋 ０６

我、言挙げす
－髪結い伊三次捕物余話　８－

７：１４ 宇江佐真理 文藝春秋 ０８

今日を刻む時計
－髪結い伊三次捕物余話　９－

７：３１ 宇江佐真理 文藝春秋 １０

心に吹く風
－髪結い伊三次捕物余話　１０－

６：３１ 宇江佐真理 文藝春秋 １１

明日（あした）のことは知らず
－髪結い伊三次捕物余話　１１－

６：３６ 宇江佐真理 文藝春秋 １２

名もなき日々を
－髪結い伊三次捕物余話　１２－

６：２９ 宇江佐真理 文藝春秋 １３

昨日のまこと、今日のうそ
－髪結い伊三次捕物余話　１３－

６：１６ 宇江佐真理 文藝春秋 １４

月は誰のもの
－髪結い伊三次捕物余話　１４－

７：２７ 宇江佐真理 文藝春秋 ００

竈河岸
－髪結い伊三次捕物余話　１５－

６：３０ 宇江佐真理 文藝春秋 １５

擬宝珠のある橋
－髪結い伊三次捕物余話　１６－

９：４３ 宇江佐真理 文藝春秋 １６

アラミスと呼ばれた女 ８：３６ 宇江佐真理 潮出版社 ０６

憂き世店－松前藩士物語－ ７：３２ 宇江佐真理 朝日新聞社 ０４

聞き屋与平－江戸夜咄草－ ７：０８ 宇江佐真理 集英社 ０６
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玄冶店の女 ８：１５ 宇江佐真理 幻冬舎 ０３

恋いちもんめ ６：４０ 宇江佐真理 幻冬舎 ０６

桜花（さくら）を見た １２：００ 宇江佐真理 文藝春秋 ０４

酒田さ行（い）ぐさげ－日本橋人情横丁－ ６：２０ 宇江佐真理 実業之日本社 １２

寂しい写楽 ６：５６ 宇江佐真理 小学館 ０９

たば風－蝦夷拾遺－ ７：２８ 宇江佐真理 実業之日本社 ０５

十日えびす
－花嵐浮世困話　時代小説－

７：１１ 宇江佐真理 祥伝社 ０７

富子すきすき ６：４３ 宇江佐真理 講談社 ０９

泣きの銀次 ８：２２ 宇江佐真理 講談社 ００

晩鐘－続・泣きの銀次－ ７：５９ 宇江佐真理 講談社 ０７

虚ろ舟－泣きの銀次　３之章－ ７：０７ 宇江佐真理 講談社 １０

ほら吹き茂平－なくて七癖あって四十八
癖　時代小説－

６：３８ 宇江佐真理 祥伝社 １０

高砂－なくて七癖あって四十八癖－ ６：１２ 宇江佐真理 祥伝社 １３

彼岸花 ６：５７ 宇江佐真理 光文社 ０８

ひとつ灯せ－大江戸怪奇譚－ ７：４４ 宇江佐真理 徳間書店 ０６

ひょうたん ６：２８ 宇江佐真理 光文社 ０５

深川恋物語 ６：５７ 宇江佐真理 集英社 ９９

深川にゃんにゃん横丁 ６：４８ 宇江佐真理 新潮社 ０８

古手屋喜十為事（しごと）覚え ７：０１ 宇江佐真理 新潮社 １１

雪まろげ－古手屋喜十為事覚え－ ６：２１ 宇江佐真理 新潮社 １３

三日月が円くなるまで－小十郎始末記－ ６：３９ 宇江佐真理 角川書店 ０６

夕映え １２：５３ 宇江佐真理 角川春樹事務所 ０７

雷桜 １０：０５ 宇江佐真理 角川書店 ００

夜鳴きめし屋 ６：３０ 宇江佐真理 光文社 １２

深んど ５ 上田三四二 平凡社 ８１

鹿の王　上　生き残った者 １２：４８ 上橋菜穂子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ １４

鹿の王　下　還って行（い）く者 １２：０６ 上橋菜穂子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ １４

兇眼 ８：４１ 打海文三 徳間書店 ０５

そこに薔薇があった ７：１１ 打海文三 中央公論新社 ０５

灰姫－鏡の国のスパイ－ １１：２５ 打海文三 角川書店 ９３

赤い雲伝説殺人事件
－長編本格推理小説－

８：３２ 内田康夫 飛天出版 ９５

幻香 ８：３９ 内田康夫 角川書店 ０７

三州吉良殺人事件 ６ 内田康夫 実業之日本社 ９１
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透明な遺書 ９ 内田康夫 読売新聞社 ９３

箸墓幻想 １１：５５ 内田康夫 角川書店 ０４

日蓮伝説殺人事件　上 ５ 内田康夫 実業之日本社 ８９

日蓮伝説殺人事件　下 ４ 内田康夫 実業之日本社 ８９

靖国への帰還 ８：５６ 内田康夫 講談社 ０７

Ｂｕ・ｓｕ－すべてのプリティ・ウーマンへ－ ４ 内館牧子 講談社 ９６

終わった人 ９：３６ 内館牧子 講談社 １５

家族ホテル １３：４７ 内海隆一郎 講談社 ９６

二重螺旋の悪魔　上 １１ 梅原克文 朝日ソノラマ ９３

二重螺旋の悪魔　下 １１ 梅原克文 朝日ソノラマ ９３

思いわずらうことなく愉しく生きよ ９：４９ 江國香織 光文社 ０４

ぼくの小鳥ちゃん １：３３ 江國香織 あかね書房 ９８

この春､とうに死んでるあなたを探して ８：３０ 榎田ユウリ 筑摩書房 １８

悪魔人形－少年探偵－ ４：０７ 江戸川乱歩 ポプラ社 ０９

宇宙怪人－少年探偵－ ４：３５ 江戸川乱歩 ポプラ社 ０９

黄金の怪獣－少年探偵－ ４：３９ 江戸川乱歩 ポプラ社 ０９

黄金豹－少年探偵－ ４：３７ 江戸川乱歩 ポプラ社 ０９

怪人二十面相－少年探偵－ ５：５６ 江戸川乱歩 ポプラ社 ０８

怪奇四十面相－少年探偵－ ４：４１ 江戸川乱歩 ポプラ社 ０９

海底の魔術師－少年探偵－ ４：１７ 江戸川乱歩 ポプラ社 ０９

仮面の恐怖王－少年探偵－ ４：０６ 江戸川乱歩 ポプラ社 ０９

奇面城の秘密－少年探偵－ ３：４５ 江戸川乱歩 ポプラ社 ０９

サーカスの怪人－少年探偵－ ４：１０ 江戸川乱歩 ポプラ社 ０８

青銅の魔人－少年探偵－ ４：１５ 江戸川乱歩 ポプラ社 ０８

空飛ぶ二十面相－少年探偵－ ５：０１ 江戸川乱歩 ポプラ社 ０９

大金塊－少年探偵－ ５：０３ 江戸川乱歩 ポプラ社 ０８

地底の魔術王－少年探偵－ ５：０９ 江戸川乱歩 ポプラ社 ０９

鉄人Ｑ－少年探偵－ ３：５６ 江戸川乱歩 ポプラ社 ０９

鉄塔王国の恐怖－少年探偵－ ４：５９ 江戸川乱歩 ポプラ社 ０９

電人M－少年探偵－ ４：０５ 江戸川乱歩 ポプラ社 ０９

塔上の奇術師－少年探偵－ ４：２５ 江戸川乱歩 ポプラ社 ０９

透明怪人－少年探偵－ ４：５３ 江戸川乱歩 ポプラ社 ０９

二十面相の呪い－少年探偵－ ４：５７ 江戸川乱歩 ポプラ社 ０９

灰色の巨人－少年探偵－ ４：０８ 江戸川乱歩 ポプラ社 ０９

魔人ゴング－少年探偵－ ４：０４ 江戸川乱歩 ポプラ社 ０９
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魔法博士－少年探偵－ ３：４９ 江戸川乱歩 ポプラ社 ０９

夜光人間－少年探偵－ ３：５６ 江戸川乱歩 ポプラ社 ０９

妖怪博士－少年探偵－ ６：５３ 江戸川乱歩 ポプラ社 ０８

美味礼讃 １２：３０ 海老沢泰久 文藝春秋 ９２

侍 １０ 遠藤周作 新潮社 ８０

カディスの赤い星 ２１：４８ 逢坂剛 講談社 ８７

十字路に立つ女 ７ 逢坂剛 講談社 ８９

鵟（のすり）の巣 １２：２６ 逢坂剛 集英社 ０２

カナリアが囁く街 ６ 大石英司 講談社 ８７

取り替え子（チェンジリング） ７ 大江健三郎 講談社 ００

治療塔 ７ 大江健三郎 岩波書店 ９０

治療塔惑星 ６ 大江健三郎 岩波書店 ９１

事件 １１ 大岡昇平 新潮社 ７７

水の砦－福島正則最後の闘い－ ７ 大久保智弘 講談社 ９５

隠す－アンソロジー－ ８：５６ 大崎梢ほか 文藝春秋 １７

捨てる－アンソロジー－ ８：１７ 大崎梢ほか 文藝春秋 １５

迷－まよう　アンソロジー－ ７：３７ 大沢在昌ほか 新潮社 １７

秋に墓標を １６：０６ 大沢在昌 角川書店 ０３

アルバイト探偵（アイ） ５：２１ 大沢在昌 講談社 ９６

アルバイト探偵（アイ）　２
避暑地の夏、殺し屋の夏

５：２７ 大沢在昌 広済堂出版 ８７

アルバイト探偵（アイ）／拷問遊園地 ７：５７ 大沢在昌 広済堂出版 ９１

帰ってきたアルバイト探偵（アイ） １２：０６ 大沢在昌 講談社 ０６

女王陛下のアルバイト探偵（アイ） ７：３７ 大沢在昌 広済堂出版 ８８

不思議の国のアルバイト探偵（アイ） ７：４７ 大沢在昌 講談社 ９７

暗黒旅人 ７：２３ 大沢在昌 中央公論社 ９４

撃つ薔薇－ＡＤ　２０２３涼子　長編ハード
ボイルド小説－

１２：４１ 大沢在昌 光文社 ００

鏡の顔－傑作ハードボイルド小説集－ ８：２１ 大沢在昌
ランダムハウス講
談社

０９

影絵の騎士 １３：１７ 大沢在昌 集英社 ０７

カルテット　１　渋谷デッドエンド ３：３０ 大沢在昌 角川書店 １０

カルテット　２　イケニエのマチ ５：２６ 大沢在昌 角川書店 １０

カルテット　３　指揮官 ３：３７ 大沢在昌 角川書店 １１

カルテット　４　解放者（リベレイター） ４：０７ 大沢在昌 角川書店 １１

北の狩人 ９ 大沢在昌 幻冬舎 ９６

銀座探偵局－痛快ハードボイルド－ ６：２４ 大沢在昌 光文社 ９７
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黒の狩人　上 １０：０３ 大沢在昌 幻冬舎 ０８

黒の狩人　下 １０：３５ 大沢在昌 幻冬舎 ０８

Ｋの日々 １０：３２ 大沢在昌 双葉社 ０６

黄竜の耳 ９：２２ 大沢在昌 集英社 ９７

氷の森 ８ 大沢在昌 講談社 ９２

心では重すぎる ２０：５３ 大沢在昌 文藝春秋 ００

ザ・ジョーカー ６：４５ 大沢在昌 講談社 ０２

死角形の遺産 ５ 大沢在昌 集英社 ９２

ジャングルの儀式 ８：２５ 大沢在昌 角川書店 ８６

新宿鮫 ８：３８ 大沢在昌 光文社 ９０

毒猿－新宿鮫　２－ １０：１５ 大沢在昌 光文社 ９１

屍蘭－新宿鮫　３－ １０：２６ 大沢在昌 光文社 ９３

無間人形－新宿鮫　４－ １３：４８ 大沢在昌 読売新聞社 ９３

炎蛹－新宿鮫　５－ ９：３０ 大沢在昌 光文社 ９５

氷舞－新宿鮫　６－ １４：４５ 大沢在昌 光文社 ９７

灰夜－新宿鮫　７－ ９：３５ 大沢在昌 光文社 ０１

風化水脈－新宿鮫　８－ １６：２７ 大沢在昌 毎日新聞社 ００

狼花－新宿鮫　９－ １４：４６ 大沢在昌 光文社 ０６

絆回廊－新宿鮫　１０－ １０：５９ 大沢在昌 光文社 １１

鮫島の貌－新宿鮫短編集－ ４：５８ 大沢在昌 光文社 １２

砂の狩人　上 ９：４２ 大沢在昌 幻冬舎 ０２

砂の狩人　下 ９：０９ 大沢在昌 幻冬舎 ０２

追跡者の血統 ５ 大沢在昌 双葉社 ８６

罪深き海辺 １８：１３ 大沢在昌 毎日新聞社 ０９

天使の牙 １７：１０ 大沢在昌 小学館 ９５

天使の爪　上 １４：４８ 大沢在昌 小学館 ０３

天使の爪　下 １３：４４ 大沢在昌 小学館 ０３

冬芽の人 １３：１６ 大沢在昌 新潮社 １３

東京騎士団（ナイト・クラブ） １０ 大沢在昌 徳間書店 ８９

流れ星の冬 ７ 大沢在昌 双葉社 ９４

涙はふくな、凍るまで ６ 大沢在昌 朝日新聞社 ９７

ニッポン泥棒 ２０：５９ 大沢在昌 文藝春秋 ０５

眠たい奴ら １１ 大沢在昌 毎日新聞社 ９６

眠りの家 ４ 大沢在昌 勁文社 ８９

走らなあかん、夜明けまで ８ 大沢在昌 講談社 ９４
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パンドラ・アイランド １７：１６ 大沢在昌 徳間書店 ０４

Ｂ・Ｄ・Ｔ掟の街 １０：０９ 大沢在昌 双葉社 ９３

標的走路／レスリーへの伝言 １０：１８ 大沢在昌 ジュリアン ０８

標的はひとり ７ 大沢在昌 角川書店 ８７

漂泊の街角 ５ 大沢在昌 勁文社 ９２

冬の保安官 １０：２５ 大沢在昌 角川書店 ９９

ブラックチェンバー １３：２８ 大沢在昌 角川書店 １０

亡命者－ザ・ジョーカー－ ６：２４ 大沢在昌 講談社 ０５

魔女の笑窪 ９：３５ 大沢在昌 文藝春秋 ０６

魔女の盟約 １２：４０ 大沢在昌 文藝春秋 ０８

魔女の封印 １５：０２ 大沢在昌 文藝春秋 １５

魔物　上 ９：１５ 大沢在昌 角川書店 ０７

魔物　下 ８：０４ 大沢在昌 角川書店 ０７

深夜曲馬団（ミッドナイト・サーカス） ５ 大沢在昌 毎日新聞社 ９３

未来形Ｊ ５：１２ 大沢在昌 角川書店 ０１

無病息災エージェント ５ 大沢在昌 集英社 ９０

やぶへび ８：１６ 大沢在昌 講談社 １０

闇先案内人 １４：５６ 大沢在昌 文藝春秋 ０１

欧亜純白（ユーラシアホワイト）　１ １５：４１ 大沢在昌 集英社 ０９

欧亜純白（ユーラシアホワイト）　２ １４：０３ 大沢在昌 集英社 ０９

雪蛍 １０ 大沢在昌 講談社 ９６

夢の島 １２：１４ 大沢在昌 双葉社 ０１

ライアー １５：０４ 大沢在昌 新潮社 １５

烙印の森 ５ 大沢在昌 実業之日本社 ９２

六本木聖者伝説　不死王篇 ８ 大沢在昌 双葉社 ９６

Ｊの少女たち １０：０９ 太田忠司 講談社 ９３

死の天使はドミノを倒す ８：４３ 太田忠司 文藝春秋 １４

被害者の刻印 ５：５３ 太田蘭三 講談社 ９７

てのひらの父 ８：１６ 大沼紀子 ポプラ社 １１

吸血鬼エフェメラ ６ 大原まり子 早川書房 ９３

野獣死すべし（伊達邦彦全集　１） １０：３１ 大藪春彦 光文社 ９７

志賀島 ２ 岡松和夫 文藝春秋 ７６

特命捜査 １１：１０ 緒川怜 光文社 ０９

サーカスの夜に ７：０８ 小川糸 講談社 １５

海 ２：５８ 小川洋子 新潮社 ０６
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完璧な病室 ４：１３ 小川洋子 福武書店 ９１

薬指の標本 ４：４５ 小川洋子 新潮社 ９８

凍りついた香り ７：０８ 小川洋子 幻冬舎 ０１

注文の多い注文書 ３：３４
小川洋子
クラフト・エヴィング
商會

筑摩書房 １４

猫を抱いて象と泳ぐ １１：０２ 小川洋子 文藝春秋 ０９

博士の愛した数式 ５ 小川洋子 新潮社 ０３

密やかな結晶 １０：１５ 小川洋子 講談社 ９９

ミーナの行進 ８：２７ 小川洋子 中央公論新社 ０６

夜明けの縁をさ迷う人々 ５：１９ 小川洋子 角川書店 ０７

モリオ ３：４２ 荻上直子 光文社 １０

砂の王国　上 １１：２８ 荻原浩 講談社 １０

砂の王国　下 １１：１４ 荻原浩 講談社 １０

冷蔵庫を抱きしめて ７：４５ 荻原浩 新潮社 １５

葦と百合 ９ 奥泉光 集英社 ９１

鳥類学者のファンタジア １５ 奥泉光 集英社 ０１

家日和 ５：５６ 奥田英朗 集英社 ０７

イン・ザ・プール ７：０２ 奥田英朗 文藝春秋 ０２

オリンピックの身代金 ２８：０６ 奥田英朗 角川書店 ０８

空中ブランコ ７：１７ 奥田英朗 文藝春秋 ０４

町長選挙 ６：５４ 奥田英朗 文藝春秋 ０６

我が家のヒミツ ６：２９ 奥田英朗 集英社 １５

小さいおじさん ７：０２ 尾崎英子 文藝春秋 １３

津軽世去れ節 ５ 長部日出雄 角川書店 ７４

辻音楽師の唄－もう一つの太宰治伝－ ８ 長部日出雄 文藝春秋 ９７

Ｈｉｒｏｓｈｉｍａ ８ 小田実 講談社 ８１

風光る ５：０３ 落合恵子 講談社 ９７

Ｇｏｔｈ（ゴス）－リストカット事件－ １０：３１ 乙一 角川書店 ０２

父が消えた １ 尾辻克彦 文藝春秋 ８１

芥火 ５：０８ 乙川優三郎 講談社 ０４

生きる ６：４９ 乙川優三郎 文藝春秋 ０２

屋烏（おくう） ５：５７ 乙川優三郎 講談社 ０２

さざなみ情話 ７：３６ 乙川優三郎 朝日新聞社 ０６

逍遥の季節 ６：０８ 乙川優三郎 新潮社 ０９

露の玉垣 ８：４８ 乙川優三郎 新潮社 ０７
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武家用心集 ８：４０ 乙川優三郎 集英社 ０６

冬の標 ９：４２ 乙川優三郎 中央公論新社 ０２

むこうだんばら亭 ８：１６ 乙川優三郎 新潮社 ０５

闇の華たち ６：２５ 乙川優三郎 文藝春秋 ０９

きのうの世界 １５：１９ 恩田陸 講談社 ０８

Ｑ＆Ａ ６ 恩田陸 幻冬舎 ０４

チョコレートコスモス １３：１２ 恩田陸 毎日新聞社 ０６

光の帝国－常野物語　１－ ６：４２ 恩田陸 集英社 ００

蒲公英草紙－常野物語　２－ ７：３７ 恩田陸 集英社 ０５

エンド・ゲーム－常野物語　3－ ８：１３ 恩田陸 集英社 ０６

中庭の出来事 １１：０５ 恩田陸 新潮社 ０６

ねじの回転－Ｆｅｂｒｕａｒｙ　ｍｏｍｅｎｔ－ ９ 恩田陸 集英社 ０２

Ｍａｚｅ（メイズ） ６ 恩田陸 双葉社 ０３

アクアマリンの神殿 １０：４６ 海堂尊 ＫＡＤＯＫＡＷＡ １４

イノセント・ゲリラの祝祭 １０：０１ 海堂尊 宝島社 ０８

ガンコロリン ６：２５ 海堂尊 新潮社 １３

輝天炎上 １３：２５ 海堂尊 角川書店 １３

ジーン・ワルツ ７：５２ 海堂尊 新潮社 ０８

チーム・バチスタの栄光 １２：０５ 海堂尊 宝島社 ０６

ナイチンゲールの沈黙 １４：２８ 海堂尊 宝島社 ０６

ジェネラル・ルージュの凱旋 １３：０１ 海堂尊 宝島社 ０７

アリアドネの弾丸 １４：３４ 海堂尊 宝島社 １０

玉村警部補の災難 ８：３８ 海堂尊 宝島社 １２

ケルベロスの肖像 １２：２０ 海堂尊 宝島社 １２

極北クレイマー １３：４９ 海堂尊 朝日新聞出版 ０９

極北ラプソディ １１：４２ 海堂尊 朝日新聞出版 １１

マドンナ・ヴェルデ ７：４０ 海堂尊 新潮社 １０

螺鈿迷宮 １３：２７ 海堂尊 角川書店 ０６

午前３時のルースター ６ 垣根涼介 文藝春秋 ００

薄闇シルエット ７：３４ 角田光代 角川書店 ０６

私はあなたの記憶のなかに ７：３６ 角田光代 小学館 １８

遠い海から来たＣｏｏ ６ 景山民夫 角川書店 ８８

ドグマ・マ＝グロ－幻魔怪奇探偵ＳＦ－ ８ 梶尾真治 朝日ソノラマ ９３

泣き婆伝説 ７：１５ 梶尾真治 早川書房 ９３

神楽坂迷い道殺人事件－耳袋秘帖－ ５：１８ 風野真知雄 大和書房 ０９
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タイトル 巻数 著者名 出版者 出版年

佃島渡し船殺人事件－耳袋秘帖－ ５：０１ 風野真知雄 文藝春秋 １１

ブレイキングポイント
－日銀金庫攻略完全マニュアル－

１０：１２ 桂木希 角川書店 １３

求天記－宮本武蔵正伝－ １３：１６ 加藤廣 新潮社 １０

モップガール １０：１２ 加藤実秋 小学館 ０７

スイーパーズ
－事件現場掃除人　モップガール　２－

１０：４９ 加藤実秋 小学館 １２

モップガール　３ ８：４８ 加藤実秋 小学館 １７

夢の壁 ５ 加藤幸子 新潮社 ８３

山手線平成綺譚 ５ 香取俊介 東京創元社 ９６

金井美恵子全短編　１ ２２：３３ 金井美恵子 日本文芸社 ９２

金井美恵子全短編　２ ２１：５９ 金井美恵子 日本文芸社 ９２

金井美恵子全短編　３ ２０：１８ 金井美恵子 日本文芸社 ９２

回廊の鬼 １０：５９ 叶紙器 光文社 １４

透明約束 ８：１４ 川上健一 光文社 ０９

センセイの鞄 ７：０８ 川上弘美 文藝春秋 ０４

夜の公園 ５：２４ 川上弘美 中央公論新社 ０６

オールド・ゲーム ５：３３ 川崎草志 KADOKAWA １７

銃と魔法 ５ 川崎康宏 富士見書房 ９４

鳥界戯話 ２ 川田潤 日本図書刊行会 ０２

牛巻坂 ６ 川田拓矢 近代文芸社 ９３

誘惑 ４ 川田拓矢 近代文芸社 ９３

幻視界　第一界 ４ 川又千秋 徳間書店 ９１

幻視界　第二界 ４ 川又千秋 徳間書店 ９１

幻視界　第三界 ４ 川又千秋 徳間書店 ９１

幻視界　第四界 ４ 川又千秋 徳間書店 ９１

夢都物語－ＳＦアドベンチャ－ロマン－ ４ 川又千秋 実業之日本社 ９４

ぼくの守る星 ５：１４ 神田茜 集英社 １４

言壺 ６ 神林長平 中央公論社 ９４

猶予の月 １９ 神林長平 早川書房 ９２

死して咲く花、実のある夢 ６ 神林長平 徳間書店 ９２

我語りて世界あり ６ 神林長平 徳間書店 ９０

恩讐の彼方に １ 菊池寛 講談社 ８０

忠直卿行状記 １ 菊池寛 筑摩書房 ５５

蘭学事始 １ 菊地寛 旺文社 ６６

夜叉姫伝　１ ６ 菊地秀行 祥伝社 ９０
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夜叉姫伝　２ ５ 菊地秀行 祥伝社 ９０

夜叉姫伝　３ ５ 菊地秀行 祥伝社 ９０

夜叉姫伝　４ ６ 菊地秀行 祥伝社 ９０

夜叉姫伝　５ ６ 菊地秀行 祥伝社 ９０

夜又姫伝　６ ６ 菊地秀行 祥伝社 ９１

夜又姫伝　７ ６ 菊地秀行 祥伝社 ９１

夜又姫伝　８ ７ 菊地秀行 祥伝社 ９２

クリムゾンの迷宮 ９：２８ 貴志祐介 角川書店 ９９

新世界より　上 １６：０３ 貴志祐介 講談社 ０８

新世界より　下 １８：３９ 貴志祐介 講談社 ０８

鹿の幻影 ６ 紀田順一郎 東京創元社 ８９

あれは幻の旗だったのか ７：５３ 北方謙三 集英社 ８７

群青（神尾シリーズ　１） １１：４１ 北方謙三 集英社 ９４

灼光（神尾シリーズ　２） ９：５０ 北方謙三 集英社 ９４

炎天（神尾シリーズ　３） ９：０２ 北方謙三 集英社 ９５

流塵（神尾シリーズ　４） ８：１０ 北方謙三 集英社 ９６

風裂（神尾シリーズ　５） ８：２８ 北方謙三 集英社 ０２

海嶺（神尾シリーズ　６） １０：０５ 北方謙三 集英社 ０３

擬態 １１：５６ 北方謙三 文藝春秋 ０４

牙 ７：２７ 北方謙三 小学館 ８６

逆光の女 ６：２０ 北方謙三 講談社 ０１

鎖 ７：３３ 北方謙三 文藝春秋 ０５

黒龍の柩　上巻 １０：５４ 北方謙三 毎日新聞社 ０２

黒龍の柩　下巻 １０：２０ 北方謙三 毎日新聞社 ０２

遠く空は晴れても－約束の街　１－ ８：２２ 北方謙三 角川書店 ９５

たとえ朝が来ても－約束の街　２－ ７：５９ 北方謙三 角川書店 ９６

冬に光は満ちれど－約束の街　３－ ７：４３ 北方謙三 角川書店 ９７

死がやさしく笑っても－約束の街　４－ ６：３５ 北方謙三 角川書店 ９９

いつか海に消え行く－約束の街　５－ ７：１５ 北方謙三 角川書店 ０１

されど君は微笑む－約束の街　６－ ７：５２ 北方謙三 角川書店 ０４

ただ風が冷たい日－約束の街　７－ ８：４９ 北方謙三 角川書店 ０４

されど時は過ぎ行く－約束の街　８－ ８：３０ 北方謙三 角川書店 ０９

標的 ６：３６ 北方謙三 光文社 ８７

望郷の道　上 ９：１７ 北方謙三 幻冬舎 ０９

望郷の道　下 ８：０３ 北方謙三 幻冬舎 ０９
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タイトル 巻数 著者名 出版者 出版年

種の終焉（おわり）
－長編国際謀略サスペンス－

１３ 北上秋彦 祥伝社 ９７

お喋り鳥の呪縛 １０：５０ 北川歩実 徳間書店 ０２

消えた人達 ７：２８ 北原亞以子 毎日新聞社 ９９

傷－慶次郎縁側日記　１－ ８：１３ 北原亜以子 新潮社 ９８

再会－慶次郎縁側日記　２－ ７：５６ 北原亞以子 新潮社 ９９

おひで－慶次郎縁側日記　３－ ９：２０ 北原亞以子 新潮社 ００

峠－慶次郎縁側日記　４－ ８：２１ 北原亞以子 新潮社 ００

蜩－慶次郎縁側日記　５－ ８：５９ 北原亞以子 新潮社 ０２

隅田川－慶次郎縁側日記　６－ ５：５４ 北原亞以子 新潮社 ０２

やさしい男－慶次郎縁側日記　７－ ６：１６ 北原亞以子 新潮社 ０３

赤まんま－慶次郎縁側日記　８－ ６：３１ 北原亞以子 新潮社 ０４

夢のなか－慶次郎縁側日記　９－ ８：２３ 北原亞以子 新潮社 ０５

ほたる－慶次郎縁側日記　１０－ ７：２２ 北原亞以子 新潮社 ０６

月明かり－慶次郎縁側日記　１１－ ５：４８ 北原亞以子 新潮社 ０７

白雨－慶次郎縁側日記　１２－ ６：０７ 北原亞以子 新潮社 ０８

あした－慶次郎縁側日記　１３－ ７：２９ 北原亞以子 新潮社 １２

祭りの日－慶次郎縁側日記　１４－ ７：１７ 北原亞以子 新潮社 １３

雨の底－慶次郎縁側日記　１５－ ６：３２ 北原亞以子 新潮社 １３

乗合船－慶次郎縁側日記　１６－ ５：３４ 北原亞以子 新潮社 １４

深川澪通り灯ともし頃 ８ 北原亜以子 講談社 ９７

誘惑 １４：３４ 北原亞以子 新潮社 ０９

いとま申して－『童話』の人びと－ ９：４０ 北村薫 文藝春秋 １１

スキップ １１：０９ 北村薫 新潮社 ９９

ターン ９：０３ 北村薫 新潮社 ００

ひとがた流し ７：５６ 北村薫 朝日新聞社 ０６

冬のオペラ ６：０９ 北村薫 中央公論社 ９３

リセット １０：０３ 北村薫 新潮社 ０１

六の宮の姫君 ６：５０ 北村薫 東京創元社 ９２

たいわん物語 ７ 邱永漢 中央公論社 ８１

姑獲鳥（うぶめ）の夏 １５：４４ 京極夏彦 講談社 ９４

オジいサン ７：４２ 京極夏彦 中央公論新社 １１

巷説百物語 １３：１２ 京極夏彦 角川書店 ９９

後巷説（のちのこうせつ）百物語 ２１：２４ 京極夏彦 角川書店 ０３

今昔続百鬼－雲－冒険小説－ １６：４９ 京極夏彦 講談社 ０１

絡新婦の理（じょろうぐものことわり） ３０：１５ 京極夏彦 講談社 ９６
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百器徒然袋－雨－探偵小説－ １７：３０ 京極夏彦 講談社 ９９

百器徒然袋－風－探偵小説－ １９：０４ 京極夏彦 講談社 ０４

グロテスク ２６：２８ 桐野夏生 文藝春秋 ０３

残虐記 ５ 桐野夏生 新潮社 ０４

だから荒野 １０：１７ 桐野夏生 毎日新聞社 １３

ハピネス ９：３６ 桐野夏生 光文社 １３

リアルワールド ５ 桐野夏生 集英社 ０３

くたばれ！ビジネスボ－グ ９：１９ 草上仁 青樹社 ９３

星売り ５ 草上仁 早川書房 ９０

十二階の柩 ６ 楠木誠一郎 講談社 ９６

有栖川の朝 ５：０６ 久世光彦 文藝春秋 ０５

雛の家 ９ 久世光彦 中央公論新社 ０４

真珠たち ６ 久美沙織 早川書房 ９４

瀬戸内を泳ぐ魚（さかな）のように　上 ５ 雲井瑠璃 草思社 ００

瀬戸内を泳ぐ魚（さかな）のように　下 ５ 雲井瑠璃 草思社 ００

裏町奉行闇仕置黒州裁き ５：２２ 倉阪鬼一郎 ベストセラーズ １２

裏町奉行闇仕置大名斬り ５：１３ 倉阪鬼一郎 ベストセラーズ １２

さらしなにっき ７ 栗本薫 早川書房 ９４

黒パン俘虜記 ９：４０ 胡桃沢耕史 文藝春秋 ８３

羽根と翼 ６ 黒井千次 講談社 ００

斑鳩宮始末記 ６ 黒岩重吾 文藝春秋 ００

鬼道の女王卑弥呼　上 ８ 黒岩重吾 文藝春秋 ９６

鬼道の女王卑弥呼　下 ８ 黒岩重吾 文藝春秋 ９６

剣は湖都に燃ゆ ５ 黒岩重吾 文藝春秋 ９０

天風の彩王－藤原不比等－上 ９ 黒岩重吾 講談社 ９７

天風の彩王－藤原不比等－下 ９ 黒岩重吾 講談社 ９７

悪果 １５：４５ 黒川博行 角川書店 ０７

キャッツアイころがった ７：０２ 黒川博行 文藝春秋 ８６

螻蛄 １５：３３ 黒川博行 新潮社 ０９

ドアの向こうに ５ 黒川博行 講談社 ８９

渡世人伊三郎－上州無情旅－ ７：２２ 黒崎裕一郎 角川春樹事務所 ０３

血風天城越え－渡世人伊三郎－ ８：０５ 黒崎裕一郎 角川春樹事務所 ０４

闇の華－鳥見役影御用－ ６：５５ 黒崎裕一郎 徳間書店 ０５

讐鬼の剣－鳥見役影御用－ ６：３６ 黒崎裕一郎 徳間書店 ０６

必殺闇同心－人身御供－ ６：２３ 黒崎裕一郎 祥伝社 ０２
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必殺闇同心－夜盗斬り－ ６：０２ 黒崎裕一郎 祥伝社 ０３

必殺闇同心－隠密狩り－ ７：０７ 黒崎裕一郎 祥伝社 ０４

四匹の殺し屋
－必殺闇同心　長編時代小説　５－

６：３９ 黒崎裕一郎 祥伝社 ０５

死神幻十郎－冥府の刺客－ ７：２９ 黒崎裕一郎 徳間書店 ０１

魔炎－冥府の刺客－ ７：４４ 黒崎裕一郎 徳間書店 ０１

邪淫－冥府の刺客－ ５：４８ 黒崎裕一郎 徳間書店 ０１

密殺－冥府の刺客－ ７：０７ 黒崎裕一郎 徳間書店 ０１

怨讐－冥府の刺客－ ６：２９ 黒崎裕一郎 徳間書店 ０３

逆賊－冥府の刺客－ ６：０１ 黒崎裕一郎 徳間書店 ０５

おしゃべりな犬 ７ 玄月 文藝春秋 ０３

経済特区自由村 １０：５２ 黒野伸一 徳間書店 １３

となりの革命農家 １０：０７ 黒野伸一 廣済堂出版 １５

掌の中の卵 １６：０５ 源氏鶏太 新潮社 ７３

丸ビル乙女 ４ 源氏鶏太 集英社 ６９

竹林精舎 ９：２９ 玄侑宗久 朝日新聞出版 １８

水の舳先 ３：２０ 玄侑宗久 新潮社 ０１

あなたに捧げる犯罪　新装版 ７：２４ 小池真理子 双葉社 １４

恋 ９ 小池真理子 早川書房 ９６

双面の天使 ７：１７ 小池真理子 集英社 ８９

望みは何と訊かれたら １５：４６ 小池真理子 新潮社 ０７

墓地を見おろす家 ８：１６ 小池真理子 角川書店 ９３

水無月の墓 ６：０８ 小池真理子 新潮社 ９９

夜ごとの闇の奥底で １０ 小池真理子 新潮社 ９３

れくいえむ ４ 郷静子 文藝春秋 ７３

台所のおと ５ 幸田文 講談社 ９２

家族 ７：３８ 小杉健治 双葉社 ０９

動機 ７：４６ 小杉健治 光文社 ９０

残り火 ６：５３ 小杉健治 双葉社 １２

保身 ７：２４ 小杉健治 双葉社 １１

おしゃれ探偵 ５ 木谷恭介 桃園書房 ９０

「お宝鑑定」殺人事件
－長編旅情ミステリー－

７：２０ 木谷恭介 双葉社 ９７

マル秘事件はお手のもの
－やっちゃん弁護士　３－

６：５９ 木谷恭介 徳間書店 ８９

あなたにつながる記憶のすべて ７：５５ 小手鞠るい 実業之日本社 １３
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ラブ・オールウェイズ ７：０３ 小手鞠るい 祥伝社 １４

瓶の中の旅愁 １１：１３ 小林恭二 福武書店 ９２

オヨヨ城の秘密 ３ 小林信彦 晶文社 ７４

大統領の晩餐 ５ 小林信彦 角川書店 ７４

超人探偵 ５ 小林信彦 新潮社 ８１

ナースマン－新米看護士物語－ ５：５３ 小林光恵 メディアワークス ９９

パラオ・レノン ５ 小檜山博 集英社 ９４

復活の日 ８ 小松左京 角川書店 ８０

ガダルカナル １２ 五味川純平 文藝春秋 ８０

過越しの祭 ３ 米谷ふみ子 新潮社 ８６

望むのは ６：３５ 古谷田奈月 新潮社 １７

花よりもなほ ６：３２ 是枝裕和 角川書店 ０６

黄金の剣士－島原異聞－ ４：４０ 近藤五郎 白泉社 １６

巴之丞鹿の子－猿若町捕物帳－ ４：２０ 近藤史恵 光文社 ０８

ほおずき地獄－猿若町捕物帳－ ４：３２ 近藤史恵 光文社 ０９

にわか大根－猿若町捕物帳－ ６：４３ 近藤史恵 光文社 ０８

寒椿ゆれる－猿若町捕物帳－ ６：１９ 近藤史恵 光文社 １１

土蛍－猿若町捕物帳－ ５：４９ 近藤史恵 光文社 １６

女たちの審判 ６：４６ 紺野仲右ヱ門
日本経済新聞出
版社

１５

アクティブメジャーズ ７：１９ 今野敏 文藝春秋 １３

隠蔽捜査 ７：５４ 今野敏 新潮社 ０５

果断－隠蔽捜査　２－ ９：３８ 今野敏 新潮社 ０７

疑心－隠蔽捜査　３－ ８：３７ 今野敏 新潮社 ０９

初陣－隠蔽捜査　３．５－ ７：３５ 今野敏 新潮社 １０

転迷－隠蔽捜査　４－ ７：１４ 今野敏 新潮社 １１

宰領－隠蔽捜査　５－ ７：３７ 今野敏 新潮社 １３

自覚－隠蔽捜査　５．５－ ５：０７ 今野敏 新潮社 １４

去就－隠蔽捜査　６－ ７：１７ 今野敏 新潮社 １６

棲月－隠蔽捜査　７－ ８：０１ 今野敏 新潮社 １８

精鋭 ７：５２ 今野敏 朝日新聞出版 １５

蓬莱 ８ 今野敏 講談社 ９４

金春屋ゴメス ８：０９ 西條奈加 新潮社 ０５

芥子の花－金春屋ゴメス－ ７：５９ 西條奈加 新潮社 ０６

下北薬研温泉殺人事件 ４ 斎藤栄 広済堂出版 ９８
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特急サンライズ瀬戸・出雲殺人旅行
－江戸川探偵長シリーズ－

４ 斎藤栄 勁文社 ９８

海へ、そして土曜日 ７：０４ 斎藤純 講談社 ９３

黄金の女たち ６：０３ 斎藤純 有楽出版社 ９６

辛口のカクテルを ６：２６ 斎藤純 出版芸術社 ９５

黒のコサージュ ５：５５ 斎藤純 角川書店 ９３

ダガー－虚幻の刃－ ５ 斎藤純 実業之日本社 ９７

ダークネス、ダークネス ５ 斎藤純 講談社 ８９

テニス、そして殺人者のタンゴ ５ 斎藤純 講談社 ８８

百万ドルの幻聴（メロディ） ８ 斎藤純 新潮社 ９３

ル・ジタン ５ 斎藤純 双葉社 ９４

レボリューション ６ 斎藤純 角川春樹事務所 ９９

動かぬが勝（かち） ６：０５ 佐江衆一 新潮社 ０８

長きこの夜 ５ 佐江衆一 新潮社 ０７

江戸職人綺譚 ７：５８ 佐江衆一 新潮社 ９５

黄落 ９：５８ 佐江衆一 新潮社 ９６

女剣 ６：５１ 佐江衆一 ＰＨＰ研究所 ９７

陽炎ノ辻－居眠り磐音江戸双紙　１－ ６：１３ 佐伯泰英 双葉社 ０２

寒雷ノ坂－居眠り磐音江戸双紙　２－ ７：４０ 佐伯泰英 双葉社 ０２

花芒ノ海－居眠り磐音江戸双紙　３－ ７：１１ 佐伯泰英 双葉社 ０２

雪華ノ里－居眠り磐音江戸双紙　４－ ６：１０ 佐伯泰英 双葉社 ０３

龍天ノ門－居眠り磐音江戸双紙　５－ ７：４０ 佐伯泰英 双葉社 ０３

雨降ノ山－居眠り磐音江戸双紙　６－ ６：４３ 佐伯泰英 双葉社 ０３

狐火ノ杜－居眠り磐音江戸双紙　７－ ７：０８ 佐伯泰英 双葉社 ０３

朔風ノ岸－居眠り磐音江戸双紙　８－ ６：５６ 佐伯泰英 双葉社 ０４

遠霞ノ峠－居眠り磐音江戸双紙　９－ ６：５７ 佐伯泰英 双葉社 ０４

朝虹ノ島－居眠り磐音江戸双紙　１０－ ７：０１ 佐伯泰英 双葉社 ０４

無月ノ橋－居眠り磐音江戸双紙　１１－ ７：１７ 佐伯泰英 双葉社 ０４

探梅ノ家－居眠り磐音江戸双紙　１２－ ７：１９ 佐伯泰英 双葉社 ０５

残花ノ庭－居眠り磐音江戸双紙　１３－ ７：４１ 佐伯泰英 双葉社 ０５

夏燕ノ道－居眠り磐音江戸双紙　１４－ ６：４２ 佐伯泰英 双葉社 ０５

驟雨ノ町－居眠り磐音江戸双紙　１５－ ７：０６ 佐伯泰英 双葉社 ０５

螢火ノ宿－居眠り磐音江戸双紙　１６－ ７：３９ 佐伯泰英 双葉社 ０６

紅椿ノ谷－居眠り磐音江戸双紙　１７－ ７：００ 佐伯泰英 双葉社 ０６

捨雛ノ川－居眠り磐音江戸双紙　１８－ ６：１８ 佐伯泰英 双葉社 ０６

梅雨ノ蝶－居眠り磐音江戸双紙　１９－ ７：２４ 佐伯泰英 双葉社 ０６
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野分ノ灘－居眠り磐音江戸双紙　２０－ ６：２０ 佐伯泰英 双葉社 ０７

鯖雲ノ城－居眠り磐音江戸双紙　２１－ ６：５９ 佐伯泰英 双葉社 ０７

荒海ノ津－居眠り磐音江戸双紙　２２－ ７：３９ 佐伯泰英 双葉社 ０７

万両ノ雪－居眠り磐音江戸双紙　２３－ ７：３２ 佐伯泰英 双葉社 ０７

朧夜ノ桜－居眠り磐音江戸双紙　２４－ ７：１８ 佐伯泰英 双葉社 ０８

白桐ノ夢－居眠り磐音江戸双紙　２５－ ５：５４ 佐伯泰英 双葉社 ０８

紅花ノ邨－居眠り磐音江戸双紙　２６－ ６：４８ 佐伯泰英 双葉社 ０８

石榴ノ蠅－居眠り磐音江戸双紙　２７－ ６：１３ 佐伯泰英 双葉社 ０８

照葉ノ露－居眠り磐音江戸双紙　２８－ ６：２２ 佐伯泰英 双葉社 ０９

冬桜ノ雀－居眠り磐音江戸双紙　２９－ ６：３４ 佐伯泰英 双葉社 ０９

侘助ノ白－居眠り磐音江戸双紙　３０－ ６：０９ 佐伯泰英 双葉社 ０９

更衣ノ鷹　上
－居眠り磐音江戸双紙　３１－

６：１５ 佐伯泰英 双葉社 １０

更衣ノ鷹　下
－居眠り磐音江戸双紙　３２－

６：２１ 佐伯泰英 双葉社 １０

孤愁ノ春－居眠り磐音江戸双紙　３３－ ７：０３ 佐伯泰英 双葉社 １０

尾張ノ夏－居眠り磐音江戸双紙　３４－ ６：４３ 佐伯泰英 双葉社 １０

姥捨ノ郷－居眠り磐音江戸双紙　３５－ ６：３２ 佐伯泰英 双葉社 １１

紀伊ノ変－居眠り磐音江戸双紙　３６－ ７：２７ 佐伯泰英 双葉社 １１

一矢ノ秋（とき）
－居眠り磐音江戸双紙　３７－

８：０９ 佐伯泰英 双葉社 １１

橋の上
－居眠り磐音江戸双紙　帰着準備号－

８：１８
佐伯泰英著・監修
「居眠り磐音江戸
双紙」編集部編

双葉社 １１

東雲ノ空－居眠り磐音江戸双紙　３８－ ６：２０ 佐伯泰英 双葉社 １２

秋思ノ人－居眠り磐音江戸双紙　３９－ ６：５５ 佐伯泰英 双葉社 １２

春霞ノ乱－居眠り磐音江戸双紙　４０－ ６：４９ 佐伯泰英 双葉社 １２

散華ノ刻（とき）
－居眠り磐音江戸双紙　４１－

７：０７ 佐伯泰英 双葉社 １２

木槿ノ賦－居眠り磐音江戸双紙　４２－ ７：１１ 佐伯泰英 双葉社 １３

徒然ノ冬－居眠り磐音江戸双紙　４３－ ６：４６ 佐伯泰英 双葉社 １３

湯島ノ罠－居眠り磐音江戸双紙　４４－ ７：０４ 佐伯泰英 双葉社 １３

空蝉ノ念－居眠り磐音江戸双紙　４５－ ６：５４ 佐伯泰英 双葉社 １４

弓張ノ月－居眠り磐音江戸双紙　４６－ ８：０６ 佐伯泰英 双葉社 １４

失意ノ方－居眠り磐音江戸双紙　４７－ ６：５０ 佐伯泰英 双葉社 １４

白鶴ノ紅－居眠り磐音江戸双紙　４８－ ７：０２ 佐伯泰英 双葉社 １５

意次ノ妄－居眠り磐音江戸双紙　４９－ ６：０１ 佐伯泰英 双葉社 １５

竹屋ノ渡－居眠り磐音江戸双紙　５０－ ６：３４ 佐伯泰英 双葉社 １６
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旅立ノ朝－居眠り磐音江戸双紙　５１－ ６：４９ 佐伯泰英 双葉社 １６

声なき蟬　上－空也十番勝負　青春篇－ ６：４９ 佐伯泰英 双葉社 １７

声なき蟬　下－空也十番勝負　青春篇－ ７：１５ 佐伯泰英 双葉社 １７

恨み残さじ－空也十番勝負　青春篇－ ６：１０ 佐伯泰英 双葉社 １７

テロルの季節 １０：３８ 佐伯泰英 ベストセラーズ ０５

死闘！－古着屋総兵衛影始末　１－ ９：４１ 佐伯泰英 徳間書店 ００

異心！－古着屋総兵衛影始末　２－ １０：１８ 佐伯泰英 徳間書店 ００

抹殺！－古着屋総兵衛影始末　３－ ９：１２ 佐伯泰英 徳間書店 ０１

停止（ちょうじ）！
－古着屋総兵衛影始末　４－

１１：２７ 佐伯泰英 徳間書店 ０１

熱風！－古着屋総兵衛影始末　５－ ９：２２ 佐伯泰英 徳間書店 ０１

朱印！－古着屋総兵衛影始末　６－ ９：４１ 佐伯泰英 徳間書店 ０２

雄飛！－古着屋総兵衛影始末　７－ ７：５７ 佐伯泰英 徳間書店 ０２

知略！－古着屋総兵衛影始末　８－ ８：０６ 佐伯泰英 徳間書店 ０３

難破！－古着屋総兵衛影始末　９－ ７：５３ 佐伯泰英 徳間書店 ０３

交趾（こうち）！
－古着屋総兵衛影始末　１０－

７：１３ 佐伯泰英 徳間書店 ０４

帰還！－古着屋総兵衛影始末　１１－ ７：４１ 佐伯泰英 徳間書店 ０４

血に非ず－新・古着屋総兵衛　第１巻－ ６：４１ 佐伯泰英 新潮社 １１

百年の呪い
－新・古着屋総兵衛　第２巻－

６：３９ 佐伯泰英 新潮社 １１

日光代参－新・古着屋総兵衛　第３巻－ ７：２８ 佐伯泰英 新潮社 １２

南へ舵を－新・古着屋総兵衛　第４巻－ ７：５６ 佐伯泰英 新潮社 １２

〇に十（じゅ）の字
－新・古着屋総兵衛　第５巻－

７：３４ 佐伯泰英 新潮社 １２

転び者－新・古着屋総兵衛　第６巻－ ８：４０ 佐伯泰英 新潮社 １３

二都騒乱－新・古着屋総兵衛　第７巻－ ８：００ 佐伯泰英 新潮社 １３

安南から刺客
－新・古着屋総兵衛　第８巻－

７：４９ 佐伯泰英 新潮社 １４

たそがれ歌麿
－新・古着屋総兵衛　第９巻－

８：５０ 佐伯泰英 新潮社 １４

異国の影
－新・古着屋総兵衛　第１０巻－

８：０６ 佐伯泰英 新潮社 １５

死の舞い
－新・古着屋総兵衛　第１２巻－

７：５３ 佐伯泰英 新潮社 １６

虎の尾を踏む
－新・古着屋総兵衛　第１３巻－

７：４４ 佐伯泰英 新潮社 １６

にらみ－新・古着屋総兵衛　第１４巻－ ７：５１ 佐伯泰英 新潮社 １７
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野望の王国 ８：２５ 佐伯泰英 祥伝社 １１

ユダの季節 １１：０８ 佐伯泰英 ベストセラーズ ０５

御鑓拝借－酔いどれ小籐次留書　１－ ６：４２ 佐伯泰英 幻冬舎 ０４

意地に候－酔いどれ小籐次留書　２－ ７：３１ 佐伯泰英 幻冬舎 ０４

寄残花恋－酔いどれ小籐次留書　３－ ７：１０ 佐伯泰英 幻冬舎 ０５

一首千両－酔いどれ小籐次留書　４－ ６：４７ 佐伯泰英 幻冬舎 ０５

孫六兼元－酔いどれ小籐次留書　５－ ７：０３ 佐伯泰英 幻冬舎 ０６

騒乱前夜－酔いどれ小籐次留書　６－ ７：５１ 佐伯泰英 幻冬舎 ０６

子育て侍－酔いどれ小籐次留書　７－ ６：４５ 佐伯泰英 幻冬舎 ０７

竜笛嫋々－酔いどれ小籐次留書　８－ ６：４６ 佐伯泰英 幻冬舎 ０７

春雷道中－酔いどれ小籐次留書　９－ ６：０６ 佐伯泰英 幻冬舎 ０８

薫風鯉幟－酔いどれ小籐次留書　１０－ ６：０５ 佐伯泰英 幻冬舎 ０８

偽小籐次－酔いどれ小籐次留書　１１－ ６：４４ 佐伯泰英 幻冬舎 ０９

杜若艶姿－酔いどれ小籐次留書　１２－ ５：４９ 佐伯泰英 幻冬舎 ０９

野分一過－酔いどれ小籐次留書　１３－ ６：０９ 佐伯泰英 幻冬舎 １０

冬日淡々－酔いどれ小籐次留書　１４－ ６：１０ 佐伯泰英 幻冬舎 １０

品川の騒ぎ
－酔いどれ小籐次留書　青雲篇－

７：０９ 佐伯泰英 幻冬舎 １０

小籐次青春抄－品川の騒ぎ・野鍛冶－ ６：０３ 佐伯泰英 文藝春秋 １６

新春歌会－酔いどれ小籐次留書　１５－ ６：１８ 佐伯泰英 幻冬舎 １１

旧主再会－酔いどれ小籐次留書　１６－ ６：２２ 佐伯泰英 幻冬舎 １１

祝言日和－酔いどれ小籐次留書　１７－ ６：０２ 佐伯泰英 幻冬舎 １２

政宗遺訓－酔いどれ小籐次留書　１８－ ６：４５ 佐伯泰英 幻冬舎 １２

状箱騒動－酔いどれ小籐次留書　１９－ ７：２７ 佐伯泰英 幻冬舎 １３

神隠し－新・酔いどれ小籐次　１－ ６：３１ 佐伯泰英 文藝春秋 １４

願かけ－新・酔いどれ小籐次　２－ ７：２３ 佐伯泰英 文藝春秋 １４

桜（はな）吹雪
－新・酔いどれ小籐次　３－

６：１５ 佐伯泰英 文藝春秋 １５

姉と弟－新・酔いどれ小籐次　４－ ５：５５ 佐伯泰英 文藝春秋 １６

柳に風－新・酔いどれ小籐次　５－ ６：１８ 佐伯泰英 文藝春秋 １６

らくだ－新・酔いどれ小籐次　６－ ６：２９ 佐伯泰英 文藝春秋 １６

大晦り－新・酔いどれ小籐次　７－ ７：１６ 佐伯泰英 文藝春秋 １７

夢三夜－新・酔いどれ小籐次　８－ ６：０９ 佐伯泰英 文藝春秋 １７

船参宮－新・酔いどれ小籐次　９－ ６：５３ 佐伯泰英 文藝春秋 １８

再建－吉原裏同心　１２－ ６：１４ 佐伯泰英 光文社 １０

下町抒情 １ 早乙女勝元 童心社 ７４
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タイトル 巻数 著者名 出版者 出版年

夜の蜘蛛は殺せ ６ 早乙女貢 文藝春秋 ８４

豊臣秀長－ある補佐役の生涯－上巻 ６ 堺屋太一 ＰＨＰ研究所 ８５

豊臣秀長－ある補佐役の生涯－下巻 ８ 堺屋太一 ＰＨＰ研究所 ８５

三本の矢　上 ７ 榊東行 早川書房 ９８

三本の矢　下 ８ 榊東行 早川書房 ９８

しみ ４：４２ 坂口恭平 毎日新聞出版 １７

土の器 ５ 阪田寛夫 文藝春秋 ７５

聖母の部隊 ４ 酒見賢一 徳間書店 ９１

墨攻 ３ 酒見賢一 新潮社 ９１

エトロフ発緊急電 １１ 佐々木譲 新潮社 ８９

ストックホルムの密使 ２５：１４ 佐々木譲 新潮社 ９４

代官山コールドケース １１：４９ 佐々木譲 文藝春秋 １３

ベルリン飛行指令 １２ 佐々木譲 新潮社 ８８

霧の鬼畜 ５ 笹沢左保 祥伝社 ８８

時に佇つ ５：２８ 佐多稲子 河出書房新社 ７６

茨の木 ８：３７ さだまさし 幻冬舎 ０８

精霊流し ６ さだまさし 幻冬舎 ０１

一天にわかにかき曇り ４ 佐藤愛子 角川書店 ８１

血脈　上 １８：００ 佐藤愛子 文藝春秋 ０１

血脈　中 ２０：２９ 佐藤愛子 文藝春秋 ０１

血脈　下 １８：５１ 佐藤愛子 文藝春秋 ０１

戦いすんで日が暮れて ６ 佐藤愛子 講談社 ７９

鎮魂歌 ４ 佐藤愛子 文藝春秋 ８２

花はくれない－小説　佐藤紅緑－ ７ 佐藤愛子 講談社 ７６

花は六十 ５ 佐藤愛子 集英社 ８６

晩鐘 １３：０１ 佐藤愛子 文藝春秋 14

窓は茜色 ４ 佐藤愛子 中央公論社 ８８

戦争の法 ９ 佐藤亜紀 新潮社 ９２

バルタザ－ルの遍歴 ７ 佐藤亜紀 新潮社 ９１

剣闘士スパルタクス １１：２５ 佐藤賢一 中央公論新社 ０４

市立ノアの方舟 １０：００ 佐藤青南 祥伝社 １６

一瞬の風になれ　第１部　イチニツイテ ５：３９ 佐藤多佳子 講談社 ０６

一瞬の風になれ　第２部　ヨウイ ７：０４ 佐藤多佳子 講談社 ０６

一瞬の風になれ　第３部　ドン ９：５６ 佐藤多佳子 講談社 ０６

覚悟の人－小栗上野介忠順伝－ １４：５６ 佐藤雅美 岩波書店 ０７
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侍の本分 ６：３５ 佐藤雅美 KADOKAWA １６

縮尻鏡三郎　上 ７：４９ 佐藤雅美 文藝春秋 ０２

縮尻鏡三郎　下 ７：５１ 佐藤雅美 文藝春秋 ０２

首を斬られにきたの御番所
－縮尻鏡三郎　２－

７：５３ 佐藤雅美 文藝春秋 ０４

浜町河岸の生き神様－縮尻鏡三郎　３－ ８：１２ 佐藤雅美 文藝春秋 ０５

捨てる神より拾う鬼－縮尻鏡三郎　４－ ８：５７ 佐藤雅美 文藝春秋 ０７

当たるも八卦の墨色占い
－縮尻鏡三郎　５－

８：４２ 佐藤雅美 文藝春秋 ０８

老いらくの恋－縮尻鏡三郎　６－ ８：５８ 佐藤雅美 文藝春秋 １０

夢に見た娑婆－縮尻鏡三郎　７－ ７：４６ 佐藤雅美 文藝春秋 １２

頼みある仲の酒宴かな
－縮尻鏡三郎　８－

７：５９ 佐藤雅美 文藝春秋 １４

美女二万両強奪のからくり
－縮尻鏡三郎　９－

８：００ 佐藤雅美 文藝春秋 １６

十五万両の代償
－十一代将軍家斉の生涯－

１７：３０ 佐藤雅美 講談社 ０７

青雲遙かに－大内俊助の生涯－ １９：０２ 佐藤雅美 講談社 ０６

知の巨人－荻生徂徠伝－ １０：２８ 佐藤雅美 ＫＡＤＯＫＡＷＡ １５

千世と与一郎の関ケ原 １１：４５ 佐藤雅美 講談社 ０９

八州廻り桑山十兵衛　１ １０：１２ 佐藤雅美 文藝春秋 ９９

殺された道案内
－八州廻り桑山十兵衛　２－

８：３５ 佐藤雅美 文藝春秋 ９８

劇盗二代目日本左衛門
－八州廻り桑山十兵衛　３－

７：５９ 佐藤雅美 文藝春秋 ０３

江戸からの恋飛脚
－八州廻り桑山十兵衛　４－

７：４８ 佐藤雅美 文藝春秋 ０３

花輪茂十郎の特技
－八州廻り桑山十兵衛　５－

７：５８ 佐藤雅美 文藝春秋 ０５

六地蔵河原の決闘
－八州廻り桑山十兵衛　６－

８：３７ 佐藤雅美 文藝春秋 ０６

たどりそこねた芭蕉の足跡
－八州廻り桑山十兵衛　７－

８：４２ 佐藤雅美 文藝春秋 ０９

私闘なり、敵討ちにあらず
－八州廻り桑山十兵衛　８－

８：３２ 佐藤雅美 文藝春秋 １１

関所破り定次郎目籠のお練り
－八州廻り桑山十兵衛　９－

８：２５ 佐藤雅美 文藝春秋 １４

怪盗桐山の藤兵衛の正体
－八州廻り桑山十兵衛　１０－

７：５０ 佐藤雅美 文藝春秋 １７

半次捕物控泣く子と小三郎 ７：３８ 佐藤雅美 講談社 ０６
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半次捕物控髻塚不首尾一件始末 ８：０５ 佐藤雅美 講談社 ０７

天才絵師と幻の生首－半次捕物控　７－ ９：３６ 佐藤雅美 講談社 ０８

御当家七代お祟り申す
－半次捕物控　８－

９：１４ 佐藤雅美 講談社 １０

一石二鳥の敵討ち－半次捕物控　９－ ７：３０ 佐藤雅美 講談社 １２

町医北村宗哲 ８：４６ 佐藤雅美 角川書店 ０６

やる気のない刺客－町医北村宗哲　２－ ８：２５ 佐藤雅美 角川書店 ０８

口は禍いの門－町医北村宗哲　３－ ８：２２ 佐藤雅美 角川書店 ０９

男嫌いの姉と妹－町医北村宗哲　４－ ７：４２ 佐藤雅美 角川書店 １０

物書同心居眠り紋蔵　１ ６：４２ 佐藤雅美 講談社 ９７

隼小僧異聞－物書同心居眠り紋蔵　２－ ７：０３ 佐藤雅美 講談社 ９９

密約－物書同心居眠り紋蔵　３－ ９：１５ 佐藤雅美 講談社 ０１

お尋者－物書同心居眠り紋蔵　４－ ６：５５ 佐藤雅美 講談社 ０２

老博奕打ち－物書同心居眠り紋蔵　５－ ６：３４ 佐藤雅美 講談社 ０１

四両二分の女
－物書同心居眠り紋蔵　６－

６：４３ 佐藤雅美 講談社 ０１

白い息－物書同心居眠り紋蔵　７－ ８：１４ 佐藤雅美 講談社 ０５

向井帯刀の発心
－物書同心居眠り紋蔵　８－

８：０４ 佐藤雅美 講談社 ０７

一心斎不覚の筆禍
－物書同心居眠り紋蔵　９－

８：４０ 佐藤雅美 講談社 ０８

魔物が棲む町
－物書同心居眠り紋蔵　１０－

８：３２ 佐藤雅美 講談社 １０

ちよの負けん気、実の父親
－物書同心居眠り紋蔵　１１－

７：３５ 佐藤雅美 講談社 １１

へこたれない人
－物書同心居眠り紋蔵　１２－

９：２８ 佐藤雅美 講談社 １３

わけあり師匠事の顛末
－物書同心居眠り紋蔵　１３－

８：５２ 佐藤雅美 講談社 １４

御奉行の頭の火照り
－物書同心居眠り紋蔵　１４－

８：２９ 佐藤雅美 講談社 １５

敵討ちか主殺しか
－物書同心居眠り紋蔵　１５－

７：５３ 佐藤雅美 講談社 １７

事件の年輪 ７：４７ 佐野洋 文藝春秋 ０４

葬送曲 ６：１８ 佐野洋 光文社 ０５

動詞の考察 ６：０２ 佐野洋 実業之日本社 ９４

羽田発ＳＮ９便 ７：２２ 佐野洋 文藝春秋 ８８

喪服の折鶴 ６：２４ 佐野洋 文藝春秋 ０１

若冲 １０：１３ 澤田瞳子 文藝春秋 １５
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足引き寺閻魔帳 ７：１９ 澤田ふじ子 徳間書店 ００

女狐の罠－足引き寺閻魔帳　２－ ７：０３ 澤田ふじ子 徳間書店 ０２

聖護院の仇討－足引き寺閻魔帳　３－ ７：３０ 澤田ふじ子 徳間書店 ０３

嵐山殺景－足引き寺閻魔帳　４－ ８：１６ 澤田ふじ子 徳間書店 ０５

山姥の夜－足引き寺閻魔帳　６－ ７：５９ 澤田ふじ子 徳間書店 ０６

暗殺の牒状－足引き寺閻魔帳　７－ ８：４５ 澤田ふじ子 徳間書店 ０７

亡者の銭－足引き寺閻魔帳　８－ ８：２３ 澤田ふじ子 徳間書店 ０８

妻敵にあらず－足引き寺閻魔帳　９－ ８：１９ 澤田ふじ子 徳間書店 ０９

再びの海－足引き寺閻魔帳　１０－ ８：３２ 澤田ふじ子 徳間書店 １０

奇妙な刺客－祇園社神灯事件簿　１－ ８：１３ 澤田ふじ子 中央公論新社 ０１

夜の腕－祇園社神灯事件簿　２－ ８：５２ 澤田ふじ子 中央公論新社 ０４

真葛ケ原の決闘
－祇園社神灯事件簿　３－

７：３７ 澤田ふじ子 中央公論新社 ０４

お火役凶状－祇園社神灯事件簿　４－ ７：４５ 澤田ふじ子 中央公論新社 ０６

神書板刻－祇園社神灯事件簿　５－ ７：５３ 澤田ふじ子 中央公論新社 ０７

花籠の櫛－京都市井図絵　１－ ６ 澤田ふじ子 徳間書店 ０４

やがての螢－京都市井図絵　２－ ７：４７ 澤田ふじ子 徳間書店 ０６

短夜の髪－京都市井図絵　３－ ７：２９ 澤田ふじ子 光文社 １２

青玉の笛－京都市井図絵　４－ ８：０８ 澤田ふじ子 光文社 １４

闇の掟－公事宿事件書留帳　１－ ９：１３ 澤田ふじ子 幻冬舎 ００

木戸の椿－公事宿事件書留帳　２－ ８：１７ 澤田ふじ子 幻冬舎 ００

拷問蔵－公事宿事件書留帳　３－ ７：３０ 澤田ふじ子 幻冬舎 ０１

奈落の水－公事宿事件書留帳　４－ ８：１０ 澤田ふじ子 幻冬舎 ０１

背中の髑髏－公事宿事件書留帳　５－ ９：１４ 澤田ふじ子 幻冬舎 ０１

ひとでなし－公事宿事件書留帳　６－ ８：２９ 澤田ふじ子 幻冬舎 ０２

にたり地蔵－公事宿事件書留帳　７－ ７：３７ 澤田ふじ子 幻冬舎 ０３

恵比寿町火事－公事宿事件書留帳　８－ ７：４４ 澤田ふじ子 幻冬舎 ０４

悪い棺－公事宿事件書留帳　９－ ７：４５ 澤田ふじ子 幻冬舎 ０５

釈迦の女－公事宿事件書留帳　１０－ ６：４８ 澤田ふじ子 幻冬舎 ０５

無頼の絵師－公事宿事件書留帳　１１－ ７：４５ 澤田ふじ子 幻冬舎 ０６

比丘尼茶碗－公事宿事件書留帳　１２－ ７：２８ 澤田ふじ子 幻冬舎 ０６

雨女－公事宿事件書留帳　１３－ ７：４０ 澤田ふじ子 幻冬舎 ０６

世間の辻－公事宿事件書留帳　１４－ ８：２１ 澤田ふじ子 幻冬舎 ０７

女衒の供養－公事宿事件書留帳　１５－ ８：０８ 澤田ふじ子 幻冬舎 ０７

千本雨傘－公事宿事件書留帳　１６－ ９：０６ 澤田ふじ子 幻冬舎 ０８

遠い椿－公事宿事件書留帳　１７－ ７：５２ 澤田ふじ子 幻冬舎 ０９
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奇妙な賽銭－公事宿事件書留帳　１８－ ７：４４ 澤田ふじ子 幻冬舎 １０

血は欲の色－公事宿事件書留帳　１９－ ７：５７ 澤田ふじ子 幻冬舎 １１

鴉浄土－公事宿事件書留帳　２０－ ８：２７ 澤田ふじ子 幻冬舎 １２

虹の見えた日
－公事宿事件書留帳　２１－

７：５４ 澤田ふじ子 幻冬舎 １３

冤罪凶状－公事宿事件書留帳　２２－ ７：５３ 澤田ふじ子 幻冬舎 １５

高札の顔－酒解神社・神灯日記－ ８：０１ 澤田ふじ子 徳間書店 ０５

深重（じんじゅう）の橋　上 １１：４１ 澤田ふじ子 中央公論新社 １０

深重（じんじゅう）の橋　下 １１：４２ 澤田ふじ子 中央公論新社 １０

惜別の海　上 １５：４６ 澤田ふじ子 新潮社 ９８

惜別の海　下 １５：４５ 澤田ふじ子 新潮社 ９８

宗旦狐－茶湯にかかわる十二の短編－ ５：３５ 澤田ふじ子 徳間書店 ０３

大盗の夜－土御門家・陰陽事件簿　１－ ９：１２ 澤田ふじ子 光文社 ０４

鴉婆－土御門家・陰陽事件簿　２－ ８：３３ 澤田ふじ子 光文社 ０３

狐官女－土御門家・陰陽事件簿　３－ ８：５１ 澤田ふじ子 光文社 ０５

逆髪－土御門家・陰陽事件簿　４－ ８：４２ 澤田ふじ子 光文社 ０７

雪山冥府図
－土御門家・陰陽事件簿　５－

８：０６ 澤田ふじ子 光文社 ０８

冥府小町－土御門家・陰陽事件簿　６－ ７：２９ 澤田ふじ子 光文社 １１

はぐれの刺客 ８：３５ 澤田ふじ子 徳間書店 ０２

天皇（みかど）の刺客（しきゃく） １８：０７ 澤田ふじ子 徳間書店 １３

リフレイン ８ 沢村凛 新潮社 ９２

アド・バ－ド １０ 椎名誠 集英社 ９０

岳物語 ５：５３ 椎名誠 集英社 ８５

岳物語　続 ６：０３ 椎名誠 集英社 ９０

ジョン万作の逃亡 ４ 椎名誠 角川書店 ８７

みるなの木 ５ 椎名誠 早川書房 ９６

罪の声 １３：１５ 塩田武士 講談社 １６

サロメの乳母の話 ５：１２ 塩野七生 新潮社 ０３

糸を手繰れば－結び屋おえん－ ７：３６ 志川節子 新潮社 １４

鉄輪（かなわ）の舞 １２：４５ 式貴士 出版芸術社 ９３

青い鳥 ９：３０ 重松清 新潮社 ０７

かあちゃん １５：５８ 重松清 講談社 ０９

カシオペアの丘で　上 １１：４０ 重松清 講談社 ０７

カシオペアの丘で　下 １１：５７ 重松清 講談社 ０７

再会－Ｌｏｎｇ　ｌｏｎｇ　ａｇｏ－ １０：０７ 重松清 新潮社 ０９
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（録音）

タイトル 巻数 著者名 出版者 出版年

一人っ子同盟 １０：０７ 重松清 新潮社 １４

薄暮 １４：０４ 篠田節子
日本経済新聞出
版社

０９

坂の上の雲　１　新装版 ９：１５ 司馬遼太郎 文藝春秋 ９９

坂の上の雲　２　新装版 １１：４１ 司馬遼太郎 文藝春秋 ９９

坂の上の雲　３　新装版 １０：２２ 司馬遼太郎 文藝春秋 ９９

坂の上の雲　４　新装版 １２：０８ 司馬遼太郎 文藝春秋 ９９

坂の上の雲　５　新装版 １１：２３ 司馬遼太郎 文藝春秋 ９９

坂の上の雲　６　新装版 １０：０４ 司馬遼太郎 文藝春秋 ９９

坂の上の雲　７　新装版 １０：１１ 司馬遼太郎 文藝春秋 ９９

坂の上の雲　８　新装版 １１：５１ 司馬遼太郎 文藝春秋 ９９

新選組血風録　改版 １４：１８ 司馬遼太郎 中央公論社 ９６

ひとびとの跫音　上 ６ 司馬遼太郎 中央公論社 ８１

ひとびとの跫音　下 ５ 司馬遼太郎 中央公論社 ８１

梟の城 １５：５６ 司馬遼太郎 新潮社 ０２

竜馬がゆく　１　新装版 ９：２３ 司馬遼太郎 文藝春秋 ９８

竜馬がゆく　２　新装版 ８：５６ 司馬遼太郎 文藝春秋 ９８

竜馬がゆく　３　新装版 ８：５９ 司馬遼太郎 文藝春秋 ９８

竜馬がゆく　４　新装版 ９：２８ 司馬遼太郎 文藝春秋 ９８

竜馬がゆく　５　新装版 ９：４３ 司馬遼太郎 文藝春秋 ９８

竜馬がゆく　６　新装版 １０：０１ 司馬遼太郎 文藝春秋 ９８

竜馬がゆく　７　新装版 ９：５４ 司馬遼太郎 文藝春秋 ９８

竜馬がゆく　８　新装版 １０：５９ 司馬遼太郎 文藝春秋 ９８

冬の椿 ７ 芝木好子 集英社 ８７

されどわれらが日々 ５ 柴田翔 文藝春秋 ７１

鳥の影 １ 柴田翔 新潮社 ７１

黄昏の光と影 ８：４７ 柴田哲孝 光文社 １４

朝顔はまだ咲かない
－小夏と秋の絵日記－

８：２１ 柴田よしき 東京創元社 ０７

岡っ引どぶ－柴錬捕物帖－新装版 １０：１４ 柴田錬三郎 講談社 ０６

半蔵の槍 ６ 嶋津義忠 講談社 ９３

貌なし １０：２７ 嶋中潤 光文社 １５

いまひとたびの ６ 志水辰夫 新潮社 ９４

神々の午睡　上 ５ 清水義範 講談社 ９２

神々の午睡　下 ５ 清水義範 講談社 ９２

君に届け　１ ４：０２
下川香苗
椎名軽穂原作

集英社 ０７

93



（録音）

タイトル 巻数 著者名 出版者 出版年

君に届け　２－恋に気づくとき－ ４：０６
下川香苗
椎名軽穂原作

集英社 ０７

君に届け　３－それぞれの片想い－ ３：３０
下川香苗
椎名軽穂原作

集英社 ０８

君に届け　４－好きと言えなくて－ ３：５５
下川香苗
椎名軽穂原作

集英社 ０８

君に届け　５－すれちがう心－ ３：３９
下川香苗
椎名軽穂原作

集英社 ０９

君に届け　６－告白をもういちど－ ３：５２
下川香苗
椎名軽穂原作

集英社 １０

君に届け　７－あたらしい日々－ ３：５６
下川香苗
椎名軽穂原作

集英社 １０

君に届け　８－ふたりだけの時間－ ３：５５
下川香苗
椎名軽穂原作

集英社 １０

君に届け　９－いつもとちがう夏－ ４：０３
下川香苗
椎名軽穂原作

集英社 １１

君に届け　１０－こころをゆらす旅－ ３：５７
下川香苗
椎名軽穂原作

集英社 １１

君に届け　１１－ためらいの理由－ ４：０６
下川香苗
椎名軽穂原作

集英社 １２

君に届け　１２－つないだ手のゆくえ－ ４：０７
下川香苗
椎名軽穂原作

集英社 １２

君に届け　１３－クリスマスをいっしょに－ ４：２９
下川香苗
椎名軽穂原作

集英社 １３

君に届け　１４
－自分のまん中にあるもの－

４：４８
下川香苗
椎名軽穂原作

集英社 １４

君に届け　１５
－二度めのバレンタイン－

５：０６
下川香苗
椎名軽穂原作

集英社 １５

君に届け　１６
－夢と恋のはざまで－

５：１６
下川香苗
椎名軽穂原作

集英社 １６

新選組始末記－新選組三部作－改版 ８：４３ 子母沢寛 中央公論社 ９６

鏡の中は日曜日－完璧な本格ミステリ－ ９：２６ 殊能将之 講談社 ０１

赤頭巾ちゃん気をつけて ４ 庄司薫 中央公論社 ６９

せきれい ６ 庄野潤三 文藝春秋 ９８

鳥の水浴び ６：３８ 庄野潤三 講談社 ００

庭のつるばら ４ 庄野潤三 新潮社 ９９

葦切り ５：２１ 庄野潤三 新潮社 ９２

富士に立つ影　１　裾野篇 １１ 白井喬二 富士見書房 ８１

富士に立つ影　２　主人公篇 ９ 白井喬二 富士見書房 ８１

富士に立つ影　３　新闘篇 １０ 白井喬二 富士見書房 ８１

富士に立つ影　４　帰来篇 ９ 白井喬二 富士見書房 ８１

富士に立つ影　５　運命篇 ９ 白井喬二 富士見書房 ８１

富士に立つ影　６　幕末篇 ９ 白井喬二 富士見書房 ８１
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（録音）

タイトル 巻数 著者名 出版者 出版年

富士に立つ影　７　明治篇 ９ 白井喬二 富士見書房 ８１

包丁ざむらい－十時半睡事件帖－ １０：０７ 白石一郎 青樹社 ８２

おんな舟－十時半睡事件帖－ ５：３５ 白石一郎 講談社 ９７

海王伝 １１ 白石一郎 文藝春秋 ９０

海狼伝 １２ 白石一郎 文藝春秋 ８７

下鴨アンティーク－アリスと紫式部－ ４：３４ 白川紺子 集英社 １５

下鴨アンティーク　２
－回転木馬とレモンパイ－

６：０２ 白川紺子 集英社 １５

下鴨アンティーク　３－祖母の恋文－ ６：１０ 白川紺子 集英社 １５

下鴨アンティーク　４
－神無月のマイ・フェア・レディ－

６：４３ 白川紺子 集英社 １６

下鴨アンティーク　５－雪花の約束－ ５：５９ 白川紺子 集英社 １６

下鴨アンティーク　６－暁の恋－ ６：２８ 白川紺子 集英社 １７

当社別状なし ７：４１ 城山三郎 文藝春秋 ８３

秀吉と武吉－目を上げれば海－ ９ 城山三郎 朝日新聞社 ８６

落日燃ゆ ９ 城山三郎 新潮社 ７４

深大寺恋物語
－調布で生まれた恋のおはなし４編－

１：０７
深大寺短編恋愛
小説実行委員会

０６

深大寺恋物語－調布で生まれた恋のお
はなし６編－第２集

１：５７
深大寺短編恋愛
小説実行委員会

０７

深大寺恋物語－調布で生まれた恋のお
はなし６編－第３集

１：４７
深大寺短編恋愛
小説実行委員会

０８

深大寺恋物語－調布で生まれた恋のお
はなし６編－第４集

１：３９
深大寺短編恋愛
小説実行委員会

０９

深大寺恋物語－調布で生まれた恋のお
はなし６編－第５集

１：４９
深大寺短編恋愛
小説実行委員会

１０

深大寺恋物語－調布で生まれた恋のお
はなし６編－第６集

１：３９
深大寺短編恋愛
小説実行委員会

１１

深大寺恋物語－調布で生まれた恋のお
はなし６編－第７集

２：１０
深大寺短編恋愛
小説実行委員会

１２

深大寺恋物語－調布で生まれた恋のお
はなし６編－第８集

１：４６
深大寺短編恋愛
小説実行委員会

１３

深大寺恋物語－調布で生まれた恋のお
はなし６編－第９集

１：５１
深大寺短編恋愛
小説実行委員会

１４

深大寺恋物語－調布で生まれた恋のお
はなし６編－第１０集

１：４６
深大寺短編恋愛
小説実行委員会

１５

深大寺恋物語－調布で生まれた恋のお
はなし６編－第１１集

１：５６
深大寺短編恋愛
小説実行委員会

１６

アマルフィ ７ 真保裕一 扶桑社 ０９

奇跡の人 １４：４４ 真保裕一 新潮社 ００
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最愛 ９：４５ 真保裕一 新潮社 ０７

追伸 ８：０６ 真保裕一 文藝春秋 ０７

灰色の北壁 ７：２４ 真保裕一 講談社 ０５

覇王の番人　上 ９ 真保裕一 講談社 ０８

覇王の番人　下 ９ 真保裕一 講談社 ０８

誘拐の果実 １９：５７ 真保裕一 集英社 ０２

雨の檻 ６ 菅浩江 早川書房 ９３

氷結の魂
－長篇ピュア・ファンタジー－上

６ 菅浩江 徳間書店 ９４

氷結の魂
－長篇ピュア・ファンタジー－下

６ 菅浩江 徳間書店 ９４

おすず－信太郎人情始末帖　１－ ６：１５ 杉本章子 文藝春秋 ０３

水雷屯－信太郎人情始末帖　２－ ６：４９ 杉本章子 文藝春秋 ０４

狐釣り－信太郎人情始末帖　３－ ６：０７ 杉本章子 文藝春秋 ０５

きずな－信太郎人情始末帖　４－ ６：２１ 杉本章子 文藝春秋 ０４

火喰鳥－信太郎人情始末帖　５－ ５：５６ 杉本章子 文藝春秋 ０６

その日－信太郎人情始末帖　６－ ６：３９ 杉本章子 文藝春秋 ０７

銀河祭りのふたり
－信太郎人情始末帖　７－

７：０４ 杉本章子 文藝春秋 ０８

東京新大橋雨中図 ８ 杉本章子 新人物往来社 ８９

アサッテの人 ３：２９ 諏訪哲史 講談社 ０７

戸村飯店青春１００連発 ６：１６ 瀬尾まいこ 理論社 ０８

場所 ７：３９ 瀬戸内寂聴 新潮社 ０１

秘花 ６：１８ 瀬戸内寂聴 新潮社 ０７

パラサイト・イヴ １１ 瀬名秀明 角川書店 ９５

坂の上の家 ５ 芹沢光治良 角川書店 ７３

流転の細胞 ７：４０ 仙川環 新潮社 １４

赤すぎる糸 ８ 仙波竜英 マガジンハウス ９１

女葬列者－長篇ミステリー－ ４ 草野唯雄 徳間書店 ９２

博多長崎殺人行 ５ 草野唯雄 角川書店 ８６

夢に殉ず　上 ７ 曾野綾子 朝日新聞社 ９４

夢に殉ず　下 ７ 曾野綾子 朝日新聞社 ９４

高らかな挽歌
－純文学書下ろし特別作品－

１３：１０ 高井有一 新潮社 ９９

白昼の死角 １５ 高木彬光 角川書店 ７９

時を青く染めて ８：０４ 高樹のぶ子 新潮社 ９０

虹の交響 １１：１０ 高樹のぶ子 講談社 ８８
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ゆめぐに影法師 ４ 高樹のぶ子 集英社 ８９

タナボタ！ ７：１２ 高嶋哲夫 幻冬舎 １０

混沌－新・金融腐蝕列島－上 １１：０９ 高杉良 講談社 ０４

混沌－新・金融腐蝕列島－下 １１：３８ 高杉良 講談社 ０４

消失－金融腐蝕列島　完結編－第１巻 １０：２２ 高杉良 ダイヤモンド社 ０７

消失－金融腐蝕列島　完結編－第２巻 １０：５０ 高杉良 ダイヤモンド社 ０７

消失－金融腐蝕列島　完結編－第３巻 ９：１４ 高杉良 ダイヤモンド社 ０８

消失－金融腐蝕列島　完結編－第４巻 １０：４４ 高杉良 ダイヤモンド社 ０８

新・その人事に異議あり １１：５６ 高杉良 講談社 ０５

腐蝕生保　上巻 １１：２５ 高杉良 新潮社 ０６

腐蝕生保　下巻 １１：１１ 高杉良 新潮社 ０６

乱気流－小説・巨大経済新聞－上 ８ 高杉良 講談社 ０４

乱気流－小説・巨大経済新聞－下 ８ 高杉良 講談社 ０４

ダーティペアの大逆転 ６ 高千穂遙 早川書房 ８５

ダ－ティペアの大脱走 ７ 高千穂遙 早川書房 ９３

ダーティペアの大冒険 ５ 高千穂遙 早川書房 ８７

ダーティペアの大乱戦 ７ 高千穂遙 早川書房 ８７

天使の憂鬱－ダーティペアｆｌａｓｈ　１－ ４ 高千穂遙 早川書房 ９４

カラマーゾフの妹 ９：３０ 高野史緒 講談社 １２

純情無頼－小説阪東妻三郎－ ５ 高橋治 文藝春秋 ０２

完四郎広目手控 ７：３９ 高橋克彦 集英社 ９８

天狗殺し－完四郎広目手控－ ７：１０ 高橋克彦 集英社 ００

いじん幽霊－完四郎広目手控－ ６：４２ 高橋克彦 集英社 ０３

文明怪化－完四郎広目手控－ ６：４５ 高橋克彦 集英社 ０７

不惑剣－完四郎広目手控－ ６：１７ 高橋克彦 集英社 １１

天を衝く
－秀吉に喧嘩を売った男・九戸政実－上

１７：３３ 高橋克彦 講談社 ０１

天を衝く
－秀吉に喧嘩を売った男・九戸政実－下

１４：５９ 高橋克彦 講談社 ０１

さむらい道　上
最上義光表の合戦・奥の合戦

１１：３７ 高橋義夫 中央公論新社 １７

さむらい道　下
最上義光もうひとつの関ケ原

１２：１２ 高橋義夫 中央公論新社 １７

黄金を抱いて翔べ １０：４９ 高村薫 新潮社 ９１

新リア王　上 １６：３５ 高村薫 新潮社 ０５

新リア王　下 １３：２１ 高村薫 新潮社 ０５

太陽を曳く馬　上 １２：３７ 高村薫 新潮社 ０９
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太陽を曳く馬　下 １２：２７ 高村薫 新潮社 ０９

地を這う虫 ６ 高村薫 文藝春秋 ９３

照柿 ２２：０７ 高村薫 講談社 ９４

晴子情歌　上 １３：３１ 高村薫 新潮社 ０２

晴子情歌　下 １２：４７ 高村薫 新潮社 ０２

マ－クスの山 １５ 高村薫 早川書房 ９３

リヴィエラを撃て ２９：１８ 高村薫 新潮社 ９５

李欧 １８：２１ 高村薫 講談社 ９９

レディ・ジョーカー　上巻 １３ 高村薫 毎日新聞社 ９７

レディ・ジョーカー　下巻 １４ 高村薫 毎日新聞社 ９７

わが手に拳銃を １０ 高村薫 講談社 ９２

捕獲屋カメレオンの事件簿 ８：３４ 滝田務雄 祥伝社 １５

雪の降る音 ３ 竹田真砂子 白水社 ９１

長城の風 ３ 竹西寛子 新潮社 ９４

ビルマの堅琴 ５ 竹山道雄 新潮社 ５９

晩年 ８ 太宰治 新潮社 ８０

アップフェルラント物語 ８：４４ 田中芳樹 徳間書店 ９０

銀河英雄伝説　１　黎明篇 ７ 田中芳樹 徳間書店 ８２

銀河英雄伝説　２　野望篇 ７ 田中芳樹 徳間書店 ８８

銀河英雄伝説　３　雌伏篇 ７ 田中芳樹 徳間書店 ８４

銀河英雄伝説　４　策謀篇 ７ 田中芳樹 徳間書店 ８８

銀河英雄伝説　５　風雲篇 ８ 田中芳樹 徳間書店 ８８

銀河英雄伝説　６　飛翔篇 ７ 田中芳樹 徳間書店 ８８

銀河英雄伝説　７　怒濤篇 ７ 田中芳樹 徳間書店 ８８

銀河英雄伝説　８　乱離篇 ７ 田中芳樹 徳間書店 ８８

銀河英雄伝説　９　回転篇 ７ 田中芳樹 徳間書店 ８８

銀河英雄伝説　１０　落日篇 ８ 田中芳樹 徳間書店 ８８

銀河英雄伝説　外伝　１ ６ 田中芳樹 徳間書店 ８８

銀河英雄伝説　外伝　２ ６ 田中芳樹 徳間書店 ８９

銀河英雄伝説　外伝　３ ６ 田中芳樹 徳間書店 ８９

銀河英雄伝説　外伝　４ ６ 田中芳樹 徳間書店 ８９

長江落日賦 ５ 田中芳樹 徳間書店 ９２

窓辺には夜の歌 ５ 田中芳樹 徳間書店 ９０

姥ときめき ５ 田辺聖子 新潮社 ８８

オムライスはお好き ５ 田辺聖子 光文社 ８０
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風をください ７ 田辺聖子 集英社 ８３

金魚のうろこ ５：４９ 田辺聖子 集英社 ９２

世間知らず ５ 田辺聖子 講談社 ７９

感傷旅行（センチメンタル・ジャーニイ） ９：４３ 田辺聖子 角川書店 ８０

どんぐりのリボン ５ 田辺聖子 講談社 ８６

花狩 ６ 田辺聖子 中央公論社 ７５

花衣ぬぐやまつわる
－わが愛の杉田久女－

１４ 田辺聖子 集英社 ８９

無常ソング ５ 田辺聖子 講談社 ７４

エミリーの記憶 １１：０５ 谷甲州 徳間書店 ９４

軌道傭兵　１ ６ 谷甲州 中央公論社 ９０

軌道傭兵　２ ５ 谷甲州 中央公論社 ９０

軌道傭兵　３ ５ 谷甲州 中央公論社 ９０

軌道傭兵　４ ６ 谷甲州 中央公論社 ９０

軌道傭兵　５ ６ 谷甲州 中央公論社 ９３

サ－ジャント・グルカ ８ 谷甲州 角川書店 ９４

凍樹の森 １４ 谷甲州 徳間書店 ９４

刺青 １ 谷崎潤一郎 文藝春秋 ６７

春琴抄 ４ 谷崎潤一郎 角川書店 ６７

江－姫たちの戦国－上 １１：０８ 田渕久美子
日本放送出版協
会

０９

江－姫たちの戦国－下 １１：０９ 田渕久美子
日本放送出版協
会

０９

お家さん　上巻 １０：２０ 玉岡かおる 新潮社 ０７

お家さん　下巻 １１：１５ 玉岡かおる 新潮社 ０７

京そだち ７ 田村喜子 新潮社 ７５

京都インクライン物語 ７ 田村喜子 新潮社 ８２

京都フランス物語 ６ 田村喜子 新潮社 ８４

むろまち ７ 田村喜子 文化出版局 ７９

トリアングル ５ 俵万智 中央公論新社 ０４

ジニのパズル ４：０９ 崔実 講談社 １６

落ちぬ椿－上絵師律の似面絵帖－ ７：５７ 知野みさき 光文社 １６

舞う百日紅－上絵師律の似面絵帖　２－ ７：５６ 知野みさき 光文社 １７

雪華燃ゆ－上絵師律の似面絵帖　３－ ８：１２ 知野みさき 光文社 １７

ブラインドマイム ５：４４ 千羅乃旬水 文芸社 １１

天使の鼓笛隊 ８ 辻邦生 筑摩書房 ９２

春の戴冠　１ １３：４７ 辻邦生 中央公論新社 ０８
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春の戴冠　２ １１：５０ 辻邦生 中央公論新社 ０８

春の戴冠　３ １３：３４ 辻邦生 中央公論新社 ０８

春の戴冠　４ １３：１０ 辻邦生 中央公論新社 ０８

暗夜遍歴 ９ 辻井喬 新潮社 ８７

過ぎてゆく光景－短篇集－ ７：０２ 辻井喬 文藝春秋 ９６

花はさくら木 １１：１４ 辻原登 朝日新聞社 ０６

あまりに野蛮な　上 ８：４２ 津島佑子 講談社 ０８

あまりに野蛮な　下 ８：２８ 津島佑子 講談社 ０８

朝が来る ９：３３ 辻村深月 文藝春秋 １５

子どもたちは夜と遊ぶ　上 １１：２８ 辻村深月 講談社 ０８

子どもたちは夜と遊ぶ　下 １３：０４ 辻村深月 講談社 ０８

ボクとモ－ツァルトのマジカル・ミステリ
－・ツア－

４ 筒井広志 五月書房 ９２

海峡の暗証－函館着４時２４分の死者－ ６：１５ 津村秀介 講談社 ９３

絹扇 ９：０５ 津村節子 岩波書店 ０３

宇喜多秀家－備前物語－ １８：２４ 津本陽 文藝春秋 ９７

大久保彦左衛門－不遇の時こそ－ ７ 津本陽 光文社 ０４

国定忠治 ６：１８ 津本陽 光文社 ０６

孤塁の名人
－合気を極めた男・佐川幸義－

８：２３ 津本陽 文藝春秋 ０８

過ぎてきた日々 ６：２０ 津本陽 角川書店 ０２

大悲の海に
－覚鑁上人伝　新潮時代小説－

６：５９ 津本陽 新潮社 ９６

泥の蝶－インパール戦線死の断章－ ７：４２ 津本陽 幻冬舎 １０

松風の人－吉田松陰とその門下－ １０：０２ 津本陽 潮出版社 ０８

ウルトラ・ダラー １０：５２ 手嶋龍一 新潮社 ０６

まほろばの城 １７：５４ 典厩五郎 新人物往来社 ９４

ムーンナイト・ダイバー ８：１９ 天童荒太 文藝春秋 １６

Ｓの継承 １６：１０ 堂場瞬一 中央公論新社 １３

傷 ９：５４ 堂場瞬一 講談社 １３

淀君の謎－中村雅楽推理手帖－ ５ 戸板康二 講談社 ８３

打てや叩けや ９ 東郷隆 新潮社 ９２

ぬばたま ９：０３ 藤堂志津子 日本経済新聞社 ９７

沼と河の間で－小説大田蜀山人－ ７ 童門冬二 毎日新聞社 ９５

堂島物語 １４：４１ 富樫倫太郎 毎日新聞社 ０８

聖ルカ街、六月の雨 ４ 常盤新平 講談社 ８９

100



（録音）

タイトル 巻数 著者名 出版者 出版年

罪人なる我等のために－長篇小説－ ７：５３ 常盤新平 文藝春秋 ８９

遠いアメリカ ４ 常盤新平 講談社 ８７

街の風景 ５：１５ 常盤新平 毎日新聞社 ９３

わさびの花 ６：４８ 常盤新平 実業之日本社 ９７

東京・地震・たんぽぽ ５：０７ 豊島ミホ 集英社 ０７

奇謀
－真田幸村の遺言　長編時代小説－

９：５１ 鳥羽亮 祥伝社 ０６

刺客柳生十兵衛 ８：１０ 鳥羽亮 広済堂出版 ９８

柔　上 ８：５４ 富田常雄 徳間書店 ８９

柔　下 ９：２４ 富田常雄 徳間書店 ８９

伝説巨神イデオン　１　覚醒編 ５ 富野喜幸 朝日ソノラマ ７２

伝説巨神イデオン　２　胎動編 ５ 富野喜幸 朝日ソノラマ ８２

伝説巨神イデオン　３　発動編 ５ 富野喜幸 朝日ソノラマ ８２

海軍特別攻撃隊 ６ 豊田穣 集英社 ８０

あん ５：４０ ドリアン助川 ポプラ社 １３

ピンザの島 ９：４６ ドリアン助川 ポプラ社 １４

私は古書店勤めの退屈な女 ７：３３ 中居真麻 宝島社 １２

赤刃 ８：４５ 長浦京 講談社 １２

岬 ７ 中上健次 文藝春秋 ７６

ロートレックの処刑台 ５ 中川裕朗 文藝春秋 ９０

天の夕顔 ４ 中河与一 新潮社 ８５

綾の鼓－いすぱにやの土－ ６ 中里恒子 文藝春秋 ８５

野ぶどうを摘む ４ 中沢けい 講談社 ８１

かりんとう侍 ７：２４ 中島要 双葉社 １３

夫婦からくり－六尺文治捕物控－ ６:２７ 中島要 光文社 １３

院内カフェ ４：４３ 中島たい子 朝日新聞出版 １５

違法弁護 １１：２６ 中嶋博行 講談社 ９５

白いメリーさん ４ 中島らも 講談社 ９４

永遠も半ばを過ぎて ４ 中島らも 文藝春秋 ９４

星になるには早すぎる ８：０１ 永田俊也 文藝春秋 １３

生のなかば ７ 中野孝次 講談社 ８６

テレヴィジョン・シティ　上 ７ 長野まゆみ 河出書房新社 ９２

テレヴィジョン・シティ　下 ７ 長野まゆみ 河出書房新社 ９２

緊急逮捕令状なし ５ 中村光至 勁文社 ８９

砂漠の青がとける夜 ５：２６ 中村理聖 集英社 １４
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運命の剣のきばしら－リレー小説－ ７
中村隆資 　鳴海丈
火坂雅志

ＰＨＰ研究所 ９７

天下を呑んだ男 ３ 中村隆資 講談社 ９２

弱法師（よろぼし） ７：３０ 中山可穂 文藝春秋 ０４

海うそ ５：２２ 梨木香歩 岩波書店 １４

西の魔女が死んだ ４：０５ 梨木香歩 新潮社 ０１

死の谷から来た女 ７ 夏樹静子 文藝春秋 ８７

てのひらのメモ ８：５９ 夏樹静子 文藝春秋 ０９

文鳥・夢十夜 ７ 夏目漱石 新潮社 ７２

官邸　上 １４ 成田憲彦 講談社 ０２

官邸　下 １４ 成田憲彦 講談社 ０２

酒仙 ５ 南條竹則 新潮社 ９３

彼女たちの事情 ５：５１ 新津きよみ
日本放送出版協
会

９９

軽井沢マジック ８：５６ 二階堂黎人 徳間書店 ９７

諏訪湖マジック １４：３４ 二階堂黎人 徳間書店 ０２

仁木兄妹の探偵簿
－雄太郎・悦子の全事件－１

７ 仁木悦子 出版芸術社 ９６

仁木兄妹の探偵簿
－雄太郎・悦子の全事件－２

７ 仁木悦子 出版芸術社 ９６

白いしるし ４：１９ 西加奈子 新潮社 １０

「幸福」行最終列車 ６ 西木正明 実業之日本社 ９０

冬のアゼリア－大正十年・裕仁皇太子拉
致暗殺計画－

１７：５０ 西木正明 文藝春秋 ０２

愛と悲しみの墓標 ５ 西村京太郎 読売新聞社 ９５

赤い帆船（クルーザー） １２：０８ 西村京太郎 角川書店 ８６

暗号名は「金沢」
－十津川警部「幻の歴史」に挑む－

５：１９ 西村京太郎 新潮社 １５

伊豆海岸殺人ルート
－最新鉄道ミステリー－

４ 西村京太郎 講談社 ９４

超特急「つばめ号」（イベント・トレイン）殺
人事件

５ 西村京太郎 光文社 ８６

祖谷・淡路殺意の旅 ５：１２ 西村京太郎 新潮社 ９５

恨みの三保羽衣伝説 ６：５７ 西村京太郎 文藝春秋 ９６

雲仙・長崎殺意の旅 ４ 西村京太郎 実業之日本社 ９４

Ｌ特急しまんと殺人事件 ６：１４ 西村京太郎 実業之日本社 ８９

大垣行き３４５Ｍ列車の殺意 ６：０９ 西村京太郎 新潮社 ８６

哀しみの北廃止線
－最新鉄道ミステリー－

４ 西村京太郎 講談社 ９４
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急行アルプス殺人事件 ７：１６ 西村京太郎 角川書店 １１

恐怖の海東尋坊 ５ 西村京太郎 文藝春秋 ９５

下り特急「富士」殺人事件 ７：１５ 西村京太郎 徳間書店 １１

倉敷から来た女 ４ 西村京太郎 講談社 ９５

幻奇島－長篇本格推理－ ７ 西村京太郎 徳間書店 ９５

恋と裏切りの山陰本線 ５ 西村京太郎 文藝春秋 ９３

極楽行最終列車 ４ 西村京太郎 文藝春秋 ９２

焦げた密室 ５ 西村京太郎 幻冬舎 ０１

桜の下殺人事件 ６ 西村京太郎 双葉社 ９８

座席急行「津軽」殺人事件 ３ 西村京太郎 文藝春秋 ８９

殺人者は北へ向かう－長編推理小説－ ４ 西村京太郎 祥伝社 ９５

山陽・東海道殺人ルート
－長編推理小説－

６：１４ 西村京太郎 光文社 ０５

女流作家 ７ 西村京太郎 朝日新聞社 ００

寝台急行「天の川」殺人事件 ３ 西村京太郎 文藝春秋 ８８

寝台急行「銀河」殺人事件 ５ 西村京太郎 文藝春秋 ９２

寝台特急「はやぶさ」の女 ５ 西村京太郎 サンケイ出版 ８６

寝台特急「ゆうづる」の女 ５ 西村京太郎 文藝春秋 ９２

新・東京駅殺人事件－長編推理小説－ ５：２９ 西村京太郎 光文社 １４

仙台駅殺人事件 ４ 西村京太郎 光文社 ９５

脱出 ８：３３ 西村京太郎 講談社 ８１

丹後殺人迷路 ４ 西村京太郎 新潮社 ９５

東京・山形殺人ルート ４ 西村京太郎 講談社 ９５

十津川警部愛と死の伝説　上 ５ 西村京太郎 講談社 ００

十津川警部愛と死の伝説　下 ６ 西村京太郎 講談社 ００

十津川警部絹の遺産と上信電鉄
－長編推理小説－

５：０３ 西村京太郎 祥伝社 １５

十津川警部Ｃ１１を追う ４ 西村京太郎 講談社 ９１

十津川警部、沈黙の壁に挑む ６ 西村京太郎 光文社 ９４

十津川警部の怒り ４ 西村京太郎 光文社 ９３

十津川警部の逆襲 ４ 西村京太郎 光文社 ９４

十津川警部の決断 ４ 西村京太郎 光文社 ８９

十津川警部の困惑 ４ 西村京太郎 講談社 ９３

十津川警部の対決 ５ 西村京太郎 講談社 ９１

十津川警部の挑戦　上 ５ 西村京太郎 角川書店 ９１

十津川警部の挑戦　下 ５ 西村京太郎 角川書店 ９１
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十津川警部の抵抗 ５ 西村京太郎 光文社 ９５

十津川警部の標的 ４ 西村京太郎 光文社 ９４

十津川警部雪と戦う ５：１４ 西村京太郎 中央公論社 ９５

十津川と三人の男たち－十津川警部－ ５：０７ 西村京太郎 双葉社 １４

特急しおかぜ殺人事件 ５：３２ 西村京太郎 角川書店 ９５

特急「しなの２１号」殺人事件
－長編トラベルミステリー－

４ 西村京太郎 徳間書店 ９５

特急ワイドビューひだ殺人事件
－長編トラベルミステリー－

５：５７ 西村京太郎 徳間書店 ９４

都電荒川線殺人事件 ７ 西村京太郎 光文社 ８８

特急「おおぞら」（ハイデッカーエクスプレ
ス）殺人事件

４ 西村京太郎 光文社 ８７

狙われた寝台特急「さくら」　新装版 ７：１１ 西村京太郎 祥伝社 １６

萩・津和野に消えた女－長編推理小説－ ５ 西村京太郎 祥伝社 ９４

寝台特急（ブルートレイン）八分停車 ５ 西村京太郎 角川書店 ８６

別府・国東殺意の旅 ５ 西村京太郎 新潮社 ９３

北帰行殺人事件－長編推理小説－ ９：０７ 西村京太郎 光文社 １０

松島・蔵王殺人事件
－長編トラベルミステリー－

４ 西村京太郎 徳間書店 ９４

みちのく殺意の旅 ５ 西村京太郎 文藝春秋 ８９

南神威島 ５ 西村京太郎 講談社 ９２

ミニ急行「ノサップ」殺人事件 ３ 西村京太郎 文藝春秋 ９１

欲望の街東京－十津川警部－ ６：０２ 西村京太郎 双葉社 １７

四つの終止符 ６ 西村京太郎 講談社 ８８

陸中海岸殺意の旅 ４ 西村京太郎 実業之日本社 ９５

寝台特急「北斗星」（ロイヤル・トレイン）殺
人事件

６：２８ 西村京太郎 講談社 ０５

ワイドビュー南紀殺人事件 ４ 西村京太郎 中央公論社 ９４

地の底のヤマ ４２：４３ 西村健 講談社 １１

ヤマの疾風（かぜ） １０：００ 西村健 徳間書店 １３

黄金の犬 ６ 西村寿行 徳間書店 ７８

黄金の犬　第二部 ７ 西村寿行 徳間書店 ７９

修羅の孤島 ６ 西村望 広済堂出版 ９３

葉書の中の白い街 ８：４５ 西本秋 東京創元社 １４

アラスカ物語 １１ 新田次郎 新潮社 ７７

武田信玄　風の巻 １５：１５ 新田次郎 文藝春秋 ０５

武田信玄　林の巻 １３：０８ 新田次郎 文藝春秋 ０５
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武田信玄　火の巻 １２：１８ 新田次郎 文藝春秋 ０５

武田信玄　山の巻 １５：３９ 新田次郎 文藝春秋 ０５

八甲田山死の彷徨 ５ 新田次郎 新潮社 ８３

監察の神 ８：１１ 弐藤水流 光文社 １５

異端の大義　上 １４：２６ 楡周平 毎日新聞社 ０６

異端の大義　下 １３：２４ 楡周平 毎日新聞社 ０６

ワンス・アポン・ア・タイム・イン・東京　上 １０：５０ 楡周平 講談社 ０８

ワンス・アポン・ア・タイム・イン・東京　下 １０：５２ 楡周平 講談社 ０８

クラッシュ １８：００ 楡周平 宝島社 ９８

慟哭 １２：２１ 貫井徳郎 東京創元社 ９３

北天の馬たち ９：２０ 貫井徳郎 ＫＡＤＯＫＡＷＡ １３

愛しき犬たちの物語 ４ 沼田陽一 世界文化社 ８８

コメディアン犬舎犬地獄 ６ 沼田陽一 光文社 ７８

熊谷キヨ子最後の旅 ５ ねじめ正一 文藝春秋 ９９

熊谷突撃商店 ８ ねじめ正一 文藝春秋 ９６

商人 ９：５８ ねじめ正一 集英社 ０９

黄昏（おうごん）郷 ７ 野阿梓 早川書房 ９４

月光のイドラ ４ 野阿梓 中央公論社 ９３

バベルの薫り １７ 野阿梓 早川書房 ９１

森 １５ 野上弥生子 新潮社 ８６

Ｒｅ：－返信－ ３：０９ 野島伸司 小学館 １２

悪魔の羽根 ７：３３ 乃南アサ 新潮社 ０４

あなた １１：４０ 乃南アサ 新潮社 ０３

いつか陽のあたる場所で ７：３５ 乃南アサ 新潮社 ０７

すれ違う背中を ７：５０ 乃南アサ 新潮社 １２

いちばん長い夜に １２：２１ 乃南アサ 新潮社 １５

駆けこみ交番 ９：５７ 乃南アサ 新潮社 ０５

風の墓碑銘（エピタフ） １６：３６ 乃南アサ 新潮社 ０６

鎖 １８：４４ 乃南アサ 新潮社 ００

再生の朝 ５ 乃南アサ 勁文社 ９６

しゃぼん玉 ７：３２ 乃南アサ 朝日新聞社 ０４

死んでも忘れない ６ 乃南アサ 勁文社 ９７

ニサッタ、ニサッタ １６：０８ 乃南アサ 講談社 ０９

窓 ６ 乃南アサ 講談社 ９６

水の中のふたつの月 ６ 乃南アサ 角川書店 ９７
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未練 ５ 乃南アサ 新潮社 ０１

夜離れ（よがれ） ４ 乃南アサ 幻冬舎 ０１

６月１９日の花嫁 ９：３９ 乃南アサ 新潮社 ９７

パリキユリイ病院 ８ 野見山曉治 筑摩書房 ７９

警視総監を逮捕せよ ６ 野村恒夫 潮文社 ９１

草のつるぎ ６ 野呂邦暢 文藝春秋 ７４

虚（うつろ）の王－長編暗黒小説－ １３：５９ 馳星周 光文社 ０３

クラッシュ ７：１５ 馳星周 徳間書店 ０３

暗闇で踊れ １４：３１ 馳星周 双葉社 １１

生誕祭　上 １４：４３ 馳星周 文藝春秋 ０３

生誕祭　下 １２：５０ 馳星周 文藝春秋 ０３

ダーク・ムーン ２４：３３ 馳星周 集英社 ０１

不夜城 １３：１２ 馳星周 角川書店 ９８

鎮魂歌（レクイエム）－不夜城　２－ １３：４４ 馳星周 角川書店 ００

約束の地で ６：４７ 馳星周 集英社 ０７

やつらを高く吊せ ７：４３ 馳星周 講談社 ０８

隠し事 ３：３４ 羽田圭介 河出書房新社 １２

本多の狐－徳川家康の秘宝－ ８ 羽太雄平 講談社 ９２

竜の見た夢 ７ 羽太雄平 講談社 ９３

けさくしゃ １１：２１ 畠中恵 新潮社 １２

こころげそう
－男女九人お江戸の恋ものがたり－

７：１８ 畠中恵 光文社 ０８

しゃばけ ７：２２ 畠中恵 新潮社 ０１

ぬしさまへ－しゃばけ　２－ ７：０２ 畠中恵 新潮社 ０３

ねこのばば－しゃばけ　３－ ６：２８ 畠中恵 新潮社 ０４

おまけのこ－しゃばけ　４－ ６：４６ 畠中恵 新潮社 ０５

うそうそ－しゃばけ　５－ ８：０２ 畠中恵 新潮社 ０６

ちんぷんかん－しゃばけ　６－ ７：３２ 畠中恵 新潮社 ０７

いっちばん－しゃばけ　７－ ７：０９ 畠中恵 新潮社 ０８

ころころろ－しゃばけ　８－ ８：００ 畠中恵 新潮社 ０９

ゆんでめて－しゃばけ　９－ ７：２４ 畠中恵 新潮社 １０

やなりいなり－しゃばけ　１０－ ６：４８ 畠中恵 新潮社 １１

ひなこまち－しゃばけ　１１－ ８：２６ 畠中恵 新潮社 １２

たぶんねこ－しゃばけ　１２－ ７：５８ 畠中恵 新潮社 １３

すえずえ－しゃばけ　１３－ ７：３６ 畠中恵 新潮社 １４

なりたい－しゃばけ　１４－ ８：２３ 畠中恵 新潮社 １５

106



（録音）

タイトル 巻数 著者名 出版者 出版年

おおあたり－しゃばけ　１５－ ７：０６ 畠中恵 新潮社 １６

とるとだす－しゃばけ　１６－ ６：２４ 畠中恵 新潮社 １７

ちょちょら １２：３２ 畠中恵 新潮社 １１

つくもがみ、遊ぼうよ ８：０３ 畠中恵 角川書店 １３

つくもがみ貸します ６：５９ 畠中恵 角川書店 ０７

まことの華姫 ７：４３ 畠中恵 KADOKAWA １６

まんまこと ８：１５ 畠中恵 文藝春秋 １０

こいしり－まんまこと　２－ ８：１４ 畠中恵 文藝春秋 ０９

こいわすれ－まんまこと　３－ ８：０９ 畠中恵 文藝春秋 １１

ときぐすり－まんまこと　４－ ８：０２ 畠中恵 文藝春秋 １３

まったなし－まんまこと　５－ ８：２４ 畠中恵 文藝春秋 １５

ひとめぼれ－まんまこと　６－ ８：１６ 畠中恵 文藝春秋 １７

ゆめつげ ８：１５ 畠中恵 角川書店 ０８

若様組まいる ９：０８ 畠中恵 講談社 １０

神よりも尊き者たち ２１：３６ 畑山博 毎日新聞社 ９０

深海のアトム ２０：０５ 服部真澄 ＫＡＤＯＫＡＷＡ １４

竜の契り－長編国際謀略サスペンス－ １６：４８ 服部真澄 祥伝社 ９５

聖殺人者イグナシオ ５ 花村萬月 広済堂出版 ９２

永遠（とわ）の島 ８：４３ 花村萬月 学習研究社 ９３

ブル－ス ９ 花村萬月 角川書店 ９３

紅色の夢 ４ 花村萬月 徳間書店 ９３

アフリカの瞳 １３：４３ 帚木蓬生 講談社 ０４

国銅　上 １０：２８ 帚木蓬生 新潮社 ０３

国銅　下 １０：２６ 帚木蓬生 新潮社 ０３

受命 １８：２８ 帚木蓬生 角川書店 ０６

賞の柩 ７ 帚木蓬生 新潮社 ９０

千日紅の恋人 ９：３０ 帚木蓬生 新潮社 ０５

ヨウム室においでよ！ ９：３７ 濱岡稔 文芸社 １２

さわらびの譜 ７：０４ 葉室麟 角川書店 １３

蒼天見ゆ ８：１５ 葉室麟 ＫＡＤＯＫＡＷＡ １５

大獄－西郷青嵐賦－ ７：１８ 葉室麟 文藝春秋 １７

散り椿 ９：３７ 葉室麟 角川書店 １２

はだれ雪 １２：４９ 葉室麟 ＫＡＤＯＫＡＷＡ １５

ダウンタウン・ヒ－ロ－ズ ６ 早坂暁 新潮社 ８６

放浪記 １１ 林芙美子 新潮社 ８６
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秋の森の奇跡 ９：５１ 林真理子 小学館 ０６

アッコちゃんの時代 ７：４７ 林真理子 新潮社 ０５

Ａｎｅｇｏ（あねご） ８ 林真理子 小学館 ０３

ウーマンズ・アイランド ３：５９ 林真理子 マガジンハウス ０６

野ばら １３：１０ 林真理子 文藝春秋 ０４

満ちたりぬ月 ５：５３ 林真理子 文藝春秋 ９２

ミルキー ４ 林真理子 講談社 ０４

なんか島開拓誌 ７ 原岳人 新潮社 ９１

愚か者死すべし １０：３４ 原尞 早川書房 ０４

そして夜は甦る ９ 原尞 早川書房 ８９

天使たちの探偵 ６ 原尞 早川書房 ９０

私が殺した少女 １２：２９ 原尞 早川書房 ９０

それまでの明日 １２：１６ 原尞 早川書房 １８

どこにもない短編集 ４ 原田宗典 徳間書店 ９３

狗神 ６ 坂東眞砂子 角川書店 ９４

山妣（やまはは） １５ 坂東眞砂子 新潮社 ９６

江戸打入り ８：４０ 半村良 集英社 ９７

黄金奉行　上 ６ 半村良 祥伝社 ９１

黄金奉行　下 ５ 半村良 祥伝社 ９１

寒河江伝説 ６：０９ 半村良 実業之日本社 ９２

戦国自衛隊 ３ 半村良 早川書房 ７６

二〇三〇年東北自治区 ９：３３ 半村良 新潮社 ９２

赤い指 ７：４２ 東野圭吾 講談社 ０６

仮面山荘殺人事件 ７：２０ 東野圭吾 講談社 ９５

疾風ロンド ８：３４ 東野圭吾 実業之日本社 １３

犯人のいない殺人の夜
－傑作推理小説－

７：０７ 東野圭吾 光文社 ９４

予知夢 ５：５４ 東野圭吾 文藝春秋 ００

容疑者Ｘの献身 １０：５７ 東野圭吾 文藝春秋 ０８

真夏の方程式 １２：３７ 東野圭吾 文藝春秋 １１

虚像の道化師－ガリレオ　７－ ７：１１ 東野圭吾 文藝春秋 １２

禁断の魔術－ガリレオ　８－ ９：１２ 東野圭吾 文藝春秋 １２

麒麟の翼 ８：５７ 東野圭吾 講談社 １１

幻夜 ２５：４３ 東野圭吾 集英社 ０４

使命と魂のリミット １１：１９ 東野圭吾 新潮社 ０６

新参者 ９：３５ 東野圭吾 講談社 ０９
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タイトル 巻数 著者名 出版者 出版年

眠りの森 ６ 東野圭吾 講談社 ８９

マスカレード・ホテル １２：２９ 東野圭吾 集英社 １１

名探偵の掟 ８：０７ 東野圭吾 講談社 ９９

さらば雑司ケ谷 ５：３９ 樋口毅宏 新潮社 ０９

風少女 ７：４６ 樋口有介 文藝春秋 ９０

刑事さん、さようなら ７：２０ 樋口有介 中央公論新社 １１

顎十郎捕物帳 １１ 久生十蘭 三一書房 ８０

天地人　上 １０：３５ 火坂雅志
日本放送出版協
会

０６

天地人　下 １２：１５ 火坂雅志
日本放送出版協
会

０６

虎の城－長編歴史小説－上 １４：４９ 火坂雅志 祥伝社 ０４

虎の城－長編歴史小説－下 １４：２０ 火坂雅志 祥伝社 ０４

Ｋ ９ 久松淳 新潮社 ９０

あの夕陽 ４ 日野啓三 新潮社 ７５

由仁葉は或る日 ７ 美唄清斗 東京創元社 ９４

銀の海金の大地　１ ５：３１ 氷室冴子 集英社 ９２

銀の海金の大地　２ ５：２１ 氷室冴子 集英社 ９２

銀の海金の大地　３ ５：５４ 氷室冴子 集英社 ９２

銀の海金の大地　４ ５：４５ 氷室冴子 集英社 ９２

銀の海金の大地　５ ４：４８ 氷室冴子 集英社 ９２

銀の海金の大地　６ ５：３５ 氷室冴子 集英社 ９３

銀の海金の大地　７ ６：０２ 氷室冴子 集英社 ９４

銀の海金の大地　８ ６：１７ 氷室冴子 集英社 ９４

銀の海金の大地　９ ６：２２ 氷室冴子 集英社 ９５

銀の海金の大地　１０ ６：２５ 氷室冴子 集英社 ９５

銀の海金の大地　１１ ６：５６ 氷室冴子 集英社 ９６

ハルカ・エイティ １４：０９ 姫野カオルコ 文藝春秋 ０５

風の中のマリア ６：４４ 百田尚樹 講談社 ０９

フォルトゥナの瞳 １２：０８ 百田尚樹 新潮社 １４

青の回帰　上 ６：０７ 平岩弓枝 講談社 ８５

青の回帰　下 ６：３５ 平岩弓枝 講談社 ８５

魚の棲む城 １４：０２ 平岩弓枝 新潮社 ０２

女の河　上 １３：０５ 平岩弓枝 文藝春秋 ８１

女の河　下 １２：４９ 平岩弓枝 文藝春秋 ８１

女の気持　上 ４ 平岩弓枝 中央公論社 ７４

女の気持　下 ４ 平岩弓枝 中央公論社 ７４
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タイトル 巻数 著者名 出版者 出版年

女の四季 ７ 平岩弓枝 東京文芸社 ８４

十三歳の仲人－御宿かわせみ　２９－ ６ 平岩弓枝 文藝春秋 ０４

小判商人－御宿かわせみ　３０－ ７：２５ 平岩弓枝 文藝春秋 ０５

浮かれ黄蝶－御宿かわせみ　３１－ ７：３９ 平岩弓枝 文藝春秋 ０６

新・御宿かわせみ ９：４９ 平岩弓枝 文藝春秋 ０８

華族夫人の忘れもの
－新・御宿かわせみ　２－

７：３４ 平岩弓枝 文藝春秋 ０８

花世の立春－新・御宿かわせみ　３－ ６：４２ 平岩弓枝 文藝春秋 １０

蘭陵王の恋－新・御宿かわせみ　４－ ７：４９ 平岩弓枝 文藝春秋 １３

千春の婚礼－新・御宿かわせみ　５－ ５：２５ 平岩弓枝 文藝春秋 １５

お伊勢まいり－新・御宿かわせみ　６－ ３：４５ 平岩弓枝 文藝春秋 １６

青い服の女－新・御宿かわせみ　７－ ５：４２ 平岩弓枝 文藝春秋 １７

風よヴェトナム ７：１６ 平岩弓枝 新潮社 ００

絹の道 １２：４１ 平岩弓枝 文藝春秋 ９３

幸福の船 １２：０６ 平岩弓枝 新潮社 ０１

湖水祭　上 ６ 平岩弓枝 文藝春秋 ８７

湖水祭　下 ６ 平岩弓枝 文藝春秋 ８７

彩の女　上 ９：２４ 平岩弓枝 文藝春秋 ８６

彩の女　下 ８：４３ 平岩弓枝 文藝春秋 ８６

西遊記　上 １２：５３ 平岩弓枝 毎日新聞社 ０７

西遊記　下 １０：５３ 平岩弓枝 毎日新聞社 ０７

獅子の座－足利義満伝－ １１：０８ 平岩弓枝 中央公論新社 ００

秋色　上 ６ 平岩弓枝 文藝春秋 ９０

秋色　下 ７ 平岩弓枝 文藝春秋 ９０

聖徳太子の密使 ７：１６ 平岩弓枝 新潮社 ０９

白い序章 ６：３１ 平岩弓枝 中央公論社 ８７

ちっちゃなかみさん ７ 平岩弓枝 角川書店 ８７

日本のおんな ４：５８ 平岩弓枝 新潮社 ０５

パナマ運河の殺人 ６：５５ 平岩弓枝 角川書店 ８８

華やかな魔獣 １０ 平岩弓枝 集英社 ７８

花嫁の日 ７ 平岩弓枝 講談社 ８２

はやぶさ新八御用帳　１　大奥の恋人 ７：５９ 平岩弓枝 講談社 ９２

はやぶさ新八御用帳　２　江戸の海賊 ６：３５ 平岩弓枝 講談社 ９３

はやぶさ新八御用帳　３
又右衛門の女房

６：２９ 平岩弓枝 講談社 ９４

はやぶさ新八御用帳　４　鬼勘の娘 ６：５８ 平岩弓枝 講談社 ９５
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（録音）

タイトル 巻数 著者名 出版者 出版年

はやぶさ新八御用帳　５　御守殿おたき ６：２１ 平岩弓枝 講談社 ９６

はやぶさ新八御用帳　６　春月の雛 ６：５０ 平岩弓枝 講談社 ９７

はやぶさ新八御用帳　７　寒椿の寺 ５：５６ 平岩弓枝 講談社 ９９

はやぶさ新八御用帳　８　春怨根津権現 ７：３３ 平岩弓枝 講談社 ００

はやぶさ新八御用帳　９　王子稲荷の女 ６：４６ 平岩弓枝 講談社 ０１

はやぶさ新八御用帳　１０
幽霊屋敷の女

６：０７ 平岩弓枝 講談社 ０２

はやぶさ新八御用旅　１
東海道五十三次

６：５４ 平岩弓枝 講談社 ０１

はやぶさ新八御用旅　２
中仙道六十九次

８：２０ 平岩弓枝 講談社 ０２

はやぶさ新八御用旅　３
日光例幣使道の殺人

７：１１ 平岩弓枝 講談社 ０４

はやぶさ新八御用旅　４　北前船の事件 ６：５７ 平岩弓枝 講談社 ０６

はやぶさ新八御用旅　５　諏訪の妖狐 ５：００ 平岩弓枝 講談社 １１

はやぶさ新八御用旅　６　紅花染め秘帳 ４：１６ 平岩弓枝 講談社 １４

火の航跡 ８ 平岩弓枝 文藝春秋 ８７

平安妖異伝 ７：２４ 平岩弓枝 新潮社 ００

道長の冒険－平安妖異伝－ ４：５３ 平岩弓枝 新潮社 ０４

水鳥の関　上 ６ 平岩弓枝 文藝春秋 ９９

水鳥の関　下 ６ 平岩弓枝 文藝春秋 ９９

やきもの師 ５ 平岩弓枝 集英社 ９２

妖怪 １５：４１ 平岩弓枝 文藝春秋 ０１

若い真珠 ８：１０ 平岩弓枝 文藝春秋 ０１

女人しぐれ ６ 平山壽三郎 講談社 ０１

一応の推定 ８：４３ 広川純 文藝春秋 ０６

天才投手 ５ 弘田静憲 光文社 ９２

石蕗の花 ６ 広津桃子 講談社 ８１

炎熱商人 ２９：１４ 深田祐介 文藝春秋 ８２

仮面海峡 ８：０６ 深田祐介 文藝春秋 ９１

ハーメルンの笛を聴け ８ 深谷忠記 中央公論社 ８９

邪馬台国の謎殺人事件 ６ 深谷忠記 光文社 ８９

終戦のローレライ　上 ２３：２５ 福井晴敏 講談社 ０２

終戦のローレライ　下 ３０：１５ 福井晴敏 講談社 ０２

Ｔｏｋｙｏ　ｂｌａｃｋｏｕｔ １２：３４ 福田和代 東京創元社 ０８

織匠　上 ６ 福本武久 筑摩書房 ８１

織匠　下 ８ 福本武久 筑摩書房 ８１
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タイトル 巻数 著者名 出版者 出版年

あなたの胸で眠りたい－長安遊侠傳－ １１：５２ 藤水名子 集英社 ９４

色判官（いろはんがん）絶句
－長編小説－

１２：１４ 藤水名子 講談社 ９３

白木屋犯科帳 ４ 藤井博吉 ＰＨＰ研究所 ９６

海鳴りやまず－八丈流人群像－ ９：０５ 藤井素介 講談社 ９４

死亡遊戯 ３ 藤沢周 河出書房新社 ９４

暗殺の年輪 ８：０９ 藤沢周平 文藝春秋 ７８

漆の実のみのる国　上 ８：０２ 藤沢周平 文藝春秋 ９７

漆の実のみのる国　下 ８：５５ 藤沢周平 文藝春秋 ９７

冤罪 ８ 藤沢周平 新潮社 ８７

隠し剣秋風抄 ７ 藤沢周平 文藝春秋 ８４

風の果て　上 ６ 藤沢周平 文藝春秋 ８８

風の果て　下 ５ 藤沢周平 文藝春秋 ８８

神隠し ６ 藤沢周平 新潮社 ８３

霧の果て－神谷玄次郎捕物控　１－ ７ 藤沢周平 文藝春秋 ９０

出合茶屋－神谷玄次郎捕物控　２－ ９：１２ 藤沢周平 双葉社 ９７

檻車墨河を渡る ７ 藤沢周平 文藝春秋 ７５

義民が駆ける　改版 １０：５５ 藤沢周平 中央公論社 ９５

決闘の辻－藤沢版新剣客伝－ ９：０８ 藤沢周平 講談社 ８８

玄鳥 ６ 藤沢周平 文藝春秋 ９１

市塵 １６：２４ 藤沢周平 講談社 ８９

静かな木 １：５１ 藤沢周平 新潮社 ９８

春秋の檻－獄医立花登手控え　１－ ８：０４ 藤沢周平 講談社 ８２

風雪の檻－獄医立花登手控え　２－ ８：０５ 藤沢周平 講談社 ０２

愛憎の檻－獄医立花登手控え　３－ ７：２４ 藤沢周平 講談社 ８４

人間の檻－獄医立花登手控え　４－ ６ 藤沢周平 講談社 ８５

春秋山伏記 ６ 藤沢周平 新潮社 ８８

蝉しぐれ １３：０４ 藤沢周平 文藝春秋 ９１

早春 ４：０５ 藤沢周平 文藝春秋 ９８

竹光始末 ５ 藤沢周平 新潮社 ８１

たそがれ清兵衛 ８：２６ 藤沢周平 新潮社 ９０

長門守の陰謀 ４ 藤沢周平 文藝春秋 ８３

日暮れ竹河岸 ５：５０ 藤沢周平 文藝春秋 ００

秘太刀馬の骨 ７：４０ 藤沢周平 文藝春秋 ９５

藤沢周平未刊行初期短篇 １４：４４ 藤沢周平 文藝春秋 ０６

消えた女　－彫師伊之助捕物覚え　１－ ７ 藤沢周平 新潮社 ９０
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漆黒の霧の中で
－彫師伊之助捕物覚え　２－

６ 藤沢周平 新潮社 ９０

ささやく河　－彫師伊之助捕物覚え　３－ ７ 藤沢周平 新潮社 ８８

本所しぐれ町物語 ７：５２ 藤沢周平 新潮社 ９０

密謀　上 ８ 藤沢周平 毎日新聞社 ８２

密謀　下 ７ 藤沢周平 毎日新聞社 ８２

三屋清左衛門残日録 １０：４９ 藤沢周平 文藝春秋 ９２

麦屋町昼下がり ５ 藤沢周平 文藝春秋 ８９

闇の穴 ６ 藤沢周平 新潮社 ８５

闇の歯車 ６：４３ 藤沢周平 講談社 ８１

雪明かり ９：３２ 藤沢周平 講談社 ７９

用心棒日月抄 １２：３１ 藤沢周平 新潮社 ８１

孤剣－用心棒日月抄　２－ １０：１９ 藤沢周平 新潮社 ０２

刺客－用心棒日月抄　３－ ９：４３ 藤沢周平 新潮社 ０３

凶刃－用心棒日月抄　４－ １０：４３ 藤沢周平 新潮社 ９４

夜消える ５：４１ 藤沢周平 文藝春秋 ９４

よろずや平四郎活人剣　上 １２：０３ 藤沢周平 文藝春秋 ９１

よろずや平四郎活人剣　下 １２：３０ 藤沢周平 文藝春秋 ９１

竜を見た男 ６ 藤沢周平 新潮社 ９０

キッドナップ １０ 藤田宜永 講談社 ０３

さもなくば友を ７：０２ 藤田宜永 集英社 ９４

ダブル・スチール １０：１９ 藤田宜永 光文社 ９５

夢で逢いましょう １３：４３ 藤田宜永 小学館 １１

乱調 １４：２４ 藤田宜永 講談社 ０５

親子三代、犬一匹 １０：５４ 藤野千夜 朝日新聞出版 ０９

蚊トンボ白鬚の冒険 １８：１７ 藤原伊織 講談社 ０２

てのひらの闇 １３：０６ 藤原伊織 文藝春秋 ０２

名残り火－てのひらの闇　２－ １３：１６ 藤原伊織 文藝春秋 ０７

夜来香（イエライシャン）海峡 １０：５２ 船戸与一 講談社 ０９

蜩の声 ６：１９ 古井由吉 講談社 １１

異聞岩倉使節団 ４ 古川薫 新潮社 ８６

郡司八平礼法指南 ５ 古川薫 新潮社 ８４

おんみょう紅茶屋らぷさん－陰陽師のい
るお店で､あなただけの一杯を－

７：５４ 古野まほろ KADOKAWA １６

おんみょう紅茶屋らぷさん　２
－式神のいるお店で､おかわりをどうぞ－

７：１６ 古野まほろ KADOKAWA １７
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外田警部、カシオペアに乗る ８：２９ 古野まほろ 光文社 １３

外田警部、ＴＧＶに乗る １１：３２ 古野まほろ 光文社 １４

青い花 ５：０７ 辺見庸 角川書店 １３

バイロケーション １２：０２ 法条遥 角川書店 １０

みずうみの歌 ７：４４ ほしおさなえ 講談社 １３

バビロニア・ウェーブ １１：３１ 堀晃 徳間書店 ８８

深夜百太郎　入口 ８：２２
舞城王太郎
MASAFUMI SANAI

ナナロク社 １５

深夜百太郎　出口 １０：０９
舞城王太郎
MASAFUMI SANAI

ナナロク社 １５

助っ人剣客－日比野左内一手指南　１－ ６：５７ 牧秀彦 徳間書店 １５

謎呼ぶ美剣－日比野左内一手指南　２－ ７：２６ 牧秀彦 徳間書店 １５

東郷平八郎　上 １６：２８ 真木洋三 文藝春秋 ８５

東郷平八郎　下 １７：３８ 真木洋三 文藝春秋 ８５

屍の王 ８：２４ 牧野修 ぶんか社 ９８

アダマースの饗宴 ９：３８ 牧村一人 文藝春秋 ０９

悟浄出立 ４：５０ 万城目学 新潮社 １４

家の匂い ５ 増田みず子 河出書房新社 ８５

漁師と歌姫 ７：４１ 又吉栄喜 潮出版社 ０９

一の富－並木拍子郎種取帳－ ７：３９ 松井今朝子 角川春樹事務所 ０１

そろそろ旅に １４：３８ 松井今朝子 講談社 ０８

仲蔵狂乱 １０：４０ 松井今朝子 講談社 ９８

道絶えずば、また １０：０７ 松井今朝子 集英社 ０９

奴の小万と呼ばれた女 １０：００ 松井今朝子 講談社 ００

吉原手引草 ８：５６ 松井今朝子 幻冬舎 ０７

料理通異聞 ９：１９ 松井今朝子 幻冬舎 １６

ＬＩＦＥ ６：０６ 松波太郎 講談社 １４

風の視線　上 ６：４３ 松本清張 文藝春秋 ８３

風の視線　下 ６：４４ 松本清張 文藝春秋 ８３

喪失の儀礼 １０：３６ 松本清張 新潮社 ７８

わるいやつら　上巻 １０：５１ 松本清張 新潮社 ０５

わるいやつら　下巻 １０：３７ 松本清張 新潮社 ０５

春の小夜 ４：１９ 松本侑子 角川書店 １０

引き潮 ３：３６ 松本侑子 幻冬舎 ０４

レッドゾーン　上 ９：３３ 真山仁 講談社 ０９

レッドゾーン　下 ９：１４ 真山仁 講談社 ０９
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時空の旅人　前編 ５ 眉村卓 角川書店 ８６

時空の旅人　中編 ４ 眉村卓 角川書店 ８６

時空の旅人　後編 ４ 眉村卓 角川書店 ８６

持ち重りする薔薇の花 ５：０７ 丸谷才一 新潮社 １１

青い棘 １０：５６ 三浦綾子 学習研究社 ８２

草のうた ７：４４ 三浦綾子 角川書店 ８６

風が強く吹いている １６：４９ 三浦しをん 新潮社 ０６

神去なあなあ日常 ７：３７ 三浦しをん 徳間書店 ０９

神去なあなあ夜話 ７：０４ 三浦しをん 徳間書店 １２

光 ９：２０ 三浦しをん 集英社 ０８

仏果を得ず ６：４７ 三浦しをん 双葉社 ０７

政と源 ７：０３ 三浦しをん 集英社 １３

まほろ駅前多田便利軒 ８：１５ 三浦しをん 文藝春秋 ０６

まほろ駅前番外地 ６：５７ 三浦しをん 文藝春秋 ０９

まほろ駅前狂騒曲 １１：０６ 三浦しをん 文藝春秋 １３

拳銃と十五の短編 ６ 三浦哲郎 講談社 ７６

忍ぶ川 １ 三浦哲郎 新潮社 ６５

愁月記 ６：１１ 三浦哲郎 新潮社 ９０

白夜を旅する人々 １５ 三浦哲郎 新潮社 ８０

みちづれ（短篇集モザイク　Ⅰ） ５：１８ 三浦哲郎 新潮社 ９１

ふなうた（短篇集モザイク　Ⅱ） ４ 三浦哲郎 新潮社 ９４

ビブリア古書堂の事件手帖
－栞子さんと奇妙な客人たち－

６：５８ 三上延
アスキー・メディア
ワークス

１１

ビブリア古書堂の事件手帖　２
栞子さんと謎めく日常

５：３９ 三上延
アスキー・メディア
ワークス

１１

ビブリア古書堂の事件手帖　３
栞子さんと消えない絆

６：５６ 三上延
アスキー・メディア
ワークス

１２

ビブリア古書堂の事件手帖　４
栞子さんと二つの顔

７：４６ 三上延
アスキー・メディア
ワークス

１３

ビブリア古書堂の事件手帖　５
栞子さんと繋がりの時

７：０８ 三上延 ＫＡＤＯＫＡＷＡ １４

ビブリア古書堂の事件手帖　６
栞子さんと巡るさだめ

７：３６ 三上延 ＫＡＤＯＫＡＷＡ １４

ビブリア古書堂の事件手帖　７
栞子さんと果てない舞台

８：３３ 三上延 ＫＡＤＯＫＡＷＡ １７

砲撃のあとで ６ 三木卓 集英社 ７３

てのひらの記憶 ７：１５ 水生大海 ＰＨＰ研究所 １２

熱望 ５：２８ 水生大海 文藝春秋 １３
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カラスの親指
－Ｂｙ　ｒｕｌｅ　ｏｆ　ｃｒｏｗ’ｓ　ｔｈｕｍｂ－

１１：２１ 道尾秀介 講談社 ０８

貘の檻 １２：２８ 道尾秀介 新潮社 １４

機雷 １０ 光岡明 講談社 ８２

生霊（いきだま）の如き重（だぶ）るもの １３：４４ 三津田信三 講談社 １１

幽女の如き怨むもの １８：３４ 三津田信三 原書房 １２

生きる日死ぬ日 ６ 水上勉 福武書店 ８７

桜守 ５ 水上勉 新潮社 ７６

寺泊 ４ 水上勉 筑摩書房 ７７

会津恋い鷹 ６ 皆川博子 講談社 ８６

花闇 ７ 皆川博子 中央公論社 ８７

妖櫻記　上 ９ 皆川博子 文藝春秋 ９３

妖櫻記　下 ９ 皆川博子 文藝春秋 ９３

妖恋－男と女の不可思議な七章－ ４ 皆川博子 ＰＨＰ研究所 ９７

甲州金－新・人斬り弥介－ ７：０９
峰隆一郎
宮里洸

集英社 ００

修羅の系譜 ８：４６ 峰隆一郎 ミリオン出版 ０５

寝台特急『瀬戸』鋼鉄の柩 ６：３５ 峰隆一郎 講談社 ９５

殺人特急(ブルートレイン)逆転の１５分 ８：２３ 峰隆一郎 講談社 ８８

別府発寝台特急「富士」４５分の殺意 ８：００ 峰隆一郎 集英社 １４

クレオパトラ　上 ９：１０ 宮尾登美子 朝日新聞社 ９６

クレオパトラ　下 ８：４１ 宮尾登美子 朝日新聞社 ９６

朱夏　上 ８ 宮尾登美子 集英社 ８５

朱夏　下 ８ 宮尾登美子 集英社 ８５

天涯の花 １０：４２ 宮尾登美子 集英社 ９８

天璋院篤姫　上 ８ 宮尾登美子 講談社 ８７

天璋院篤姫　下 ８ 宮尾登美子 講談社 ８７

錦 １１：０４ 宮尾登美子 中央公論新社 ０８

松風の家　上 ６ 宮尾登美子 文藝春秋 ８９

松風の家　下 ６ 宮尾登美子 文藝春秋 ８９

校閲ガール ４：４７ 宮木あや子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ ９９

校閲ガールア・ラ・モード ５：２１ 宮木あや子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ １５

校閲ガール　トルネード ４：５７ 宮木あや子 KADOKAWA １６

玉人 ５：３３ 宮城谷昌光 新潮社 ９６

重耳　上 ７ 宮城谷昌光 講談社 ９３

重耳　中 ７ 宮城谷昌光 講談社 ９３
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重耳　下 ７ 宮城谷昌光 講談社 ９３

沈黙の王 ８：２３ 宮城谷昌光 文藝春秋 ９２

熱い河 ６：０８ 三宅雅子 講談社 ９８

派遣ちゃん ３：５９ 宮崎誉子 新潮社 ０９

Ｒ．Ｐ．Ｇ． ６：０３ 宮部みゆき 集英社 ０１

あかんべえ １６：２５ 宮部みゆき ＰＨＰ研究所 ０２

あやし－怪－ ６ 宮部みゆき 角川書店 ００

イコ－霧の城－ １６：５１ 宮部みゆき 講談社 ０４

英雄の書　上 ９：３０ 宮部みゆき 毎日新聞社 ０９

英雄の書　下 ８：５８ 宮部みゆき 毎日新聞社 ０９

火車 １１ 宮部みゆき 双葉社 ９２

かまいたち ５ 宮部みゆき 新人物往来社 ９２

堪忍箱 ５：２９ 宮部みゆき 新潮社 ０１

クロスファイア－長編推理小説－上 ７ 宮部みゆき 光文社 ９８

クロスファイア－長編推理小説－下 ６ 宮部みゆき 光文社 ９８

幻色江戸ごよみ ５ 宮部みゆき 新人物往来社 ９４

小暮写眞館 ２２：０１ 宮部みゆき 講談社 １０

孤宿の人　上 １０：２３ 宮部みゆき 新人物往来社 ０５

孤宿の人　下 １０：４３ 宮部みゆき 新人物往来社 ０５

この世の春　上 １１：３８ 宮部みゆき 新潮社 １７

この世の春　下 １１：５９ 宮部みゆき 新潮社 １７

今夜は眠れない ５ 宮部みゆき 中央公論社 ９２

ステップファザ－・ステップ ８：２９ 宮部みゆき 講談社 ９３

スナ－ク狩り ７ 宮部みゆき 光文社 ９２

誰か １１：２４ 宮部みゆき 実業之日本社 ０３

地下街の雨 ６ 宮部みゆき 集英社 ９４

東京下町殺人暮色 ５ 宮部みゆき 光文社 ９４

ドリームバスター ９：２５ 宮部みゆき 徳間書店 ０１

ドリームバスター　２ ８：３２ 宮部みゆき 徳間書店 ０３

ドリームバスター　３ ９：３７ 宮部みゆき 徳間書店 ０６

ドリームバスター　４ ６ 宮部みゆき 徳間書店 ０７

とり残されて ６ 宮部みゆき 文藝春秋 ９２

長い長い殺人 ７ 宮部みゆき 光文社 ９２

名もなき毒 １４：０８ 宮部みゆき 幻冬舎 ０６

初ものがたり ４ 宮部みゆき ＰＨＰ研究所 ９５
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鳩笛草 ６ 宮部みゆき 光文社 ９５

パ－フェクト・ブル－ ６ 宮部みゆき 東京創元社 ８９

日暮らし　上 ８：５３ 宮部みゆき 講談社 ０５

日暮らし　下 ９：１７ 宮部みゆき 講談社 ０５

人質カノン ７：０３ 宮部みゆき 文藝春秋 ９６

ブレイブ・ストーリー　上 １２ 宮部みゆき 角川書店 ０３

ブレイブ・ストーリー　下 １２ 宮部みゆき 角川書店 ０３

返事はいらない ４ 宮部みゆき 実業之日本社 ９３

ぼんくら １０ 宮部みゆき 講談社 ００

本所深川ふしぎ草紙 ４ 宮部みゆき 新人物往来社 ９１

魔術はささやく ９ 宮部みゆき 新潮社 ９０

おそろし－三島屋変調百物語事始－ １１：３１ 宮部みゆき 角川書店 ０８

泣き童子（わらし）
－三島屋変調百物語参之続－

１１：５３ 宮部みゆき 文藝春秋 １３

三鬼－三島屋変調百物語四之続－ １５：３６ 宮部みゆき
日本経済新聞出
版社

１６

模倣犯　上 ２８：１０ 宮部みゆき 小学館 ０１

模倣犯　下 ２７：４８ 宮部みゆき 小学館 ０１

夢にも思わない ６ 宮部みゆき 中央公論社 ９５

楽園　上 ８ 宮部みゆき 文藝春秋 ０７

楽園　下 ７ 宮部みゆき 文藝春秋 ０７

理由 １２ 宮部みゆき 朝日新聞社 ９８

龍は眠る ９ 宮部みゆき 出版芸術社 ９１

レベル７ １２ 宮部みゆき 新潮社 ９０

思い出トランプ ５：０１ 向田邦子 新潮社 ９６

愛と死 ２ 武者小路実篤 新潮社 ７８

色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼
の年

１１：３６ 村上春樹 文藝春秋 １３

アラブの電話 ５：４３ 村上政彦 福武書店 ９４

希望の国のエクソダス １２：２７ 村上龍 文藝春秋 ００

五分後の世界 ６ 村上龍 幻冬舎 ９４

鍋の中 ５ 村田喜代子 文藝春秋 ９０

百年佳約 ９：５５ 村田喜代子 講談社 ０４

望潮 ３ 村田喜代子 文藝春秋 ９９

フェミニズムの帝国 ７ 村田基 早川書房 ８８

激しい夢 １２：１９ 村松友視 読売新聞社 ９７

ありふれた愛じゃない １１：３２ 村山由佳 文藝春秋 １４
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彼方の声－おいしいコーヒーのいれ方
Ｓｅｃｏｎｄ　Ｓｅａｓｏｎ　６－

３：３４ 村山由佳 集英社 １１

天使の卵（エンジェルス・エッグ） ４：３３ 村山由佳 集英社 ９６

天使の梯子 ７：４０ 村山由佳 集英社 ０４

天使の柩 ７：５０ 村山由佳 集英社 １３

星々の舟 １１：２９ 村山由佳 文藝春秋 ０３

作家ソノミの甘くない生活 ５：５８ 群ようこ 毎日新聞社 １２

三人暮らし ６：０４ 群ようこ 角川書店 ０９

しっぽちゃん ３：５８ 群ようこ 角川書店 １１

馬琴の嫁 ６：２３ 群ようこ 講談社 ０６

無印不倫物語 ４：４５ 群ようこ 角川書店 ９５

れんげ荘 ６：３７ 群ようこ 角川春樹事務所 ０９

働かないの－れんげ荘物語－ ４：２１ 群ようこ 角川春樹事務所 １３

一億二千万の闇 ６ 本岡類 講談社 ９０

真冬の誘拐者 ７ 本岡類 新潮社 ９３

月山 ２ 森敦 河出書房新社 ７４

永遠の出口 ７ 森絵都 集英社 ０３

風に舞いあがるビニールシート ９：２７ 森絵都 文藝春秋 ０６

Ｄｉｖｅ！！　１　前宙返り３回半抱え型 ４：５７ 森絵都 講談社 ００

Ｄｉｖｅ！！　２　スワンダイブ ４：１３ 森絵都 講談社 ００

Ｄｉｖｅ！！　３　ＳＳスペシャル’９９ ４：１２ 森絵都 講談社 ０１

Ｄｉｖｅ！！　４　コンクリート・ドラゴン ５：１０ 森絵都 講談社 ０２

ラン １１：０９ 森絵都 理論社 ０８

舞姫 １ 森鴎外 新潮社 ６８

赤緑黒白 １３：００ 森博嗣 講談社 ０２

草原の彗星チム－ル １０ 森下研 新潮社 ９２

魚河岸ものがたり ６ 森田誠吾 新潮社 ８５

長安牡丹花異聞 ７：３７ 森福都 文藝春秋 ０５

太陽の塔 ５：２０ 森見登美彦 新潮社 ０３

黒い墜落機（ファントム） １１：１８ 森村誠一 集英社 ０５

コールガール　上 ７ 森村誠一 幻冬舎 ０３

コールガール　下 ７ 森村誠一 幻冬舎 ０３

白の十字架 １２：５８ 森村誠一 中央公論新社 １０

雪煙（せつえん） ７：１２ 森村誠一 講談社 ０８

南十字星の誓い １２：１４ 森村誠一 角川書店 １２

棟居刑事の永遠（とわ）の狩人（かりうど） １０：４０ 森村誠一 双葉社 １４
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（録音）

タイトル 巻数 著者名 出版者 出版年

棟居刑事の黙示録 ５ 森村誠一 角川春樹事務所 ９８

南風吹く １０：３７ 森谷明子 光文社 １７

黄昏のビギン ６：４０ 諸井薫 講談社 ９４

相も変わらずきりきり舞い ６：３３ 諸田玲子 光文社 １４

きりきり舞い ５：５９ 諸田玲子 光文社 ０９

楠（くす）の実が熟すまで ８：１９ 諸田玲子 角川書店 ０９

天女湯おれん １０：０２ 諸田玲子 講談社 ０５

日月めぐる ５：３３ 諸田玲子 講談社 ０８

美女いくさ １３：４６ 諸田玲子 中央公論新社 ０８

狸穴あいあい坂 ７：１８ 諸田玲子 集英社 ０７

恋かたみ－狸穴あいあい坂－ ６：４６ 諸田玲子 集英社 １１

心がわり－狸穴あいあい坂－ ６：３７ 諸田玲子 集英社 １２

建築屍材 ６ 門前典之 東京創元社 ０１

坂道の向こうにある海 ５：５２ 椰月美智子 講談社 ０９

正月はヤクザのアパ－トで ６ 安田雅企 ＪＩＣＣ出版局 ９２

しゃらくせえ鼠小僧伝 ７：３０ 谷津矢車 幻冬舎 １６

恋するハンバーグ－佃はじめ食堂－ ６：２８ 山口恵以子 角川春樹事務所 １６

食堂のおばちゃん ５：３２ 山口恵以子 角川春樹事務所 １５

親子三人 ５ 山口正介 新潮社 ９７

演歌の虫 ７：３６ 山口洋子 文藝春秋 ８８

この流れと大地に ３ 山崎馨 山崎馨 ９８

運命の人　１ ７：２６ 山崎豊子 文藝春秋 ０９

運命の人　２ ７：４９ 山崎豊子 文藝春秋 ０９

運命の人　３ ８：１３ 山崎豊子 文藝春秋 ０９

運命の人　４ ９：０３ 山崎豊子 文藝春秋 ０９

約束の海 ９：０８ 山崎豊子 新潮社 １４

学問 ８：１７ 山田詠美 新潮社 ０９

姫君 ５：４８ 山田詠美 文藝春秋 ０１

Ｐａｙ　ｄａｙ！！！ ９：１５ 山田詠美 新潮社 ０３

柳生十兵衛死す　上 ８：５４ 山田風太郎 毎日新聞社 ９２

柳生十兵衛死す　下 ９：１１ 山田風太郎 毎日新聞社 ９２

好き嫌い ４ 山田邦子 太田出版 ９６

異人たちとの夏 ４ 山田太一 新潮社 ８７

冬の蜃気楼 ５ 山田太一 新潮社 ９２
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恋人形殺人事件
－名探偵キャサリン傑作集　Ⅳ－

４ 山村美紗 光文社 ８８

華やかな誤算
（〈葬儀屋探偵〉明子シリーズ）

５ 山村美紗 新潮社 ９５

虫くい ４ 山室一広 集英社 ９７

あかね空 １２：１２ 山本一力 文藝春秋 ０４

いかずち切り １３：３１ 山本一力 文藝春秋 ０９

いかだ満月 １０：１２ 山本一力 角川春樹事務所 ０８

いすゞ鳴る １２：２８ 山本一力 文藝春秋 ０８

いっぽん桜 ６：２６ 山本一力 新潮社 ０３

戌亥の追風 ９：４６ 山本一力 集英社 １４

梅咲きぬ ９：３６ 山本一力 潮出版社 ０４

おたふく １３：５０ 山本一力
日本経済新聞出
版社

１０

カズサビーチ ７：４４ 山本一力 新潮社 １６

かんじき飛脚 １１：４２ 山本一力 新潮社 ０５

銀しゃり １１：１５ 山本一力 小学館 ０７

草笛の音次郎 １０：１７ 山本一力 文藝春秋 ０３

くじら組 １１：３１ 山本一力 文藝春秋 ０９

欅しぐれ ８：２２ 山本一力 朝日新聞社 ０４

ジョン・マン　波濤編 ５：２７ 山本一力 講談社 １０

ジョン・マン　大洋編 ５：５９ 山本一力 講談社 １１

ジョン・マン　望郷編 ６：４０ 山本一力 講談社 １２

ジョン・マン　青雲編 ４：２８ 山本一力 講談社 １３

ジョン・マン　立志編 ４：４９ 山本一力 講談社 １５

晋平の矢立 ４：５３ 山本一力 徳間書店 ０９

背負い富士 １２：４８ 山本一力 文藝春秋 ０６

千両かんばん ７：３５ 山本一力 新潮社 １３

桑港特急 １４：２３ 山本一力 文藝春秋 １５

蒼龍 １０：３９ 山本一力 文藝春秋 ０２

損料屋喜八郎始末控え ９：４９ 山本一力 文藝春秋 ０３

赤絵の桜－損料屋喜八郎始末控え－ ５：５７ 山本一力 文藝春秋 ０５

牛天神－損料屋喜八郎始末控え４－ ７：４９ 山本一力 文藝春秋 １８

たすけ鍼 ６：１６ 山本一力 朝日新聞社 ０８

たまゆらに ７：５６ 山本一力 潮出版社 １１

つばき １０：５０ 山本一力 光文社 １４

峠越え １０：４２ 山本一力 ＰＨＰ研究所 ０５
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タイトル 巻数 著者名 出版者 出版年

道三堀のさくら １０：３７ 山本一力 角川書店 ０５

研ぎ師太吉 ８：２６ 山本一力 新潮社 ０７

菜種晴れ １３：２７ 山本一力 中央公論新社 ０８

早刷り岩次郎 １０：２３ 山本一力 朝日新聞出版 ０８

晩秋の陰画(ネガフィルム) ７：２２ 山本一力 祥伝社 １６

深川駕籠－長編時代小説　１－ ８ 山本一力 祥伝社 ０２

お神酒徳利（みきどっくり）
－深川駕籠　長編時代小説　２－

９：２４ 山本一力 祥伝社 ０５

花明かり－深川駕籠－ ８：３３ 山本一力 祥伝社 １１

深川黄表紙掛取り帖 ８：５６ 山本一力 講談社 ０５

牡丹酒－深川黄表紙掛取り帖　２－ １０：４８ 山本一力 講談社 ０６

紅けむり １５：４４ 山本一力 双葉社 １４

べんけい飛脚 １０：５０ 山本一力 新潮社 １４

ほうき星　上 ８：１５ 山本一力 角川書店 ０８

ほうき星　下 ８：１４ 山本一力 角川書店 ０８

ほかげ橋夕景 ９：２７ 山本一力 文藝春秋 １０

まとい大名 １２：５１ 山本一力 毎日新聞社 ０６

まねき通り十二景 ６：０２ 山本一力 中央公論新社 ０９

八つ花ごよみ ５：２８ 山本一力 新潮社 ０９

夢曳き船 ９：２３ 山本一力 徳間書店 １０

ワシントンハイツの旋風（かぜ） ８：０５ 山本一力 講談社 ０３

いっしん虎徹 １３：０２ 山本兼一 文藝春秋 ０９

命もいらず名もいらず　上 ９：３４ 山本兼一
日本放送出版協
会

１０

命もいらず名もいらず　下 ９：３５ 山本兼一
日本放送出版協
会

１０

火天の城 １１：１４ 山本兼一 文藝春秋 ０７

銀の島 １２：０７ 山本兼一 朝日新聞出版 １１

ジパング島発見記 ７：５７ 山本兼一 集英社 ０９

修羅走る関ケ原 １１：３７ 山本兼一 集英社 １４

千両花嫁－とびきり屋見立て帖　１－ ８：５９ 山本兼一 文藝春秋 ０８

ええもんひとつ
　　　　　　－とびきり屋見立て帖　２－

６：２８ 山本兼一 文藝春秋 １０

赤絵そうめん
　　　　　　－とびきり屋見立て帖　３－

６：３１ 山本兼一 文藝春秋 １１

まりしてん誾千代姫 １２：５５ 山本兼一 ＰＨＰ研究所 １２

利休にたずねよ １１：２３ 山本兼一 ＰＨＰ研究所 ０８

艶書 ８：３０ 山本周五郎 新潮社 ８３

122



（録音）

タイトル 巻数 著者名 出版者 出版年

季節のない街 ８ 山本周五郎 新潮社 ７７

日本婦道記 １３ 山本周五郎 新潮社 ７５

ひやめし物語 １ 山本周五郎 新潮社 ６９

なぎさ １２：１０ 山本文緒 ＫＡＤＯＫＡＷＡ １３

猫は神さまの贈り物　小説編 ５：３７ 山本容朗編 有楽出版社 １４

終りなき始まり　上 ９ 梁石日 朝日新聞社 ０２

終りなき始まり　下 １０ 梁石日 朝日新聞社 ０２

オンエア　上 ７：０９ 柳美里 講談社 ０９

オンエア　下 ７：３９ 柳美里 講談社 ０９

パラダイスィー８ ６：４２ 雪舟えま 新潮社 １７

BUTTER １６：１３ 柚木麻子 新潮社 １７

大江戸釣客伝　上 ６：５３ 夢枕獏 講談社 １１

大江戸釣客伝　下 ６：５６ 夢枕獏 講談社 １１

混沌の城　上 ８：１２ 夢枕獏 光文社 ９１

混沌の城　下 ８：０９ 夢枕獏 光文社 ９１

菊花大作戦－冒険秘録－ ７ 横田順弥 出版芸術社 ９４

奇妙劇場　ｖｏｌ．１（１１の物語） ７ 横田順弥ほか 太田出版 ９１

時の幻影館 ６ 横田順弥 双葉社 ８９

夢の陽炎館 ６ 横田順弥 双葉社 ９１

獄門島 ７ 横溝正史 角川書店 ７７

クライマーズ・ハイ １５：４２ 横山秀夫 文藝春秋 ０３

真相 ７：５４ 横山秀夫 双葉社 ０３

震度０（ゼロ） １０：２５ 横山秀夫 朝日新聞社 ０５

第三の時効 ８：１９ 横山秀夫 集英社 ０６

半落ち ６ 横山秀夫 講談社 ０２

深追い ６ 横山秀夫 実業之日本社 ０５

臨場 ６：５７ 横山秀夫 光文社 ０４

浮かれ三亀松 ９ 吉川潮 新潮社 ００

江戸っ子だってねえ
－浪曲師広沢虎造一代－

８ 吉川潮
日本放送出版協
会

９８

宮本武蔵　１（地の巻） ５：１９ 吉川英治 講談社 ０２

宮本武蔵　２（水の巻） ７：５４ 吉川英治 講談社 ０２

宮本武蔵　３（火の巻） １０：２５ 吉川英治 講談社 ０２

宮本武蔵　４（風の巻） １５：５１ 吉川英治 講談社 ０２

宮本武蔵　５（空の巻） １２：３５ 吉川英治 講談社 ０２

宮本武蔵　６（二天の巻） ９：０５ 吉川英治 講談社 ０２
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宮本武蔵　７（円明の巻） １１：１７ 吉川英治 講談社 ０２

ランドマーク ５：２５ 吉田修一 講談社 ０４

洟をたらした神 ５ 吉野せい 弥生書房 ７６

アメリカ彦蔵 １５：５４ 吉村昭 読売新聞社 ９９

大黒屋光太夫　上 ７：３４ 吉村昭 毎日新聞社 ０３

大黒屋光太夫　下 ７：１８ 吉村昭 毎日新聞社 ０３

漂流 ９ 吉村昭 新潮社 ８０

さきちゃんたちの夜 ４：２７ よしもとばなな 新潮社 １３

あの道この道 ６ 吉屋信子 国書刊行会 ８４

満願 ９：０１ 米澤穂信 新潮社 １４

エンサイクロペディア銀河英雄伝説 １０ らいとすたっふ編 徳間書店 ９３

一夢庵風流記 １４：１５ 隆慶一郎 読売新聞社 ８９

影武者・徳川家康　上 １９ 隆慶一郎 新潮社 ８９

影武者・徳川家康　下 ２０ 隆慶一郎 新潮社 ８９

死ぬことと見つけたり　上 ７ 隆慶一郎 新潮社 ９０

死ぬことと見つけたり　下 ７ 隆慶一郎 新潮社 ９０

捨て童子・松平忠輝　１ ８ 隆慶一郎 講談社 ８９

捨て童子・松平忠輝　２ ８ 隆慶一郎 講談社 ８９

捨て童子・松平忠輝　３ ８ 隆慶一郎 講談社 ８９

見知らぬ海へ ６ 隆慶一郎 講談社 ９０

柳生非情剣 ５：１８ 隆慶一郎 講談社 ８８

異色時代短篇傑作大全 １３：０９ 隆慶一郎ほか 講談社 ９２

飾り火　上 ７ 連城三紀彦 毎日新聞社 ８９

飾り火　下 ６ 連城三紀彦 毎日新聞社 ８９

どこまでも殺されて ６ 連城三紀彦 双葉社 ９０

流れ星と遊んだころ １１：０７ 連城三紀彦 双葉社 １４

依頼人は死んだ ８：３４ 若竹七海 文藝春秋 ００

悪いうさぎ １２：５１ 若竹七海 文藝春秋 ０４

屋上と、犬と、ぼくたちと ９：２７ 若月香 光文社 １４

悪を駆け抜ける男 ５ 和久峻三 文藝春秋 ８５

雨月荘殺人事件
－公判調書ファイル・ミステリー－

９ 和久峻三 中央公論社 ８８

銭形砂絵殺人事件 ５ 和久峻三 祥伝社 ９５

マイナス百九十六度の相続人 ４ 和久峻三 講談社 ８９

境界性人格犯罪 ８：２０ 和田はつ子 角川書店 ０１

愛の流刑地　上 １０：０２ 渡辺淳一 幻冬舎 ０６
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愛の流刑地　下 ９：３０ 渡辺淳一 幻冬舎 ０６

エ・アロール－それがどうしたの－ １０：１５ 渡辺淳一 角川書店 ０３

君も雛罌粟われも雛罌粟
－与謝野鉄幹・晶子夫妻の生涯－上

１１ 渡辺淳一 文藝春秋 ９６

君も雛罌粟われも雛罌粟
－与謝野鉄幹・晶子夫妻の生涯－下

１０ 渡辺淳一 文藝春秋 ９６

化粧　上 １２ 渡辺淳一 朝日新聞社 ８２

化粧　下 １０ 渡辺淳一 朝日新聞社 ８２

孤舟 ７：３８ 渡辺淳一 集英社 １０

静寂の声－乃木希典夫婦の生涯－上 １２：３０ 渡辺淳一 文藝春秋 ８８

静寂の声－乃木希典夫婦の生涯－下 １３：０７ 渡辺淳一 文藝春秋 ８８

泪壺 ３ 渡辺淳一 講談社 ０１

別れぬ理由 ６ 渡辺淳一 新潮社 ８７

志の輔旅まくら ４：３２ 立川志の輔 新潮社 ０３

　（随筆）

ちょっと怖くて不思議な猫の話
－化けて踊って恩返し－

４ 北嶋廣敏 太陽企画出版 ０１

ハリネズミの道 ５ 青木奈緒 講談社 ９８

木を見て森を見ない ４ 青山南 同文書院 ９５

雨の日の手紙 ４ 秋山ちえ子 文化出版局 ８６

大晦日のローストビーフ ５ 秋山ちえ子 文化出版局 ７６

すべての愛について ６：１５ 浅田次郎 河出書房新社 ０６

つばさよつばさ ５：２７ 浅田次郎 小学館 ０７

ささやかな物語たち。 ０：５５
あさのあつこ文
浅野征大写真

講談社 ０９

クロニクル産経抄２５年　上 １９ 石井英夫 文藝春秋 ９６

クロニクル産経抄２５年　下 ２０ 石井英夫 文藝春秋 ９６

心に残る人々 ６：０８ 石川達三 文藝春秋 ７６

蘇生した魂をのせて ６：２１ 石牟礼道子 河出書房新社 １３

無常の使い ４：３１ 石牟礼道子 藤原書店 １７

アフリカの燕 ５ 伊集院静 文藝春秋 ９４

日本世間噺大系 １０：２９ 伊丹十三 文藝春秋 ７６

生きる事はおもしろい ７：０７ 五木寛之 東京書籍 １３

おとな二人の午後 ６：４９
五木寛之
塩野七生

世界文化社 ００

大河の一滴 ４ 五木寛之 幻冬舎 ９８

他力－大乱世を生きる一〇〇のヒント－ ６：０４ 五木寛之 講談社 ９８
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天命 ５：１０ 五木寛之 東京書籍 ０５

みみずくの宙返り ５：１４ 五木寛之 幻冬舎 ９４

林住期 ３：４８ 五木寛之 幻冬舎 ０７

ペットは女の妻である ３ 犬丸りん ネスコ ９５

たらちね ３ 井伏鱒二 筑摩書房 ９２

ひとりの午後に ５：４６ 上野千鶴子
日本放送出版協
会

１０

たらちをの記 ６ 内田百閒 六興出版 ８１

百歳ゆきゆきて ７ 宇野千代 世界文化社 ０２

心の花ごよみ ３ 生方たつゑ 文化出版局 ８０

あの世の妻へのラブレター ４：５４ 永六輔 中央公論新社 ０５

生き方、六輔の。 ４：４１ 永六輔 飛鳥新社 ０２

老い方、六輔の。 ５：１１ 永六輔 飛鳥新社 ０４

学校ごっこ ３ 永六輔
日本放送出版協
会

９７

死に方、六輔の。 ４：１０ 永六輔 飛鳥新社 ０５

伝言 ２ 永六輔 岩波書店 ０４

夜の紅茶 ６ 江藤淳 北洋社 ７２

暗黙のルール ６ 海老沢泰久 新潮社 ００

ぐうたら生活入門 ４：４５ 遠藤周作 角川書店 ８６

心の砂時計 ７：３８ 遠藤周作 文藝春秋 ９２

狐狸庵うちあけばなし ３ 遠藤周作 集英社 ８７

人生には何ひとつ無駄なものはない
－幸せのための４７５の断章－

７：５４ 遠藤周作 海竜社 ９８

みち草 ９ 大岡信 世界文化社 ９７

巨泉－人生の選択－ ５ 大橋巨泉 講談社 ００

朱い文箱から ５ 岡部伊都子 岩波書店 ９５

老いらくの花 ５：４３ 小沢昭一 文藝春秋 ０６

朝焼けを生きる－われら６３歳－音訳版 ５：２０ 落合恵子　佐高信 七つ森書館 ０８

世界カタコト辞典 １ 開高健 　小田実 文藝春秋 ７９

夕陽妄語　１(1984-1991) １５：０３ 加藤周一 筑摩書房 １６

夕陽妄語　２(1992-2000) １８：４７ 加藤周一 筑摩書房 １６

夕陽妄語　３(2001-2008) １４：２１ 加藤周一 筑摩書房 １６

見知らぬ国へ ６：１７ 北杜夫 新潮社 １２

東京山の手昔がたり ４ 木村梢 世界文化社 ９６

自分の心も好きになりたい
－つれづれノート　２４－

１０：３８ 銀色夏生 角川書店 １３
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ひとり､風に吹かれるように
－つれづれノート　２５－

１０：５４ 銀色夏生 KADOKAWA １４

草の穂をゆらす－つれづれノート　２６－ ７：０３ 銀色夏生 KADOKAWA １４

石とまるまる－つれづれノート　２７－ ９：５３ 銀色夏生 KADOKAWA １５

運動の半年－つれづれノート　２８－ ９：５１ 銀色夏生 KADOKAWA １５

土から芽がでて風がそよそよ
－つれづれノート　２９－

９：４１ 銀色夏生 KADOKAWA １６

わが青春の記 ８：２１ 金田一春彦 東京新聞出版局 ９５

その先は永代橋 １４：０２ 草森紳一 幻戯書房 １４

印象の時々 ５ 串田孫一 ゆまにて出版 ７６

ゴールの情景 ４ 倉本聰 理論社 ９８

父たちの言い分 ５ 黒井千次 新潮社 ８１

夫の浮わ気 ３ 黒木瞳 幻冬舎 ９６

わたしが泣くとき ４ 黒木瞳 幻冬舎 ９８

窓ぎわのトットちゃん ４ 黒柳徹子 講談社 ８１

番茶菓子 ５ 幸田文 講談社 ９３

ニューヨークめぐり会い ４
河野多恵子
市川泰絵

中央公論社 ９７

下谷生れ ７ 小島政二郎 上野のれん会 ７０

東京１００発ガール ２ 小林聡美 幻冬舎 ９５

歩くような速さで ３：３８ 是枝裕和 ポプラ社 １３

齢八十いまなお勉強 ４：２０
近藤啓太郎
安岡章太郎

光文社 ０１

あのころ ３：３６ さくらももこ 集英社 ９６

老い力 ４：５６ 佐藤愛子 海竜社 ０７

こんなことでよろしいか
－老兵の進軍ラッパ－

５：１１ 佐藤愛子 集英社 ０８

こんなふうに死にたい ３：３０ 佐藤愛子 新潮社 ８８

丸裸のおはなし ４：４２ 佐藤愛子 集英社 ８３

娘と私（わたし）と娘のムスメ ３ 佐藤愛子 集英社 ９７

娘と私の時間 ４ 佐藤愛子 集英社 ８０

老残のたしなみ－日々是上機嫌－ ４ 佐藤愛子 集英社 ００

わが孫育て ５：３５ 佐藤愛子 文藝春秋 ０８

我が老後　１ ４：３３ 佐藤愛子 文藝春秋 ９３

なんでこうなるの－我が老後　２－ ４：３６ 佐藤愛子 文藝春秋 ９５

だからこうなるの－我が老後　３－ ４：３３ 佐藤愛子 文藝春秋 ９７

そして、こうなった－我が老後　４－ ５：０９ 佐藤愛子 文藝春秋 ００

それからどうなる－我が老後　５－ ６：００ 佐藤愛子 文藝春秋 ０６

127



（録音）

タイトル 巻数 著者名 出版者 出版年

まだ生きている－我が老後　６－ ６：１９ 佐藤愛子 文藝春秋 ０６

これでおしまい－我が老後　７－ ５：５１ 佐藤愛子 文藝春秋 １１

佐藤君と柴田君 ４
佐藤良明
柴田元幸

白水社 ９５

シズコさん ５：２７ 佐野洋子 新潮社 ０８

ポーカー・フェース ６：５１ 沢木耕太郎 新潮社 １１

ぬくもりのある旅 ６ 沢地久枝 文藝春秋 ８０

六十六の暦 ５：０９ 澤地久枝 講談社 ９８

沢野ひとしの少年少女絵物語 ５：０５ 沢野ひとし 本の雑誌社 ８６

私の浅草 ５ 沢村貞子 暮しの手帖社 ８４

私の台所 ５ 沢村貞子 暮しの手帖社 ８１

わたしのおせっかい談義 ５：５８ 沢村貞子 光文社 ８６

わたしの茶の間 ５ 沢村貞子 光文社 ８３

いのちの音が聞こえる ４ 三宮麻由子 海竜社 ０３

そっと耳を澄ませば ４ 三宮麻由子
日本放送出版協
会

０１

鳥が教えてくれた空 ４ 三宮麻由子
日本放送出版協
会

９８

くじらの朝がえり ５：４８ 椎名誠 文藝春秋 ０３

南国かつおまぐろ旅 ６：１１ 椎名誠 文藝春秋 ９７

フグと低気圧 ５：５６ 椎名誠 講談社 ８９

志賀直哉の動物随想 ３ 志賀直哉 新講社 ９８

白い線　新装改訂版 ７：０１ 志賀直哉 大和書房 １２

八人との対話 ９ 司馬遼太郎 文藝春秋 ９３

本の虫ではないのだけれど ７：１３ 清水眞砂子 かもがわ出版 １０

主婦と演芸 ６：３２ 清水ミチコ 幻冬舎 １３

行（い）くぞ！冷麺探険隊 ５：３２ 東海林さだお 文藝春秋 ９９

偉いぞ！立ち食いそば ６：０５ 東海林さだお 文藝春秋 ０６

ガン入院オロオロ日記 ４：５０ 東海林さだお 文藝春秋 １７

ショージ君のａｌｗａｙｓ
－東海林さだおが昭和を懐かしむ－

５：４１ 東海林さだお
集英社インター
ナショナル

０６

ショージ君の面白半分 ６：１１ 東海林さだお 文藝春秋 ７９

ショージ君のぐうたら旅行 ５ 東海林さだお 文藝春秋 ７７

ショージ君のコラムで一杯 ６：２３ 東海林さだお 文藝春秋 ８６

ショージ君の東奔西走 ６：３２ 東海林さだお 文藝春秋 ８２

ショージ君のにっぽん拝見 ７：３２ 東海林さだお 文藝春秋 ９２

ショージ君のほっと一息 ６：０８ 東海林さだお 文藝春秋 ８１
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そうだ、ローカル線、ソースカツ丼 ５：３２ 東海林さだお 文藝春秋 ０８

湘南－海光る窓－ ４ 城山三郎 文藝春秋 ８９

お稲荷さんの路地 ６ 鈴木真砂女 角川書店 ９９

愛する能力 ５：５４ 瀬戸内寂聴 講談社 ０４

嵯峨野より ５ 瀬戸内晴美 講談社 ７４

夢想の研究－活字と映像の想像力－ ６ 瀬戸川猛資 早川書房 ９３

安心したがる人々 ６：３４ 曽野綾子 小学館 １０

風通しのいい生き方 ５：４６ 曽野綾子 新潮社 １４

完本戒老録－自らの救いのために－ ６：１６ 曾野綾子 祥伝社 ９６

この世の偽善
－人生の基本を忘れた日本人－

６：４２
曽野綾子
金美齢

ＰＨＰ研究所 １３

最高に笑える人生 ４ 曾野綾子 新潮社 ０１

自分の始末 ５：３４ 曽野綾子 扶桑社 １１

バァバちゃんの土地 ４ 曾野綾子 毎日新聞社 ８８

晩年の美学を求めて ６：５５ 曽野綾子 朝日新聞社 ０６

貧困の僻地 ６：４５ 曽野綾子 新潮社 ０９

熱い手紙 ８ 高樹のぶ子 文藝春秋 ８８

風の暦 ４ 高橋治 新潮社 ８７

黄昏綺譚 ７：３６ 高橋克彦 毎日新聞社 ９６

にんげん蚤の市 ４ 高峰秀子 文藝春秋 ９７

私（わたし）のインタヴュー ６：０１ 高峰秀子 新潮社 １２

月次抄 ２ 竹西寛子 青土社 ７８

象に乗って ８：５５ 立松和平 毎日新聞社 ９０

老いは迎え討て
－この世を面白く生きる条件－

３ 田中澄江 青春出版社 ９６

思い出の歌思い出の花 ４：３９ 田中澄江 家の光協会 ９５

人生いつでも出発のとき ４：３０ 田中澄江 家の光協会 ９２

ぼちぼち草子 ４ 田辺聖子 岩波書店 ８８

九十にして惑う ７ 谷川徹三 竹井出版 ８６

六十代の幸福 ３ 俵萠子 海竜社 ０３

人生、捨てたもんやない ４：０２ 俵萠子 海竜社 ０９

パイプのけむり ６ 団伊玖磨 朝日新聞社 ７４

パイプのけむり　続 ６ 団伊玖磨 朝日新聞社 ７１

パイプのけむり　続々 ８：４５ 団伊玖磨 朝日新聞社 ７７

パイプのけむり　又 ７：１９ 団伊玖磨 朝日新聞社 ７７

又々パイプのけむり ８：２２ 団伊玖磨 朝日新聞社 ７７
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まだパイプのけむり ７：３３ 団伊玖磨 朝日新聞社 ７７

重ね重ねパイプのけむり ８：１９ 団伊玖磨 朝日新聞社 ８１

なおなおパイプのけむり ８：５０ 団伊玖磨 朝日新聞社 ８０

なおかつパイプのけむり ９：０８ 団伊玖磨 朝日新聞社 ８２

またして　パイプのけむり ８：４２ 団伊玖磨 朝日新聞社 ８０

さてパイプのけむり ７：５４ 団伊玖磨 朝日新聞社 ８４

明けてもパイプのけむり ７：４７ 団伊玖磨 朝日新聞社 ９０

父の縁側、私（わたし）の書斎 ５ 檀ふみ 新潮社 ０４

夢の中の遠い声 ４ 司修 法蔵館 ９３

無理難題が多すぎる ５：４２ 土屋賢二 文藝春秋 １６

本のお口よごしですが ５ 出久根達郎 講談社 ９１

川明かりの街 ３ 常盤新平 筑摩書房 ８６

東京の片隅 ７：０３ 常盤新平 幻戯書房 １３

妻の肖像 ５：４４ 徳岡孝夫 文藝春秋 ０５

自然に対する五分時 １ 徳富蘆花 岩波書店 ７９

心のくすり箱 ５ 徳永進 岩波書店 ９６

大阪センチメンタルジャーニー ３：５５ 富岡多恵子 集英社 ９７

失敗の効用 ３：２４ 外山滋比古 みすず書房 １１

人間的 ３：４３ 外山滋比古 芸術新聞社 １２

家族の深淵 ９ 中井久夫 みすず書房 ９６

茶 ６ 中里恒子編 作品社 ８５

背中の記憶 ５：５４ 長島有里枝 講談社 １０

生きるということ ７：４０ なかにし礼 毎日新聞出版 １５

老いのこみち ５ 中野孝次 文藝春秋 ０１

ハラスのいた日々 ４ 中野孝次 文藝春秋 ８７

ちよろがの（と、言っているではありませ
んか）－障害者と非障害者のはざまで
（１０５短文集）－

３：１１ 中村雄介 中村銘美堂印刷 １１

この話、続けてもいいですか。 ８：２７ 西加奈子 筑摩書房 １１

命さえ忘れなきゃ ５：０４ 朴慶南 岩波書店 ９７

ひとりが、いちばん！
－頼らず、期待せず、ワガママに－

４：２９ 橋田壽賀子 大和書房 ０３

トーキョー偏差値 ５ 林真理子 マガジンハウス ０３

野心のすすめ ４：４２ 林真理子 講談社 １３

七つ空、二つ水 ５：２１ 東直子 キノブックス １５

私の履歴書 ３：４７ 平岩弓枝
日本経済新聞出
版社

０８
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（録音）

タイトル 巻数 著者名 出版者 出版年

スバらしきバス ４：４４ 平田俊子 幻戯書房 １３

お局さまのひとりごと
－スタジオの片隅で－

５ 広瀬久美子 講談社 ９７

人生の賞味期限 ４：４１ 藤本義一 岩波書店 ０１

さんずいづくし ５：２９ 別役実 白水社 ０１

救う ４：４２ 本間昭雄
講談社出版
サービスセンター

９５

ビフテキと茶碗蒸し
－体験的日米文化比較論－

４ 松山幸雄 暮しの手帖社 ９６

犬だって散歩する ４ 丸谷才一 講談社 ８６

猫だって夢をみる ５ 丸谷才一 文藝春秋 ８９

生かされてある日々 ５ 三浦綾子
日本基督団出版
局

８９

せんべの耳 ４ 三浦哲郎 講談社 ７５

ねぼけ人生 ７：０４ 水木しげる 筑摩書房 ８２

早稲田１９６８
－団塊の世代に生まれて－

５：３７ 三田誠広 廣済堂出版 １３

プロムナード ６：００ 道尾秀介 ポプラ社 １３

落葉帰根 ６ 水上勉 小沢書店 ７９

生きてゆく力 ３：５９ 宮尾登美子 海竜社 ０９

地に伏して花咲く ５ 宮尾登美子 シーズ ８５

花のきもの ６：０４ 宮尾登美子 講談社 ８３

母のたもと ６ 宮尾登美子 筑摩書房 ８０

わたしの四季暦 ４ 宮尾登美子 中央公論社 ８８

長くなるのでまたにする。 ６：３６ 宮沢章夫 幻冬舎 １５

無名仮名人名簿 ７：１４ 向田邦子 文藝春秋 ８０

ゲゲゲの女房と品格の母が語る知足安
分

３：２０
武良布枝
坂東眞理子

学研パブリッシン
グ

１１

カイワレ族の偏差値日記 ６ 村崎芙蓉子 鎌倉書房 ８８

鰻の瞬き ５：１３ 村松友視 小学館 ０１

しいちゃん日記 ５：５３ 群ようこ マガジンハウス ０６

世間のドクダミ ４：１０ 群ようこ 筑摩書房 ０６

無印良女（ひん） ４ 群ようこ 角川書店 ８８

いのち、響きあう ５：１５ 森崎和江 藤原書店 ９８

おでん燗酒昔の女 ６：１２ 諸井薫 文藝春秋 ９７

まぼろしの川－私の履歴書－ ５：３２ 安岡章太郎 講談社 ９６

言葉が立ち上がる時 ５：３４ 柳田邦男 平凡社 １３

元日の客 ８：０２ 山口瞳 新潮社 ７６

131



（録音）

タイトル 巻数 著者名 出版者 出版年

望遠ニッポン見聞録 ４：３０ ヤマザキマリ 幻冬舎 １２

これからの生き方、死に方 ６：３０ 山田太一 講談社 ９４

歩きながら ５ 山根基世 毎日新聞社 ８９

であいの旅 ５ 山根基世 文化出版局 ８８

山村美紗の事件簿 ４ 山村美紗 光文社 ９３

男の背骨 ４：２７ 山本一力 角川春樹事務所 １０

おらんくの池 ６：４０ 山本一力 文藝春秋 ０５

くじら日和 ５：２３ 山本一力 文藝春秋 ０８

にこにこ貧乏 ５：０５ 山本一力 文藝春秋 ０７

一寸さきはヤミがいい ８：２０ 山本夏彦 新潮社 ０３

猫は神さまの贈り物　エッセイ編 ３：５８ 山本容朗編 有楽出版社 １４

酒談義 ５：５４ 吉田健一 中央公論新社 １７

ハイ・イメージ論　１ １２：４２ 吉本隆明 筑摩書房 ０３

ハイ・イメージ論　２ １１：００ 吉本隆明 筑摩書房 ０３

ハイ・イメージ論　３ ８：５２ 吉本隆明 筑摩書房 ０３

新宿の万葉集 ８ リービ英雄 朝日新聞社 ９６

時代小説の愉しみ ４ 隆慶一郎 講談社 ８９

老いかたレッスン ４：３４ 渡辺淳一 新潮社 １２

懲りない男と反省しない女
－渡辺淳一と女たち－

６：２２ 渡辺淳一 中央公論新社 ０５

　（日記・紀行）

五木寛之の金沢さんぽ ５：４１ 五木寛之 講談社 １５

娘と私のアホ旅行 ７：１０ 佐藤愛子 集英社 ８２

寂聴中国再訪 ３ 瀬戸内寂聴
日本放送出版協
会

０３

残花亭日暦 ５：４０ 田辺聖子 角川書店 ０４

断腸亭日乗－摘録－上 １２
永井荷風
磯田光一編

岩波書店 ９１

断腸亭日乗－摘録－下 １１
永井荷風
磯田光一編

岩波書店 ９１

山行記 ４：５０ 南木佳士 山と渓谷社 １１

江戸の旅日記
－「徳川啓蒙期」の博物学者たち－

６：５５
ヘルベルト・プル
チョウ

集英社 ０５

過ぎゆく日暦 ６ 松本清張 新潮社 ９０

片しぐれの記 ４：３３ 水上勉 講談社 ７８

遠い太鼓 １０ 村上春樹 講談社 ９０

新東京百景 ５ 山口瞳 新潮社 ８８
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（録音）

タイトル 巻数 著者名 出版者 出版年

　（記録・手記）

聞き書きある憲兵の記録 ６ 朝日新聞山形支局 朝日新聞社 ８５

わが盲想 ５：３１
モハメド・オマル・ア
ブディン

ポプラ社 １３

銃弾の向こう側
－日本人留学生はなぜ殺されたか－

６ 飯塚真紀子 草思社 ９５

絆　＜ＫＩＺＵＮＡ＞ ４ 家田荘子 ＰＨＰ研究所 ９１

激突家族－井上家に生まれて－ ４ 石川麻矢 中央公論社 ９８

椿の海の記 ６ 石牟礼道子 朝日新聞社 ７６

三億円事件 ９：３０ 一橋文哉 新潮社 ９９

寂しい生活 ４：４９ 稲垣えみ子 東洋経済新報社 １７

新宿リトルバンコク ５ 岩本宣明 労働旬報社 ９６

妻の大往生 ４ 永六輔 中央公論新社 ０２

がんと一緒にゆっくりと
－あらゆる療法をさまよって－

４ 絵門ゆう子 新潮社 ０３

ヒロシマ・ノ－ト ４ 大江健三郎 岩波書店 ６５

「海の狼」駆逐艦奮迅録
－第七駆逐隊太平洋海戦記－

８：５４ 大高勇治 光人社 ０５

薄裂記－尊い妻との記録－ ３：３９ 大谷重司
ブイツーソリュー
ション

１４

キャンパスにオジサンは舞う
－盲学生憤闘記－

５ 大橋由昌 彩流社 ８８

車イスかばさんのアタリマエな幸せ－僕
は街を歩き、出逢い、自由な心になる－

５：１７ 椛島剛之 ＷＡＶＥ出版 １２

祖国の選択－あの戦争の果て、日本と中
国の狭間で－

８：４２ 城戸久枝 新潮社 １５

谷は眠っていた－富良野塾の記録－ ４ 倉本聰 理論社 ８８

政治家やめます。
－ある自民党代議士の十年間－

１１ 小林照幸 毎日新聞社 ０１

東電ＯＬ殺人事件 １４：２３ 佐野眞一 新潮社 ００

無名 ６：１４ 沢木耕太郎 幻冬舎 ０３

悪魔と人の間 ５ 下里正樹
日本機関紙出版
センター

８５

北上川よ、わが子正秋に光をください。
－三重苦をのりこえて－

５ 高橋ハツ子 立風書房 ００

生きるなり ５ 千秋実 文藝春秋 ７９

障がい者よ、街へ出よう
－「網膜色素変性症」で視覚をなくして
も、現役プロデューサー－

２：４６ 津久見圭編 プラチナボックス １２
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（録音）

タイトル 巻数 著者名 出版者 出版年

消えた細菌戦部隊　増補版
－関東軍第７３１部隊－

７ 常石敬一 海鳴社 ８９

陽と風の道標
－北南米大陸縦断３万キロ－

７ 戸井十月 講談社 ８９

ＤＸ型ディスレクシアな僕の人生
－「読む」「書く」は苦手だけれど　１０人に
１人はディスレクシア－

４：２１ 藤堂高直 主婦の友社 １２

薄明の淵に落ちて ５ 徳岡孝夫 新潮社 ９１

海軍軍令部 １４ 豊田穣 講談社 ８７

母は枯葉剤を浴びた
－ダイオキシンの傷あと－

４ 中村梧郎 新潮社 ８３

滝山コミューン１９７４ ８：４５ 原武史 講談社 ０７

追跡者 １１：１１ 福本博文 新潮社 ００

父・丹羽文雄介護の日々 ３ 本田桂子 中央公論社 ９７

犬と、走る ６：４９ 本多有香
集英社インターナ
ショナル

１４

四人はなぜ死んだのか－インターネット
で追跡する「毒入りカレー事件」－

４ 三好万季 文藝春秋 ９９

アメリカ居すわり一人旅 ６：１８ 群ようこ 角川書店 ９１

悪魔の飽食
－「関東軍細菌戦部隊」恐怖の全貌－

７ 森村誠一 光文社 ８１

にあんちゃん ３ 安本末子 光文社 ７５

マリコ １２ 柳田邦男 新潮社 ８０

ザ・ラスト・ワルツ－「姫」という酒場－ ４：３５ 山口洋子 双葉社 ９７

全身うごかず－筋ジスの施設長をめぐる
ふれあいの軌跡－

６ 山田富也 中央法規出版 ９９

生（いきる） ６：２４ 柳美里 小学館 ０１

命 ６：１２ 柳美里 小学館 ００

声 ７：４４ 柳美里 小学館 ０２

魂 ６：２３ 柳美里 小学館 ０１

旅立とういま－こずえ２０歳の青春－ ５ 吉森こずえ
日本放送出版協
会

８１

人間の縁－浅田次郎の幸福論－ ３：０９ 浅田次郎 海竜社 １２

たんときれいに召し上がれ
－美食文学精選－

１２：１８ 青木正児編 芸術新聞社 １５

　（外国文学）

神樹 ２３：４０
鄭義
藤井省三訳

朝日新聞社 ９９

マーク・トウェイン自伝　上 ９
マーク・トウェイン
勝浦吉雄訳

筑摩書房 ８９
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（録音）

タイトル 巻数 著者名 出版者 出版年

マーク・トウェイン自伝　下 ８
マーク・トウェイン
勝浦吉雄訳

筑摩書房 ８９

要約すると １３：４０
Ｗ・サマセット・モー
ム　中村能三訳

新潮社 ９４

ネメシス １２
アイザック・アシモ
フ　田中一江訳

早川書房 ９１

ファウンデーション
（銀河帝国興亡史　１）

９：４７
アイザック・アシモ
フ　岡部宏之訳

早川書房 ８４

ファウンデーション対帝国
（銀河帝国興亡史　２）

１１：０２
アイザック・アシモ
フ　岡部宏之訳

早川書房 ８４

第二ファウンデーション
（銀河帝国興亡史　３）

１０：４９
アイザック・アシモ
フ　岡部宏之訳

早川書房 ８４

ファウンデーションの彼方へ
（銀河帝国興亡史　４）

２０：０２
アイザック・アシモ
フ　岡部宏之訳

早川書房 ８４

ファウンデーションと地球
（銀河帝国興亡史　５）

２０：３３
アイザック・アシモ
フ　岡部宏之訳

早川書房 ８８

ファウンデ－ションへの序曲
（銀河帝国興亡史　６）

２４：０６
アイザック・アシモ
フ 　岡部宏之訳

早川書房 ９０

ファウンデーションの誕生
（銀河帝国興亡史　７）

１６：３６
アイザック・アシモ
フ　岡部宏之訳

早川書房 ９５

ロボットと帝国 ２０：４８
アイザック・アシモ
フ　小尾芙佐訳

早川書房 ８８

半分のぼった黄色い太陽 ２１：３８
チママンダ・ンゴ
ズィ・アディーチェ
くぼたのぞみ訳

河出書房新社 １０

女王陛下の魔術師
（ロンドン警視庁特殊犯罪課　１）

１４：００
ベン・アーロノヴィッ
チ
金子司訳

早川書房 １３

遠い山なみの光 ６：３７
カズオ・イシグロ
小野寺健訳

早川書房 ０１

密閉病室 １２
Ｆ．ポール・ウィルス
ン　岩瀬孝雄訳

早川書房 ９６

シャーロック・ホームズの愉しみ方 ６：２４ 植村昌夫 平凡社 １１

シンパサイザー　上 １０：５４
ヴィエト・タン・ウェ
ン　上岡伸雄訳

早川書房 １７

シンパサイザー　下 １０：４１
ヴィエト・タン・ウェ
ン　上岡伸雄訳

早川書房 １７

夜の闇のなかへ ７
コーネル・ウール
リッチ　稲葉明雄訳

早川書房 ８８

アザー・エデン ８
Ｃ．エヴァンズ
Ｒ．ホールドストック
浅倉久志ほか訳

早川書房 ８９

８０年代ＳＦ傑作選　上 １１ 小川隆・山岸真編 早川書房 ９２

８０年代ＳＦ傑作選　下 １２ 小川隆・山岸真編 早川書房 ９２

ブラッド・ブラザー １２：２８
ジャック・カーリイ
三角和代訳

文藝春秋 １１
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（録音）

タイトル 巻数 著者名 出版者 出版年

いまだ生者のなかで １０
ザカリー・クライン
黒原敏行訳

早川書房 ９１

グランドバンクスの幻影 ６
Ａ・Ｃ・クラ－ク
山高明訳

早川書房 ９２

星々の揺籠 １３

アーサー・Ｃ．ク
ラーク
ジェントリー・リー
山高昭訳

早川書房 ８９

被曝海域　上巻
（トム・クランシーのオプ・センター）

６：５１
トム・クランシー
スティーヴ・ピチェ
ニック

新潮社 ０７

被曝海域　下巻
（トム・クランシーのオプ・センター）

６：２０
トム・クランシー
スティーヴ・ピチェ
ニック

新潮社 ０７

叛逆指令　上巻
（トム・クランシーのオプ・センター）

７：５３
トム・クランシー
スティーヴ・ピチェ
ニック

新潮社 ０８

叛逆指令　下巻
（トム・クランシーのオプ・センター）

７：１８
トム・クランシー
スティーヴ・ピチェ
ニック

新潮社 ０８

未来少年コナン ５
アレグザンダー・ケ
イ 　内田庶訳

角川書店 ７８

若き獅子の船出
（海の勇士／ボライソー・シリーズ　１）

５：３５
アレグザンダー・ケ
ント　高橋泰邦訳

早川書房 ８０

革命の海
（海の勇士／ボライソー・シリーズ　２）

１２：２６
アレグザンダー・ケ
ント　高橋泰邦訳

早川書房 ８０

わが指揮艦スパロー号
（海の勇士／ボライソー・シリーズ　３）

１５：０３
アレグザンダー・ケ
ント　高橋泰邦訳

早川書房 ８１

栄光への航海
（海の勇士／ボライソー・シリーズ　４）

１７：１９
アレグザンダー・ケ
ント　高橋泰邦訳

早川書房 ８２

南海に祖国の旗を
（海の勇士／ボライソー・シリーズ　５）

１５：５９
アレグザンダー・ケ
ント　高橋泰邦訳

早川書房 ８３

コーンウォールの若獅子
（海の勇士／ボライソー・シリーズ　６）

４：５０
アレグザンダー・ケ
ント　高橋泰邦訳

早川書房 ８３

反逆の南太平洋
（海の勇士／ボライソー・シリーズ　７）

１７：４７
アレグザンダー・ケ
ント　高橋泰邦訳

早川書房 ８５

激闘、リオン湾
（海の勇士／ボライソー・シリーズ　８）

１７：１２
アレグザンダー・ケ
ント　高橋泰邦訳

早川書房 ８７

遙かなる敵影
（海の勇士／ボライソー・シリーズ　９）

１６：１９
アレグザンダー・ケ
ント　高津幸枝訳

早川書房 ８７

不屈の旗艦艦長
（海の勇士／ボライソー・シリーズ　１０）

１７：４９
アレグザンダー・ケ
ント　高津幸枝訳

早川書房 ８９

白昼の近接戦
（海の勇士／ボライソー・シリーズ　１１）

１８：２４
アレグザンダー・ケ
ント　高橋泰邦訳

早川書房 ９１

スペインの財宝船
（海の勇士／ボライソー・シリーズ　１２）

１２：５５
アレグザンダー・ケ
ント　高沢次郎訳

早川書房 ９１
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（録音）

タイトル 巻数 著者名 出版者 出版年

提督ボライソーの初陣
（海の勇士／ボライソー・シリーズ　１３）

１３：２８
アレグザンダー・ケ
ント　高津幸枝訳

早川書房 ９２

危うし、わが祖国
（海の勇士／ボライソー・シリーズ　１４）

１４：２０
アレグザンダー・ケ
ント　高橋泰邦訳

早川書房 ９３

孤高の提督旗
（海の勇士／ボライソー・シリーズ　１５）

１３：２４
アレグザンダー・ケ
ント　高橋泰邦訳

早川書房 ９４

姿なき宿敵
（海の勇士／ボライソー・シリーズ　１６）

１２：４５
アレグザンダー・ケ
ント　高津幸枝訳

早川書房 ９５

栄光の艦隊決戦
（海の勇士／ボライソー・シリーズ　１７）

１７：２４
アレグザンダー・ケ
ント　高橋泰邦訳

早川書房 ９５

急行せよ、カッター戦隊
（海の勇士／ボライソー・シリーズ　１８）

１５：４４
アレグザンダー・ケ
ント　高沢次郎訳

早川書房 ９６

最後の勝利者
（海の勇士／ボライソー・シリーズ　１９）

２１：０３
アレグザンダー・ケ
ント　高橋泰邦訳

早川書房 ９６

大暗礁の彼方
（海の勇士／ボライソー・シリーズ　２０）

１７：２４
アレグザンダー・ケ
ント　高橋泰邦訳

早川書房 ９７

復讐のインド洋
（海の勇士／ボライソー・シリーズ　２１）

１７：０７
アレグザンダー・ケ
ント　高橋泰邦訳

早川書房 ９８

海軍大将ボライソー
（海の勇士／ボライソー・シリーズ　２２）

１５：４５
アレグザンダー・ケ
ント　高橋泰邦訳

早川書房 ９９

聖十字旗のもとに
（海の勇士／ボライソー・シリーズ　２３）

１４：３２
アレグザンダー・ケ
ント　高橋泰邦訳

早川書房 ９９

提督ボライソーの最期
（海の勇士／ボライソー・シリーズ　２４）

１５：３６
アレグザンダー・ケ
ント　高橋泰邦訳

早川書房 ００

決然たる出撃
（海の勇士／ボライソー・シリーズ　２５）

１７：４１
アレグザンダー・ケ
ント　高橋泰邦訳

早川書房 ０２

難攻不落、アルジェの要塞
（海の勇士／ボライソー・シリーズ　２６）

１８：１８
アレグザンダー・ケ
ント　高橋泰邦訳

早川書房 ０３

無法のカリブ海
（海の勇士／ボライソー・シリーズ　２７）

１４：４５
アレグザンダー・ケ
ント　高橋泰邦訳

早川書房 ０５

唇を閉ざせ　上 ７：４８ ハーラン・コーベン 講談社 ０２

唇を閉ざせ　下 ７：４４ ハーラン・コーベン 講談社 ０２

さゆり　上 ８
アーサー・ゴールデ
ン　小川高義訳

文藝春秋 ９９

さゆり　下 ７
アーサー・ゴールデ
ン　小川高義訳

文藝春秋 ００

猫の紳士の物語 ３
メイ・サートン
武田尚子訳

みすず書房 ９６

すべてはイブからはじまった ５
Ｒ・ア－マ－ほか
浅倉久志訳

早川書房 ９１

怒りの葡萄　上巻 １２：５５
スタインベック
伏見威蕃訳

新潮社 １５

怒りの葡萄　下巻 １１：０１
スタインベック
伏見威蕃訳

新潮社 １５
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（録音）

タイトル 巻数 著者名 出版者 出版年

ミステリー　上 １０
ピーター・ストラウ
ブ 　芹沢恵訳

扶桑社 ９４

ミステリー　下 １０
ピーター・ストラウ
ブ 　芹沢恵訳

扶桑社 ９４

ゴールドフィンチ　１ １０：５５
ドナ・タート
岡真知子訳

河出書房新社 １６

ゴールドフィンチ　２ １１：５８
ドナ・タート
岡真知子訳

河出書房新社 １６

ゴールドフィンチ　３ １２：０９
ドナ・タート
岡真知子訳

河出書房新社 １６

ゴールドフィンチ　４ ７：５０
ドナ・タート
岡真知子訳

河出書房新社 １６

シークレット・ヒストリー　上 １２：３０
ドナ・タート
吉浦澄子訳

扶桑社 ９４

シークレット・ヒストリー　下 １２：２６
ドナ・タート
吉浦澄子訳

扶桑社 ９４

あなたに似た人　１ ７：５１
ロアルド・ダール
田口俊樹訳

早川書房 １３

キス・キス　改訂 １０：０４
ロアルド・ダール
開高健訳

早川書房 ８８

ニックとグリマング ３
フィリップ・Ｋ・ディッ
ク 　菊池誠訳

筑摩書房 ９１

信義－最後のスパイ－ １４：０４
レン・デイトン
田中融二訳

光文社 ９６

希望－最後のスパイ－ １２：４２
レン・デイトン
田中融二訳

光文社 ９７

慈愛－最後のスパイ－ １３：０１
レン・デイトン
田中融二訳
町田康子訳

光文社 ９９

１０億ドルの頭脳 １２：４０
レン・デイトン
稲葉明雄訳

早川書房 ７４

スパイ・フック １３：５８
レン・デイトン
田中融二訳

光文社 ９０

スパイ・ライン １１：４９
レン・デイトン
田中融二訳

光文社 ９０

スパイ・シンカー １６：４７
レン・デイトン
田中融二訳

光文社 ９１

メキシコ・セット １７：４４
レン・デイトン
田中融二訳

光文社 ８５

ロンドンマッチ １９：４４
レン・デイトン
田中融二訳

光文社 ８６

優雅な死に場所 １１：０９
レン・デイトン
稲葉明雄訳

早川書房 ８０

故郷から１００００光年 １１
ジェイムズ・テイプト
リー・ジュニア
伊藤典夫訳

早川書房 ９１

すべての見えない光 １６：５８
アンソニー・ドーア
藤井光訳

新潮社 １６
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タイトル 巻数 著者名 出版者 出版年

部屋 １３：００
エマ・ドナヒュー
土屋京子訳

講談社 １１

拡がる環 ６：１９
ロバート・Ｂ．パー
カー　菊池光訳

早川書房 ８４

残酷な土地 ７：０３
ロバート・Ｂ．パー
カー　菊池光訳

早川書房 ８９

銃撃の森 ７：５９
ロバート・Ｂ．パー
カー　菊池光訳

早川書房 ８１

ユダの山羊 ７：５０
ロバート・Ｂ．パー
カー　菊池光訳

早川書房 ８７

レイチェル・ウォレスを捜せ ７：４１
ロバート・Ｂ．パー
カー　菊池光訳

早川書房 ８８

ヒート－地球が熱くなる日－ ６
アーサー・ハーツォ
グ 　羽林泰訳

ダイヤモンド社 ７８

クラッシュ ７
Ｊ・Ｇ・バラ－ド
柳下毅一郎訳

ベヨトル工房 ９２

最後のユニコーン ８
ピーター・Ｓ・ビーグ
ル 鏡明訳

早川書房 ９２

ビリー・リンの永遠の一日 １４：１８
ベン・ファウンテン
上岡伸雄訳

新潮社 １７

キル・リスト １１：５４
フレデリック・フォー
サイス
黒原敏行訳

ＫＡＤＯＫＡＷＡ １４

アフリカの女王 ９：２２
セシル・スコット・
フォレスター
佐和誠訳

早川書房 ７９

駆逐艦キーリング ８
セシル・スコット・
フォレスター
三木鮎郎訳

早川書房 ８０

海軍士官候補生－海の男／ホーンブロ
ワー・シリーズ　１－

１１：０２
セシル・スコット・
フォレスター
高橋泰邦訳

早川書房 ８６

スペイン要塞を撃滅せよ－海の男／ホー
ンブロワー・シリーズ　２－

１２：０６
セシル・スコット・
フォレスター
高橋泰邦訳

早川書房 ８５

砲艦ホットスパー－海の男／ホーンブロ
ワー・シリーズ　３－

１５：５６
セシル・スコット・
フォレスター
菊池光訳

早川書房 ８５

トルコ沖の砲煙－海の男／ホーンブロ
ワー・シリーズ　４－

１３：５５
セシル・スコット・
フォレスター
高橋泰邦訳

早川書房 ８６

パナマの死闘－海の男／ホーンブロ
ワー・シリー ズ　５－

９：３９
セシル・スコット・
フォレスター
高橋泰邦訳

早川書房 ８５

燃える戦列艦－海の男／ホーンブロ
ワー・シリーズ　６－

１０：４８
セシル・スコット・
フォレスター
菊池光訳

早川書房 ８６

勇者の帰還－海の男／ホーンブロワー・
シリーズ　７－

９：１９
セシル・スコット・
フォレスター
高橋泰邦訳

早川書房 ８６
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タイトル 巻数 著者名 出版者 出版年

決戦！バルト海－海の男／ホーンブロ
ワー・シリーズ　８－

１２：５３
セシル・スコット・
フォレスター
高橋泰邦訳

早川書房 ８６

セーヌ湾の反乱－海の男／ホーンブロ
ワー・シリーズ　９－

１２：００
セシル・スコット・
フォレスター
高橋泰邦訳

早川書房 ７７

海軍提督ホーンブロワー－海の男／ホー
ンブロワー・シリーズ　１０－

１４：１３
セシル・スコット・
フォレスター
高橋泰邦訳

早川書房 ７８

ナポレオンの密書－海の男／ホーンブロ
ワー・シリーズ　別巻－

１２：０１

セシル・スコット・
フォレスター
高橋泰邦訳
菊池光訳

早川書房 ０７

潜航ダーダネルス
（海の異端児エバラード・シリーズ　３）

１２：１７
アレグザンダー・フ
ラートン
高岬沙世訳

光人社 ８７

クレタ島救出作戦
（海の異端児エバラード・シリーズ　５）

１３：２９
アレグザンダー・フ
ラートン
高岬沙世訳

光人社 ８９

スラバヤ沖の血戦
（海の異端児エバラード・シリーズ　６）

１３：３１
アレグザンダー・フ
ラートン
高津幸枝訳

光人社 ８９

消されかけた男
－チャーリー・マフィン・シリーズ－

９：４８
フリーマントル
稲葉明雄訳

新潮社 ７９

再び消されかけた男
－チャーリー・マフィン・シリーズ－

８：４５
フリーマントル
稲葉明雄訳・解説

新潮社 ８１

呼びだされた男
－チャーリー・マフィンシリーズ－

７：２８
フリーマントル
稲葉明雄訳・解説

新潮社 ８２

罠にかけられた男
－チャーリー・マフィンシリーズ－

１０：２０
フリーマントル
稲葉明雄訳

新潮社 ８６

追いつめられた男
－チャーリー・マフィンシリーズ－

９：００
フリーマントル
大熊栄訳

新潮社 ８６

狙撃－チャーリー・マフィンシリーズ－ １４：４６
フリーマントル
稲葉明雄訳

新潮社 ９３

報復　上巻
－チャーリー・マフィンシリーズ－

９：５３
フリーマントル
戸田裕之訳

新潮社 ９８

報復　下巻
－チャーリー・マフィンシリーズ－

９：３７
フリーマントル
戸田裕之訳

新潮社 ９８

待たれていた男　上
－チャーリー・マフィンシリーズ－

９：１３
フリーマントル
戸田裕之訳

新潮社 ０２

待たれていた男　下
－チャーリー・マフィンシリーズ－

９：１４
フリーマントル
戸田裕之訳

新潮社 ０２

城壁に手をかけた男　上
－チャーリー・マフィンシリーズ－

８：２８
フリーマントル
戸田裕之訳

新潮社 ０４
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タイトル 巻数 著者名 出版者 出版年

城壁に手をかけた男　下
－チャーリー・マフィンシリーズ－

８：２９
フリーマントル
戸田裕之訳

新潮社 ０４

片腕をなくした男　上
－チャーリー・マフィン・シリーズ－

７：５３
フリーマントル
戸田裕之訳

新潮社 ０９

片腕をなくした男　下
－チャーリー・マフィン・シリーズ－

７：５４
フリーマントル
戸田裕之訳

新潮社 ０９

顔をなくした男　上
－チャーリー・マフィンシリーズ－

９：２７
フリーマントル
戸田裕之訳

新潮社 １２

顔をなくした男　下
－チャーリー・マフィンシリーズ－

９：０６
フリーマントル
戸田裕之訳

新潮社 １２

魂をなくした男　上
－チャーリー・マフィンシリーズ－

１０：０６
フリーマントル
戸田裕之訳

新潮社 １４

魂をなくした男　下
－チャーリー・マフィンシリーズ－

９：４２
フリーマントル
戸田裕之訳

新潮社 １４

ガイア－母なる地球－上 １５
デイヴィッド・ブリン
酒井昭伸訳

早川書房 ９２

ガイア－母なる地球－下 １７
デイヴィッド・ブリン
酒井昭伸訳

早川書房 ９２

薔薇の輪 ８：４８
クリスチアナ・ブラ
ンド　猪俣美江子
訳

東京創元社 １５

中二階 ８：４１
ニコルソン・ベイ
カー　岸本佐知子
訳

白水社 ９４

ガニメデの優しい巨人 ９
ジェイムズ・Ｐ．ホー
ガン　池央耿訳

東京創元社 ８３

巨人たちの星 １１
ジェイムズ・Ｐ．ホー
ガン 　池央耿訳

東京創元社 ８４

星を継ぐもの ８
ジェイムズ・Ｐ．ホー
ガン 池央耿訳

東京創元社 ８０

007逆襲のトリガー
－WITH　ORIGINAL　MATERIAL　BY
IAN　FLEMING　JAMES　BOND－

１０：４１
アンソニー・ホロ
ヴィッツ
駒月雅子訳

KADOKAWA １７

絹の家－シャーロック・ホームズ－ １１：４１
アンソニー・ホロ
ヴィッツ
駒月雅子訳

角川書店 １３

モリアーティ １２：０７
アンソニー・ホロ
ヴィッツ
駒月雅子訳

ＫＡＤＯＫＡＷＡ １５

グノーシスの薔薇 １７：２３ デヴィッド・マドセン 角川書店 ０４

コーンの孤島 ５
バーナード・マラ
マッド　小野寺健訳

白水社 ８４

ディア・ライフ １１：１０
アリス・マンロー
小竹由美子訳

新潮社 １３

書斎の旅人 ６ 宮脇孝雄 早川書房 ９１
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（録音）

タイトル 巻数 著者名 出版者 出版年

小説メンデルスゾーン １５
ピエール・ラ・ミュー
ル 　工藤政司訳

音楽之友社 ８２

赤毛のアン－赤毛のアン・シリーズ　１－ １１：５７
モンゴメリ
村岡花子訳

新潮社 ０８

アンの青春－赤毛のアン・シリーズ　２－ １０：３３
モンゴメリ
村岡花子訳

新潮社 ０８

アンの愛情－赤毛のアン・シリーズ　３－ １０：４８
モンゴメリ
村岡花子訳

新潮社 ０８

アンの友達－赤毛のアン・シリーズ　４－ １０：３７
モンゴメリ
村岡花子訳

新潮社 ０８

アンの幸福－赤毛のアン・シリーズ　５－ １２：１２
モンゴメリ
村岡花子訳

新潮社 ０８

アンの夢の家
－赤毛のアン・シリーズ　６－

１１：３３
モンゴメリ
村岡花子訳

新潮社 ０８

炉辺荘(イングルサイド)のアン
－赤毛のアン・シリーズ　７－

１５：０８
モンゴメリ
村岡花子訳

新潮社 ０８

アンをめぐる人々
－赤毛のアン・シリーズ　８－

１１：０５
モンゴメリ
村岡花子訳

新潮社 ０８

アンの娘リラ
－赤毛のアン・シリーズ　１０－

１４：２８
モンゴメリ
村岡花子訳

新潮社 ０８

アンの想い出の日々　上巻
－赤毛のアン・シリーズ　１１－

１０：３８
モンゴメリ
村岡美枝訳

新潮社 １２

アンの想い出の日々　下巻
－赤毛のアン・シリーズ　１１－

１０：４８
モンゴメリ
村岡美枝訳

新潮社 １２

ママのクリスマス ６
ジェ－ムズ・ヤッ
フェ 　神納照子訳

東京創元社 ９２

アインシュタインの夢 ３
アラン・ライトマン
浅倉久志訳

早川書房 ９３

猟犬クラブ １１
ピーター・ラヴゼイ
山本やよい訳

早川書房 ９７

暗殺のアルゴリズム　上 １３：０５
ロバート・ラドラム
山本光伸訳

新潮社 ０７

暗殺のアルゴリズム　下 １１：３５
ロバート・ラドラム
山本光伸訳

新潮社 ０７

アフガン、死の特殊部隊 １４：５１
マット・リン
熊谷千寿訳

ソフトバンククリエ
イティブ

１０

暗黒の特殊作戦 １６：０５
マット・リン
熊谷千寿訳

ソフトバンククリエ
イティブ

１１

無法海域掃討作戦 １２：５３
マット・リン
熊谷千寿訳

ソフトバンククリエ
イティブ

１２

われらが背きし者 １５：２７
ジョン・ル・カレ
上岡伸雄訳
上杉隼人訳

岩波書店 １２

闇の左手 ８
ア－シュラ・Ｋ・ル・
グィン　小尾芙佐訳

早川書房 ８１

サラの鍵 １３：５５
タチアナ・ド・ロネ
高見浩訳

新潮社 １０
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（録音）

タイトル 巻数 著者名 出版者 出版年

沈黙の時代に書くということ
－ポスト９・１１を生きる作家の選択－

５：３４
サラ・パレツキー
山本やよい訳

早川書房 １０

シベリアの旅 １４：４５
コリン・サブロン
鈴木主税訳
小田切勝子訳

共同通信社 ０１

サミュエル・ピープスの日記　第１巻
（１６６０年）

１３：３９
サミュエル・ピープ
ス　臼田昭訳

国文社 ８７

サミュエル・ピープスの日記　第２巻
（１６６１年）

１０：４４
サミュエル・ピープ
ス　臼田昭訳

国文社 ８８

サミュエル・ピープスの日記　第３巻
（１６６２年）

１４：０４
サミュエル・ピープ
ス　臼田昭訳

国文社 ８８

サミュエル・ピープスの日記　第４巻
（１６６３年）

２２：５２
サミュエル・ピープ
ス　臼田昭訳

国文社 ８９

サミュエル・ピープスの日記　第５巻
（１６６４年）

２０：１２
サミュエル・ピープ
ス　臼田昭訳

国文社 ８９

サミュエル・ピープスの日記　第６巻
（１６６５年）

１８：５９
サミュエル・ピープ
ス　臼田昭訳

国文社 ９０

サミュエル・ピープスの日記　第７巻
（１６６６年）

２２：２６
サミュエル・ピープ
ス　臼田昭訳

国文社 ９１

サミュエル・ピープスの日記　第８巻
（１６６７年）

３０：１９

サミュエル・ピープ
ス　臼田昭訳
岡照雄訳
海保眞夫訳

国文社 ９９

サミュエル・ピープスの日記　第９巻
（１６６８年）

１８：３２
サミュエル・ピープ
ス　岡照雄訳
海保眞夫訳

国文社 ０３

サミュエル・ピープスの日記　第１０巻
（１６６９年）

１２：３３
サミュエル・ピープ
ス　海保眞夫訳

国文社 １２

大統領の料理人－厨房からのぞいたホ
ワイトハウス１１年－

８：０１
ウォルター・シャイ
ブ　田村明子訳

ベストセラーズ ０８

ワイルド・スワン　上 １０
ユン・チアン
土屋京子訳

講談社 ９３

ワイルド・スワン　下 １０
ユン・チアン
土屋京子訳

講談社 ９３

本を愛しすぎた男
－本泥棒と古書店探偵と愛書狂－

９：０３
アリソン・フー
ヴァー・バートレット
築地誠子訳

原書房 １３

ナイジェル・ハントの世界
－ダウン症の青年の手記－

２
ナイジェル・ハント
中村陸郎訳

偕成社 ８５

オ－ル・イン・ザ・プレイング ８
シャ－リ－・マクレ
－ン　山川絋矢訳
山川亜紀子訳

地湧社 ８８

ダンシング・イン・ザ・ライト １０
シャ－リ－・マクレ
－ン　山川絋矢訳
山川亜紀子訳

地湧社 ８８
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（録音）

タイトル 巻数 著者名 出版者 出版年

ニーベルンゲンの指環　１　ラインの黄金 ２：４３
リヒャルト・ワーグ
ナー　寺山修司訳

新書館 ８３

ニーベルンゲンの指環　２　ワルキューレ ２：５８
リヒャルト・ワーグ
ナー　高橋康也訳

新書館 ９０

ニーベルンゲンの指環　３　ジークフリート ３：３１
リヒャルト・ワーグ
ナー　高橋康也訳

新書館 ８７

ニーベルンゲンの指環　４　神々の黄昏 ３：３５
リヒャルト・ワーグ
ナー　高橋康也訳

新書館 ８７

イエスのビデオ　上 １２：１１
アンドレアス・エ
シュバッハ
平井吉夫訳

早川書房 ０３

イエスのビデオ　下 １１：５７
アンドレアス・エ
シュバッハ
平井吉夫訳

早川書房 ０３

飛ぶ教室 ４：５７
エーリヒ・ケスト
ナー 池内紀訳

新潮社 １４

みずうみ ２
シュトルム
高橋義孝訳

新潮社 ７８

朗読者 ６：５７
ベルンハルト・シュ
リンク
松永美穂訳

新潮社 ００

深い疵 １５：２２
ネレ・ノイハウス
酒寄進一訳

東京創元社 １２

サッカー審判員フェルティヒ氏の嘆き ２：２８
トーマス・ブルスィヒ
粂川麻里生訳

三修社 １２

ソフィーの世界
－哲学者からの不思議な手紙－

１５
ヨースタイン・ゴル
デル
池田香代子訳

日本放送出版協
会

９５

ヘッドハンターズ ９：５０
ジョー・ネスボ
北澤和彦訳

講談社 １３

ロセアンナ－刑事マルティン・ベック－ １１：１７
マイ・シューヴァル
ペール・ヴァールー
柳沢由実子訳

KADOKAWA １４

煙に消えた男－刑事マルティン・ベック－ ９：４６
マイ・シューヴァル
ペール・ヴァールー
柳沢由実子訳

KADOKAWA １６

バルコニーの男
－刑事マルティン・ベック－

８：３２
マイ・シューヴァル
ペール・ヴァールー
柳沢由実子訳

KADOKAWA １７

笑う警官－刑事マルティン・ベック－ ９：５５
マイ・シューヴァル
ペール・ヴァールー
柳沢由実子訳

角川書店 １３

旅のスケッチ
－トーベ・ヤンソン初期短篇集－

３：３０
トーベ・ヤンソン
冨原眞弓訳

筑摩書房 １４

ピッピの生みの親アストリッド・リンドグ
レーン

６：２７ 三瓶恵子 岩波書店 ９９

私の愛した小説 ８ 遠藤周作 新潮社 ８５
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（録音）

タイトル 巻数 著者名 出版者 出版年

幻の生活 １４：１３
ダニエル・サルナー
ヴ
堀茂樹訳

河出書房新社 ９７

小犬を連れた男 ６：１７
ジョルジュ・シムノン
長島良三訳

河出書房新社 １２

ブーベ氏の埋葬 ５：４６
ジョルジュ・シムノン
長島良三訳

河出書房新社 １０

モンド氏の失踪 ６：３７
ジョルジュ・シムノン
長島良三訳

河出書房新社 １１

ジハーディストのベールをかぶった私 ７：００
アンナ・エレル
本田沙世訳

日経ＢＰ社 １５

デカメロン　上 １４：１０
ボッカッチョ
柏熊達生訳

筑摩書房 ８７

デカメロン　中 １３：０１
ボッカッチョ
柏熊達生訳

筑摩書房 ８７

デカメロン　下 １２：０９
ボッカッチョ
柏熊達生訳

筑摩書房 ８８

通訳ダニエル・シュタイン　上 １１：１５
リュドミラ・ウリツカ
ヤ　前田和泉訳

新潮社 ０９

通訳ダニエル・シュタイン　下 １３：０３
リュドミラ・ウリツカ
ヤ　前田和泉訳

新潮社 ０９

手紙 １５：０９
ミハイル・シーシキ
ン　奈倉有里訳

新潮社 １２

　児童書

ねずみとおうさま　改版 ０：３０
コロマ神父ぶん
石井桃子やく
土方重巳え

岩波書店 ７７

東京大空襲を忘れない ３：４４ 瀧井宏臣 講談社 １５

闇を照らす六つの星
－日本点字の父石川倉次－

２：１０ 小倉明 汐文社 １２

〈刑務所〉で盲導犬を育てる ４：１９ 大塚敦子 岩波書店 １５

命のバトン
－津波を生きぬいた奇跡の牛の物語－

１：５１ 堀米薫文 佼成出版社 １３

日本昔話百選 １１：４５
稲田浩二
稲田和子

三省堂 ８７

みどりの小鳥－イタリア民話選－ ８：０２
イタロ・カルヴィーノ
作　河島英昭訳

岩波書店 １３

子どものための調布のむかしばなし ５：００
中島恵子採話　調
布市立図書館編集

調布市立図書館 ０５

ピタゴラスから電子計算機まで ３ 板倉聖宣編 国土社 ６４

巨大地震をほり起こす－大地の警告を読
みとくぼくたちの研究－

２：５８ 宍倉正展 少年写真新聞社 １２

ペンギンの不思議
－鳴き声に秘められた様々な役割－

４：１３ 宮崎正峰 誠文堂新光社 １４

おはなしのろうそく　１
エパミナンダス　ほか

０：５７
東京子ども図書館
編

東京子ども図書
館

８９
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（録音）

タイトル 巻数 著者名 出版者 出版年

おはなしのろうそく　２
スヌークスさん一家　ほか

１：００
東京子ども図書館
編

東京子ども図書
館

８９

おはなしのろうそく　３
なまくらトック　ほか

０：５５
東京子ども図書館
編

東京子ども図書
館

８９

おはなしのろうそく　４
ながすね　ふとはら　がんりき　ほか

１：０２
東京子ども図書館
編

東京子ども図書
館

８９

おはなしのろうそく　５
うちの中のウシ　ほか

１：０２
東京子ども図書館
編

東京子ども図書
館

８９

おはなしのろうそく　６
歌うふくろ　ほか

１：０２
東京子ども図書館
編

東京子ども図書
館

８９

おはなしのろうそく　７
小鳥になった美しい妹　ほか

１：０４
東京子ども図書館
編

東京子ども図書
館

８９

おはなしのろうそく　８
まめじかカンチルが穴に落ちる話　ほか

１：０７
東京子ども図書館
編

東京子ども図書
館

８９

おはなしのろうそく　９
だめといわれてひっこむな　ほか

１：０９
東京子ども図書館
編

東京子ども図書
館

８９

おはなしのろうそく　１０
クルミわりのケイト　ほか

１：０５
東京子ども図書館
編

東京子ども図書
館

８９

おはなしのろうそく　１１
世界でいちばんきれいな声　ほか

０：５９
東京子ども図書館
編

東京子ども図書
館

８９

おはなしのろうそく　１２
オンドリとネズミと小さい赤いメンドリ
ほか

１：０１
東京子ども図書館
編

東京子ども図書
館

８９

おはなしのろうそく　１３
こすずめのぼうけん　ほか

１：０９
東京子ども図書館
編

東京子ども図書
館

８９

おはなしのろうそく　１４
天福　地福　ほか

１：０４
東京子ども図書館
編

東京子ども図書
館

８９

おはなしのろうそく　１５
四人のなまけもの　ほか

１：０５
東京子ども図書館
編

東京子ども図書
館

８９

おはなしのろうそく　１６
腰折れすずめ　ほか

１：０４
東京子ども図書館
編

東京子ども図書
館

８９

おはなしのろうそく　１７
かにかに、こそこそ　ほか

１：１０
東京子ども図書館
編

東京子ども図書
館

８９

おはなしのろうそく　１８
ねずみのすもう　ほか

１：０３
東京子ども図書館
編

東京子ども図書
館

８９

おはなしのろうそく　１９
子犬を拾って仕合せになった爺さんの話
ほか

１：０４
東京子ども図書館
編

東京子ども図書
館

９６

おはなしのろうそく　２０
クナウとひばり　ほか

１：０８
東京子ども図書館
編

東京子ども図書
館

９６

おはなしのろうそく　２１
ねことねずみ　ほか

１：０９
東京子ども図書館
編

東京子ども図書
館

９６
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（録音）

タイトル 巻数 著者名 出版者 出版年

おはなしのろうそく　２２
こぶたのバーナビー　ほか

１：０３
東京子ども図書館
編

東京子ども図書
館

９７

おはなしのろうそく　２３
マッチ売りの少女　ほか

１：１０
東京子ども図書館
編

東京子ども図書
館

９９

おはなしのろうそく　２４
雌牛のブーコラ　ほか

０：５４
東京子ども図書館
編

東京子ども図書
館

０２

おはなしのろうそく　２５
お月さまの話　ほか

１：０５
東京子ども図書館
編

東京子ども図書
館

０４

おはなしのろうそく　２６
ねずみの小判干し　ほか

１：０４
東京子ども図書館
編

東京子ども図書
館

０６

おはなしのろうそく　２７
がちょうはくちょう　ほか

０：５９
東京子ども図書館
編

東京子ども図書
館

０８

おはなしのろうそく　２８
舌きり雀　ほか

１：０１
東京子ども図書館
編

東京子ども図書
館

１１

おはなしのろうそく　２９
ウサギとオオカミ　ほか

０：５９
東京子ども図書館
編

東京子ども図書
館

１３

おはなしのろうそく　３０
まぬけなトッケビ　ほか

１：１０
東京子ども図書館
編

東京子ども図書
館

１４

おはなしのろうそく　３１
いぬとにわとり　ほか

１：０５
東京子ども図書館
編

東京子ども図書
館

１６

えっちゃんがわらった－鈴木秀幸イラスト
による「青木道代童話集」－

２：０１ あおきみちよ

障碍を負う人々・
子ども達と「共に
歩む」ネットワー
ク

０５

つる姫 ４：５４ 阿久根治子 福音館書店 ０４

炎路を行く者－守り人作品集－ ５：５１
上橋菜穂子作
佐竹美保絵
二木真希子絵

偕成社 １２

虚空の旅人 ９：２８ 上橋菜穂子 偕成社 ０１

蒼路の旅人 ８：０４ 上橋菜穂子 偕成社 ０５

神の守り人　帰還編 ７：１７ 上橋菜穂子 偕成社 ０３

神の守り人　来訪編 ７：０３ 上橋菜穂子 偕成社 ０３

精霊の守り人 ７：２６ 上橋菜穂子 偕成社 ９６

天と地の守り人　第１部 ７：３４ 上橋菜穂子 偕成社 ０６

天と地の守り人　第２部 ６：３７ 上橋菜穂子 偕成社 ０７

天と地の守り人　第３部 ８：１０ 上橋菜穂子 偕成社 ０７

流れ行く者－守り人短編集－ ６：４３ 上橋菜穂子 偕成社 ０８

闇の守り人 ８：１７ 上橋菜穂子 偕成社 ９９

夢の守り人 ７：１９ 上橋菜穂子 偕成社 ００

犬と犬と人のはなし １ 小川未明 講談社 ７７

なん者ひなた丸まどわし大ねことんの術
の巻（なん者・にん者・ぬん者　１５）

１：４９
斉藤洋作
大沢幸子絵

あかね書房 ９８
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（録音）

タイトル 巻数 著者名 出版者 出版年

ルドルフとスノーホワイト
－ルドルフとイッパイアッテナ　４－

４：４３
斉藤洋作
杉浦範茂絵

講談社 １２

どろぼうのどろぼん ５：２２
斉藤倫作
牡丹靖佳画

福音館書店 １４

カフェ・デ・キリコ ４：２９ 佐藤まどか 講談社 １３

ガラスのうさぎ ２ 高木敏子 金の星社 ７７

青い羽のおもいで １ 立原えりか 角川書店 ７５

月冠の巫王 ８：１３ たつみや章 講談社 ０１

月神の統ベる森で ６：０３ たつみや章 講談社 ９８

裔を継ぐ者 ７：３９ たつみや章 講談社 ０３

地の掟月のまなざし ８：２１ たつみや章 講談社 ００

天地のはざま ８：０６ たつみや章 講談社 ０１

天(あめ)と地(つち)の方程式　１ ５：２７
富安陽子作
五十嵐大介画

講談社 １５

天(あめ)と地(つち)の方程式　２ ５：５３
富安陽子作
五十嵐大介画

講談社 １５

天(あめ)と地(つち)の方程式　３ ６：３９
富安陽子作
五十嵐大介画

講談社 １６

ふたつの月の物語 ７：５５ 富安陽子 講談社 １２

いやいやえん １：５５ 中川李枝子 福音館書店 ６８

少年のブルース ４：５９ 那須正幹 偕成社 ７８

おじいさんのランプ ５ 新美南吉 岩波書店 ―

ねしょんべん物語 ２ 椋鳩十編 童心社 ７６

クラスメイツ　前期 ４：３５ 森絵都 偕成社 １４

クラスメイツ　後期 ４：５８ 森絵都 偕成社 １４

なりたい二人 ４：０６ 令丈ヒロ子 ＰＨＰ研究所 １５

かえたい二人 ３：５９ 令丈ヒロ子 PHP研究所 １７

もりのへなそうる １ 渡辺茂男 福音館書店 ８３

太陽の草原を駆けぬけて ６：３８
ウーリー・オルレブ
作　母袋夏生訳

岩波書店 １４

時の旅人 １３：２２
アリソン・アトリー作
松野正子訳

岩波書店 ００

遠い日の呼び声－ウェストール短編集－ １０：１３
ロバート・ウェストー
ル作　野沢佳織訳

徳間書店 １４

真夜中の電話－ウェストール短編集－ ８：５６
ロバート・ウェストー
ル作　原田勝訳

徳間書店 １４

エルマーのぼうけん １：２０
ルース・スタイル
ス・ガネットさく
渡辺茂男訳

福音館書店 ８０
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（録音）

タイトル 巻数 著者名 出版者 出版年

エルマーとりゅう １
ルース・スタイル
ス・ガネットさく
渡辺茂男訳

福音館書店 ８０

エルマーと１６ぴきのりゅう １
ルース・スタイル
ス・ガネットさく
渡辺茂男訳

福音館書店 ８３

語りつぐ者 ４：４９
パトリシア・ライ
リー・ギフ作
もりうちすみこ訳

さ・え・ら書房 １３

ジャングル・ブック ９：１９
ラドヤード・キプリン
グ作　三辺律子訳

岩波書店 １５

少年キム　上 ７：３９
ラドヤード・キプリン
グ作　三辺律子訳

岩波書店 １５

少年キム　下 ７：５４
ラドヤード・キプリン
グ作　三辺律子訳

岩波書店 １５

わたしの心のなか ８：５１
シャロン・Ｍ．ドレイ
パー作
横山和江訳

鈴木出版 １４

ヘリオット先生と動物たちの８つの物語 ２：２７

ジェイムズ・ヘリ
オット作
杉田比呂美絵
村上由見子訳

集英社 １２

ローズの小さな図書館 ５：４０
キンバリー・ウィリ
ス・ホルト作
谷口由美子訳

徳間書店 １３

嵐にいななく ６：５１
Ｌ．Ｓ．マシューズ
作　三辺律子訳

小学館 １３

思い出のマーニー　特装版 １０：０４
ジョーン・Ｇ．ロビン
ソン作　松野正子
訳

岩波書店 １４

二年間の休暇　上 ８：４３
ジュール・ヴェルヌ
作　私市保彦訳

岩波書店 １２

二年間の休暇　下 ８：３７
ジュール・ヴェルヌ
作　私市保彦訳

岩波書店 １２

星の王子さま ２：４５
サン＝テグジュペリ
作　内藤濯訳

岩波書店 ６７
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