
№ 種別 タ　　イ　　ト　　ル 巻 　著者名

1 子供向き 星の王子さま 　 　サン＝テグジュペリ∥作

2 子供向き 名探偵ホームズ  バスカビル家の犬 　上 　コナン＝ドイル∥著

3 子供向き 名探偵ホームズ  バスカビル家の犬 　中 　コナン＝ドイル∥著

4 子供向き 名探偵ホームズ  バスカビル家の犬 　下 　コナン＝ドイル∥著

5 子供向き 霧のむこうのふしぎな町 　柏葉　幸子∥著

6 子供向き 黒魔女さんが通る!! 　上 　石崎　洋司∥著

7 子供向き 黒魔女さんが通る!! 　下 　石崎　洋司∥著

8 子供向き セロひきのゴーシュ 　 　宮沢  賢治∥作

9 隠蔽捜査 　上 　今野　敏∥著

10 隠蔽捜査 　下 　今野　敏∥著

11 「ひと」として大切なこと 　上 　渡辺　和子∥著

12 「ひと」として大切なこと 　下 　渡辺　和子∥著

13 「悩み」の正体 　 　香山　リカ∥著

14 あとより恋の責めくれば 　上 　竹田　真砂子∥著

15 あとより恋の責めくれば 　下 　竹田　真砂子∥著

16 いねむり先生 　上 　伊集院　静∥著

17 いねむり先生 　下 　伊集院　静∥著

18 おふくろの夜回り 　 　三浦　哲郎∥著

19 かもめの日 　上 　黒川　創∥著

20 かもめの日 　下 　黒川　創∥著

21 からだのままに 　 　南木　佳士∥著

22 こころの作法 　 　山折　哲雄∥著

23 ココロの止まり木 　 　河合　隼雄∥著

24 テロルの決算 　上 　沢木　耕太郎∥著

25 テロルの決算 　下 　沢木　耕太郎∥著

26 とんび 　上 　重松　清∥著

27 とんび 　下 　重松　清∥著

28 ナイン 　上 　川上　健一∥著

29 ナイン 　中 　川上　健一∥著

30 ナイン 　下 　川上　健一∥著

31 ヘッドライン 　上 　今野　敏∥著

32 ヘッドライン 　下 　今野　敏∥著

33 みのたけの春 　上 　志水　辰夫∥著

34 みのたけの春 　下 　志水　辰夫∥著

35 むこうだんばら亭 　上 　乙川　優三郎∥著

36 むこうだんばら亭 　下 　乙川　優三郎∥著
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37 わたしの四季暦 　 　宮尾　登美子∥著

38 愛しいひと 　下 　明野　照葉∥著

39 愛しいひと 　上 　明野　照葉∥著

40 安土城の幽霊 　 　加藤　廣∥著

41 医者いらずの本 　 　石川　恭三∥著

42 隠し剣孤影抄 　上 　藤沢　周平∥著

43 隠し剣孤影抄 　下 　藤沢　周平∥著

44 隠花の飾り 　上 　松本　清張∥著

45 隠花の飾り 　下 　松本　清張∥著

46 越前竹人形 　 　水上　勉∥著

47 家族の横顔 　 　澤地　久枝∥著

48 花あらし 　上 　阿刀田　高∥著

49 花あらし 　下 　阿刀田　高∥著

50 花の歳月 　 　宮城谷　昌光∥著

51 花はさくら木 　上 　辻原　登∥著

52 花はさくら木 　下 　辻原　登∥著

53 花明かり 　１ 　山本  一力∥〔著〕

54 花明かり 　２ 　山本  一力∥〔著〕

55 花明かり 　３ 　山本  一力∥〔著〕

56 花櫓 　上 　皆川　博子∥著

57 花櫓 　中 　皆川　博子∥著

58 花櫓 　下 　皆川　博子∥著

59 完本保科肥後守お耳帖 　下 　中村　彰彦∥著

60 完本保科肥後守お耳帖 　上 　中村　彰彦∥著

61 完本保科肥後守お耳帖 　中 　中村　彰彦∥著

62 偽証法廷 　上 　小杉　健治∥著

63 偽証法廷 　中 　小杉　健治∥著

64 偽証法廷 　下 　小杉　健治∥著

65 宮本武蔵 　４下 　吉川　英治∥著

66 宮本武蔵 　５上 　吉川　英治∥著

67 宮本武蔵 　５下 　吉川　英治∥著

68 宮本武蔵 　６上 　吉川　英治∥著

69 宮本武蔵 　６下 　吉川　英治∥著

70 宮本武蔵 　１上 　吉川　英治∥著

71 宮本武蔵 　１下 　吉川　英治∥著

72 宮本武蔵 　２上 　吉川　英治∥著
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73 宮本武蔵 　２下 　吉川　英治∥著

74 宮本武蔵 　３上 　吉川　英治∥著

75 宮本武蔵 　３下 　吉川　英治∥著

76 宮本武蔵 　４上 　吉川　英治∥著

77 虚ろな十字架 　１ 　東野  圭吾∥〔著〕

78 虚ろな十字架 　２ 　東野  圭吾∥〔著〕

79 虚ろな十字架 　３ 　東野  圭吾∥〔著〕

80 魚の棲む城 　上 　平岩　弓枝∥著

81 魚の棲む城 　中 　平岩　弓枝∥著

82 魚の棲む城 　下 　平岩　弓枝∥著

83 剣鬼 　上 　柴田　錬三郎∥著

84 剣鬼 　下 　柴田　錬三郎∥著

85 絹扇 　上 　津村　節子∥著

86 絹扇 　下 　津村　節子∥著

87 狐火の家 　上 　貴志　祐介∥著

88 狐火の家 　下 　貴志　祐介∥著

89 江戸群盗伝 　上 　半村　良∥著

90 江戸群盗伝 　下 　半村　良∥著

91 黒牛と妖怪 　上 　風野　真知雄∥著

92 黒牛と妖怪 　下 　風野　真知雄∥著

93 最後の藁 　 　夏樹　静子∥著

94 桜ハウス 　上 　藤堂　志津子∥著

95 桜ハウス 　下 　藤堂　志津子∥著

96 自白 　上 　乃南　アサ∥著

97 自白 　下 　乃南　アサ∥著

98 失敗の効用 　 　外山　滋比古∥著

99 捨剣 　上 　佐江　衆一∥著

100 捨剣 　下 　佐江　衆一∥著

101 手紙 　上 　東野　圭吾∥著

102 手紙 　下 　東野　圭吾∥著

103 十一番目の志士 　１ 　司馬　遼太郎∥著

104 十一番目の志士 　２ 　司馬　遼太郎∥著

105 十一番目の志士 　３ 　司馬　遼太郎∥著

106 十一番目の志士 　４ 　司馬　遼太郎∥著

107 春告鳥 　上 　杉本　章子∥著

108 春告鳥 　下 　杉本　章子∥著
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109 女中譚 　 　中島　京子∥著

110 商人 　上 　ねじめ　正一∥著

111 商人 　下 　ねじめ　正一∥著

112 少女像（ブロンズ）は泣かなかった 　上 　内田　康夫∥著

113 少女像（ブロンズ）は泣かなかった 　下 　内田　康夫∥著

114 心の危機をみつめて 　 　平井　富雄∥著

115 神様 　 　川上　弘美∥著

116 数学者の言葉では 　上 　藤原　正彦∥著

117 数学者の言葉では 　下 　藤原　正彦∥著

118 清陰星雨 　下 　中井　久夫∥著

119 清陰星雨 　上 　中井　久夫∥著

120 生きることの質 　 　日野原　重明∥著

121 赤い月 　上 　なかにし　礼∥著

122 赤い月 　中 　なかにし　礼∥著

123 赤い月 　下 　なかにし　礼∥著

124 他力 　上 　五木　寛之∥著

125 他力 　下 　五木　寛之∥著

126 短歌をよむ 　 　俵　万智∥著

127 中国任侠伝 　上 　陳　舜臣∥著

128 中国任侠伝 　下 　陳　舜臣∥著

129 駐在刑事 　上 　笹本　稜平∥著

130 駐在刑事 　下 　笹本　稜平∥著

131 碇星 　 　吉村　昭∥著

132 土屋文明歌集 　 　土屋　文明∥自選

133 東京ひとり散歩 　 　池内　紀∥著

134 道連れ彦輔 　上 　逢坂　剛∥著

135 道連れ彦輔 　下 　逢坂　剛∥著

136 鈍感力 　 　渡辺　淳一∥著

137 日の砦 　 　黒井　千次∥著

138 日月めぐる 　上 　諸田　玲子∥著

139 日月めぐる 　下 　諸田　玲子∥著

140 白夜行 　１ 　東野  圭吾∥〔著〕

141 白夜行 　２ 　東野  圭吾∥〔著〕

142 白夜行 　３ 　東野  圭吾∥〔著〕

143 白夜行 　４ 　東野  圭吾∥〔著〕

144 八丁堀育ち 　 　風野　真知雄∥著
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145 反哲学入門 　上 　木田　元∥著

146 反哲学入門 　下 　木田　元∥著

147 彦左衛門外記 　上 　山本　周五郎∥著

148 彦左衛門外記 　下 　山本　周五郎∥著

149 必要のない人 　 　内館　牧子∥著

150 不味い！ 　 　小泉　武夫∥著

151 幕末新選組 　上 　池波　正太郎∥著

152 幕末新選組 　下 　池波　正太郎∥著

153 幕末浪漫剣 　上 　鳥羽　亮∥著

154 幕末浪漫剣 　下 　鳥羽　亮∥著

155 眠る鬼 　上 　高橋　義夫∥著

156 眠る鬼 　下 　高橋　義夫∥著

157 無花果の森 　上 　小池　真理子∥著

158 無花果の森 　中 　小池　真理子∥著

159 無花果の森 　下 　小池　真理子∥著

160 明るい方へ 　上 　太田　治子∥著

161 明るい方へ 　下 　太田　治子∥著

162 木骨記 　上 　市原　麻里子∥著

163 木骨記 　下 　市原　麻里子∥著

164 夕あり朝あり 　上 　三浦　綾子∥著

165 夕あり朝あり 　中 　三浦　綾子∥著

166 夕あり朝あり 　下 　三浦　綾子∥著

167 羊の歌 　上 　加藤　周一∥著

168 羊の歌 　下 　加藤　周一∥著

169 養老訓 　 　養老　孟司∥著

170 恋情からくり長屋 　 　辻原　登∥著

171 老いるもよし 　 　徳永　進∥著

172 憑神 　下 　浅田　次郎∥著

173 憑神 　上 　浅田　次郎∥著

174 珈琲屋の人々 　上 　池永　陽∥著

175 珈琲屋の人々 　下 　池永　陽∥著

176 眞説光クラブ事件 　上 　保阪　正康∥著

177 眞説光クラブ事件 　下 　保阪　正康∥著
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