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あきる野市図書館　大活字本一覧

書名 著者名 出版年 所蔵館 分冊 巻次

本屋通いのビタミン剤 井狩　春男 1994 020 イ 中央・五日市

著作権マニュアル
全国視覚障害者情報提
供施設協会サービス委員
会著作権プロジェクト／

2009 021 チ 中央 ２００８新版

新人生論ノート 木田　元 2008 104 キ 五日市
無思想の発見 養老　孟司 2009 104 ヨ 中央・五日市
死の壁 養老　孟司 2004 114 ヨ 中央・東部 ２分冊 上・下
論語 桑原　武夫 2001 123 ク 五日市 ２分冊 上・下
マザコン男は買いである 和田　秀樹 2007 143 ワ 中央 ２分冊 上・下
私の遺言 佐藤　愛子 2011 147 サ 五日市 ２分冊 上・下
冥途のお客 佐藤　愛子 2017 147 サ 中央・五日市
大人の友情 河合　隼雄 2011 158 カ 五日市
なやみはつきねんだなあ 相田　みつを 2005 159 ア 東部
持たない暮らし 下重　暁子 2018 159 シ 東部・五日市
１００歳「元気生活」のススメ 日野原　重明 2005 159 ヒ 中央 ２分冊 上・下
人生の四季に生きる 日野原　重明 2009 159 ヒ 中央
松下幸之助日々のことば 松下　幸之助 2007 159 マ 東部・五日市 ２分冊 上・下
養老訓 養老　孟司 2014 159 ヨ 五日市
さすらいの仏教語 玄侑　宗久 2017 180 ケ 中央・五日市
「般若心経」講義 紀野　一義 2007 183 キ 五日市 ２分冊 上・下
私の歎異抄 紀野　一義 1995 188 キ 中央 ２分冊 上・下
まわりみち極楽論 玄侑　宗久 2008 188 ゲ 中央・五日市 ２分冊 上・下
心 高田　好胤 2001 188 タ 五日市
聖書のなかの女性たち 遠藤　周作 1989 193 エ 中央
私の聖書物語 椎名　麟三 1988 193 シ 中央
旧約聖書入門 三浦　綾子 2006 193 ミ 五日市 ２分冊 上・下
忘れかけていた大切なこと 渡辺　和子 2011 198 ワ 五日市
「ひと」として大切なこと 渡辺　和子 2015 198 ワ 五日市 ２分冊 上・下
日本史集中講義 井沢　元彦 2007 210 イ 中央 ３分冊 １～３
ぶらり日本史散策 半藤　一利 2016 210.0 ハ 東部 ２分冊 上・下
歴史の愉しみ方 磯田　道史 2018 210.0 イ 東部
ノモンハンの夏 半藤　一利 2006 210.7 ハ 中央 ３分冊 上・中・下
加賀風雲録 戸部　新十郎 2004 214.3 ト 中央
殿様の通信簿 磯田　道史 2016 281 イ 東部・五日市 ２分冊 上・下

分類

令和元年８月現在
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信長・秀吉・家康の研究 童門　冬二 2009 281 ト 東部 ２分冊 上・下
日本人の手紙　第１巻　親子 紀田　順一郎／監修 2004 281 ニ 中央 第１巻
日本人の手紙　第２巻　友情 紀田　順一郎／監修 2004 281 ニ 中央 第２巻
日本人の手紙　第３巻　恩師と弟子 紀田　順一郎／監修 2004 281 ニ 中央 第３巻
日本人の手紙　第４巻　恋文　初恋 紀田　順一郎／監修 2004 281 ニ 中央 第４巻
日本人の手紙　第５巻　恋文　熱愛 紀田　順一郎／監修 2004 281 ニ 中央 第５巻
日本人の手紙　第６巻　夫婦 紀田　順一郎／監修 2004 281 ニ 中央 第６巻
日本人の手紙　第７巻　旅先から 紀田　順一郎／監修 2004 281 ニ 中央 第７巻
日本人の手紙　第８巻　遺書 紀田　順一郎／監修 2004 281 ニ 中央 第８巻
日本人の手紙　第９巻　天国のあの人へ 紀田　順一郎／監修 2004 281 ニ 中央 第９巻
日本人の手紙　第１０巻　歴史の瞬間 紀田　順一郎／監修 2004 281 ニ 中央 第１０巻
宮武外骨 吉野　孝雄 1995 289 ミ 中央 ２分冊 上・下
五体不満足　車椅子の王様　幼児期・小学校時代 乙武　洋匡 2000 289.1 オ 中央 1
五体不満足　全力疾走　中学・高校・予備校時代 乙武　洋匡 2000 289.1 オ 中央 2
五体不満足　心のバリアフリー　早稲田大学時代 乙武　洋匡 2000 289.1 オ 中央 3
五体不満足　車椅子の王様　幼児期・小学校時代 乙武　洋匡 2002 289.1 オ 東部 1
五体不満足　全力疾走　中学・高校・予備校時代 乙武　洋匡 2002 289.1 オ 東部 2
五体不満足　心のバリアフリー　早稲田大学時代 乙武　洋匡 2002 289.1 オ 東部 3
五体不満足　車椅子の王様　幼児期・小学校時代 乙武　洋匡 2000 289.1 オ 五日市 1
五体不満足　全力疾走　中学・高校・予備校時代 乙武　洋匡 2000 289.1 オ 五日市 2
五体不満足　心のバリアフリー　早稲田大学時代 乙武　洋匡 2000 289.1 オ 五日市 3
鉄の首枷 遠藤　周作 2005 289.1 コ 中央
辛夷の花 秋山　加代 2007 289.1 コ 五日市 ２分冊 上・下
光に向って咲け 粟津　キヨ 1987 289.1 サ 中央 ３分冊 １～３
津田梅子 大庭　みな子 1996 289.1 ツ 五日市 ２分冊 上・下
宮武外骨 吉野　孝雄 1995 289.1 ミ 五日市 ２分冊 上・下
旅人 湯川　秀樹 1989 289.1 ユ 中央 ２分冊 上・下
都と京（みやこ） 酒井　順子 2019 291 サ 中央 ２分冊 １～２
下駄の向くまま 滝田　ゆう 1987 291 タ 中央
沈黙の山 田中　澄江 1988 291 タ 中央 ２分冊 上・下
山恋いの記 村井　米子 1993 291 ム 中央 ２分冊 上・下
山行 槙　有恒 1995 293 マ 中央・五日市 ２分冊 上・下
アラスカ風のような物語 星野　道夫 2001 295 ホ 中央・東部 ２分冊 1・２
旅をする木 星野　道夫 2019 295 ホ 東部・五日市
バカの壁 養老　孟司 2005 304 ヨ 中央・東部・五日市 ２分冊 上・下
あなたの脳にはクセがある 養老　孟司 2017 304 ヨ 東部 ２分冊 上・下
頭で勝つ法廷読本 和久　峻三 1999 320 ワ 五日市 ２分冊 上・下
６０歳からの株式投資の教科書 星　和貴 2005 338 ホ 東部
日本辺境論 内田　樹 2018 361.4 ウ 五日市
袖すりあうも嫁姑 小林　千登勢 1994 367 コ 中央・五日市
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お母さんのための子供のデジタルマナーとしつけ 中元　千鶴 2012 367.6 ナ 増戸
この国は恐ろしい国 関　千枝子 1992 369 セ 中央
見えなくなってはじめに読む本 稲垣　吉彦 2006 369.2 イ 東部
泣くも一生、笑うも一生 小野　進 1999 369.2 オ 中央 ３分冊 １～３
失明と共に生きる 小柴　仁人 2006 369.2 コ 東部

障害者の読書と電子書籍
日本盲人社会福祉施設協
議会情報サービス部会

2015 369.2 シ 中央・東部

見えない・見えにくい人の便利グッズファイル 便利グッズサロン／編 2002 369.2 ミ 中央

東京防災
東京都総務局総合防災
部防災管理課

2018 369.3 ト 中央

育てたように子は育つ 相田　みつを 2004 370 ア 東部
子供は地球のヒーローだ ジョン・ギャスライト 1996 379 キ 東部
お天気博士の気象ノート 倉嶋　厚 1993 451 ク 中央 ２分冊 上・下
春の数えかた 日高　敏隆 2010 460 ヒ 中央
植物名の由来 中村　浩 1982 471 ナ 増戸
私の動物誌 古賀　忠道 1981 480 コ 東部
少年少女シートン動物記１　おおかみ王ロボ　ぎざ耳うさぎ　カラス
の大将「銀の星」

Ｅ・Ｔ・シートン 1980 480 シ 中央・東部・五日市・増戸 1

少年少女シートン動物記２　峰の大将クラッグ　野生の黒馬 Ｅ・Ｔ・シートン 1980 480 シ 中央・東部・五日市・増戸 2
少年少女シートン動物記３　タラク山の大グマ　ブリテリアのスナッ Ｅ・Ｔ・シートン 1980 480 シ 中央・東部・五日市・増戸 3
少年少女シートン動物記４　スプリング・フィールドのキツネ　サン
ドヒルの雄ジカ　赤えりウズラ

Ｅ・Ｔ・シートン 1980 480 シ 中央・東部・五日市・増戸 4

少年少女シートン動物記５　はい色グマワーブ　野ブタのぼうけん
まちの雄すずめ

Ｅ・Ｔ・シートン 1981 480 シ 中央・東部・五日市・増戸 5

少年少女シートン動物記６　キルダー家のアライグマ　かしこいコ
ヨーテ　少年と大ヤマネコ

Ｅ・Ｔ・シートン 1981 480 シ 中央・東部・五日市・増戸 6

少年少女シートン動物記７　伝書はとアルノー　うら町のすてネコ Ｅ・Ｔ・シートン 1981 480 シ 中央・東部・五日市・増戸 7
動物という文化 日高　敏隆 1996 481 ヒ 中央
とっておきの魚の話 末広　恭雄 1989 487 ス 中央
心のくすり箱 徳永　進 2007 490 ト 五日市 ２分冊 上・下
生きることの質 日野原　重明 2013 490 ヒ 東部
私が人生の旅で学んだこと 日野原　重明 2016 490 ヒ 中央・五日市
「脳」整理法 茂木　健一郎 2010 491 モ 中央 ３分冊 １～３
感動する脳 茂木　健一郎 2010 491 モ 中央・五日市
欲望する脳 茂木　健一郎 2018 491 モ 五日市
精神科の待合室 斎藤　茂太 1994 493 サ 中央・五日市
老年期の健康読本 近藤　宏二 1983 493.1 コ 東部
心の危機をみつめて 平井　富雄 2015 493.7 ヒ 五日市
図解中高年の「ひざ」の痛み 大森　豪 2007 494 オ 中央
あう入れ歯、インプラントどっちがいいの！？ 福島　章浩／監修 2007 497 ア 東部
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中・高年の歯の病気がすべてわかる本 森山　貴史 2003 497 モ 中央
健康のメカニズム 水野　肇 1981 498 ミ 東部・五日市
母の台所娘のキッチン 藤原　房子 1996 590 フ 中央 ２分冊 上・下
むかしの味 池波　正太郎 2005 596 イ 中央 ２分冊 上・下
食卓のつぶやき 池波　正太郎 2006 596 イ 中央 ２分冊 上・下
不味い！ 小泉　武夫 2015 596.0 コ 五日市
魚味礼讃 関谷　文吉 1997 596 セ 中央
食卓の微笑 戸板　康二 1993 596 ト 中央
私の食物誌 吉田　健一 1987 596 ヨ 中央 ２分冊 上・下
エロ街道をゆく 松沢　呉一 2010 598 マ 中央 ４分冊 １～４
花も実もある話 西川　勢津子 1995 620 ニ 中央
せまくても、わが家は花園 柳　宗民 1999 620 ヤ 五日市
百魚歳時記 岩満　重孝 2001 664.6 イ 五日市 ２分冊 上・下
大和古寺風物誌 亀井　勝一郎 1995 702 カ 中央・五日市
ゲゲゲの女房 武良　布枝 2010 726 ム 中央 ３分冊 １～３
歌舞伎十八番 戸板　康二 1995 774 ト 中央・五日市
落語のみなもと 宇井　無愁 1992 779 ウ 中央
落語手帖 江國　滋 2010 779 エ 中央 ３分冊 １～３
愛でもくらえ ビートたけし 1999 779 ヒ 東部
忍者と忍術 戸部　新十郎 2004 789 ト 中央
茶道の歴史 桑田　忠親 1995 791 ク 中央 ２分冊 上・下
ことばの歳時記 金田一　春彦 1982 804 キ 東部・増戸 ２分冊 上・下
そのまま使える葬儀・法要のあいさつ 岡　長彦 2007 809 オ 東部
おしゃべりの思想 外山　滋比古 2018 810 ト 東部
１・２年生の書き順 東京ルリュール／編 1992 811 イ 増戸
５・６年生の書き順 東京ルリュール／編 1992 811 コ 増戸
３・４年生の書き順 東京ルリュール／編 1992 811 サ 増戸
語源散策 岩淵　悦太郎 1992 812 イ 中央 ２分冊 上・下
ことばの歳時記 金田一　春彦 1982 812 キ 五日市 下巻
大活字三省堂四字熟語便覧 三省堂編修所／編 2004 813 タ 東部
大活字三省堂ことわざ便覧 三省堂編修所／編 2004 813 タ 東部
わかりやすい日本語の作文技術 本多　勝一 2003 816 ホ 中央
幼年 大岡　昇平 1994 910 オ 中央
父・夏目漱石 夏目　伸六 1994 910 ナ 中央 ２分冊 上・下
幼年 大岡　昇平 1994 910.2 オ 五日市
どくとるマンボウ青春記 北　杜夫 2008 910.2 キ 五日市 ２分冊 上・下
司馬さんは夢の中 福田　みどり 2012 910.2 シ 五日市 ２分冊 上・下
父・夏目漱石 夏目　伸六 1994 910.2 ナ 五日市 ２分冊 上・下
私のなかの東京 野口　富士男 1996 910.2 ノ 中央
晩年の父 小堀　杏奴 1989 910.2 モ 中央
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命 柳　美里 2003 910.2 ユ 中央・東部・五日市 ２分冊 1・２
文車日記 田辺　聖子 1996 910.4 タ 中央 ２分冊 上・下
心にひびく恋のうた愛のうた 第１巻 正津　勉／編集 2006 911 コ 中央
心にひびく恋のうた愛のうた 第２巻 正津　勉／編集 2006 911 コ 中央
心にひびく恋のうた愛のうた 第３巻 正津　勉／編集 2006 911 コ 中央
心にひびく恋のうた愛のうた 第４巻 正津　勉／編集 2006 911 コ 中央
心にひびく恋のうた愛のうた 第５巻 正津　勉／編集 2006 911 コ 中央
心にひびく恋のうた愛のうた 第６巻 正津　勉／編集 2006 911 コ 中央
心にひびく恋のうた愛のうた 第７巻 正津　勉／編集 2006 911 コ 中央
心にひびく恋のうた愛のうた 第８巻 正津　勉／編集 2006 911 コ 中央
短歌への出発 生方　たつゑ 1989 911.1 ウ 中央
短歌添削教室 木俣　修 1981 911.1 キ 東部
短歌実作指導教室 木俣　修 1984 911.1 キ 東部・五日市 ２分冊 上・下
近代秀歌 木俣　修 1997 911.1 キ 中央 ２分冊 上・下
あなたと読む恋の歌百首 俵　万智 2004 911.1 タ 東部 ２分冊 上・下
短歌をよむ 俵　万智 2015 911.1 タ 五日市
新短歌入門 土屋　文明 1994 911.1 ツ 中央・五日市
俳句日暦 石　寒太 1981 911.3 イ 東部 ２分冊 上・下
金子兜太の俳句入門 金子　兜太 2016 911.3 カ 中央・東部
大活字三省堂ホトトギス俳句季題便覧 稲畑　汀子／編 2004 911.3 タ 東部
俳句のつくり方 水原　秋桜子 1984 911.3 ミ 東部・五日市
俳句への旅 森　澄雄 2016 911.3 モ 中央・東部 ２分冊 上・下
俳句添削教室 山口　誓子 1989 911.3 ヤ 中央 ２分冊 上・下
ことばの歳時記 山本　健吉 1993 911.3 ヤ 中央 ２分冊 上・下
古川柳おちぼひろい 田辺　聖子 1994 911.4 タ 中央・五日市
お手本なしの人生 木藤　亜也 2007 911.5 キ 中央・東部
中原中也詩集 中原　中也 1993 911.5 ナ 中央
中野重治詩集 中野　重治 1989 911.5 ナ 中央
室生犀星詩集 室生　犀星 1989 911.5 ム 中央
花千日の紅なく 阿井　景子 1993 913 ア 中央
悲愁中宮 安西　篤子 1993 913 ア 中央 ２分冊 上・下
三木助歳時記 安藤　鶴夫 1992 913 ア 中央 ３分冊 上・中・下
馬町のトキちゃん 安藤　美紀夫 1990 913 ア 中央
風と木の歌 安房　直子 1985 913 ア 増戸
明日 井上　光晴 1995 913 イ 中央
ハコちゃん 今西　祐行 1990 913 イ 中央
りんごとバイオリン 今西　祐行 1994 913 イ 中央 ２分冊 上・下
五月のはじめ、日曜日の朝 石井　睦美 1994 913 イ 中央
バビロンに行きて歌え 池沢　夏樹 1995 913 イ 中央 ２分冊 上・下
夏行冬暦 上田　三四二 1994 913 ウ 中央
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反逆 遠藤　周作 1993 913 エ 中央 ４分冊 １～４
カディスの赤い星 逢坂　剛 1995 913 オ 中央 ４分冊 １～４
大陸の細道 木山　捷平 1995 913 キ 中央 ２分冊 上・下
休日の断崖 黒岩　重吾 1995 913 ク 中央 ２分冊 上・下
お星さまのレール 小林　千登勢 1990 913 コ 中央
豊臣家の人々 司馬　遼太郎 1994 913 シ 中央 ３分冊 上・中・下
夕べの雲 庄野　潤三 1993 913 シ 中央 ２分冊 上・下
妙高の秋 島村　利正 1995 913 シ 中央
近衛文麿 杉森　久英 1993 913 ス 中央 ４分冊 １～４
天皇の料理番 杉森　久英 1995 913 ス 中央・五日市 ３分冊 上・中・下
永代橋崩落 杉本　苑子 1993 913 ス 中央 ２分冊 上・下
二条院ノ讃岐 杉本　苑子 1995 913 ス 中央
東京新大橋雨中図 杉本　章子 1995 913 ス 中央 ２分冊 上・下
虚構の家 曽野　綾子 1995 913 ソ 中央 ２分冊 上・下
夜の蟻 高井　有一 1993 913 タ 中央・五日市 ２分冊 上・下
ネコババのいる町で 滝沢　美恵子 1995 913 タ 中央 ２分冊 上・下
鷹の巣とり 千葉　省三 1990 913 チ 中央
深重の海 津本　陽 1993 913 ツ 中央 ２分冊 上・下
虚航船団 筒井　康隆 1993 913 ツ 中央 ３分冊 上・中・下
無明の蝶 出久根　達郎 1995 913 デ 中央
つゆのあとさき 永井　荷風 1995 913 ナ 中央
文学賞受賞・名作集成 二上　洋一／監修 2004 913 ニ 中央 ２分冊 １・２
夢の島 日野　啓三 1992 913 ヒ 中央
藍の季節 平岩　弓枝 1995 913 ヒ 中央 ２分冊 上・下
写楽道行 フランキー堺 1993 913 フ 中央
漂泊者のアリア 古川　薫 1994 913 フ 中央 ２分冊 上・下
たそがれ清兵衛 藤沢　周平 1995 913 フ 中央 ２分冊 上・下
石狩川 本庄　陸男 1992 913 ホ 中央 ３分冊 上・中・下
裏声で歌へ君が代 丸谷　才一 1994 913 マ 中央 ３分冊 上・中・下
おおかみのまゆ毛 松谷　みよ子 1994 913 マ 中央
薔薇忌 皆川　博子 1995 913 ミ 中央
どんぐりと山ねこ　雪渡り 宮沢　賢治 1981 913 ミ 中央・増戸
天北原野 三浦　綾子 1994 913 ミ 中央 ５分冊 １～５
海辺で 三木　卓 1994 913 ミ 中央 ２分冊 上・下
砲撃のあとで 三木　卓 1995 913 ミ 中央 ２分冊 上・下
海明け 八木　義徳 1994 913 ヤ 中央 ３分冊 上・中・下
羅生門　鼻　芋粥　偸盗 芥川　竜之介 1980 913 ア 中央
風と木の歌 安房　直子 1985 913 ア 中央
山のトムさん 石井　桃子 1988 913 イ 中央
山んばと空とぶ白い馬 いぬい　とみこ 1986 913 イ 中央 ３分冊 上・中・下
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小僧の神様 志賀　直哉 1981 913 シ 中央
夜あけ朝あけ 住井　すゑ 1985 913 ス 中央・増戸
二十四の瞳 壷井　栄 1988 913 ツ 中央 ２分冊 上・下
ゲンのいた谷 長崎　源之助 1986 913 ナ 中央 ２分冊 上・下
向こう横町のおいなりさん 長崎　源之助 1988 913 ナ 中央 ２分冊 上・下
坊っちゃん 夏目　漱石 1980 913 ナ 中央
吾輩は猫である 夏目　漱石 1980 913 ナ 中央・五日市 ３分冊 上・中・下
兎の眼 灰谷　健次郎 1980 913 ハ 中央・五日市 ２分冊 上・下
雨やどり 半村　良 1980 913 ハ 中央 ２分冊 上・下
ふたりのイーダ 松谷　みよ子 1985 913 マ 中央・増戸
セロひきのゴーシュ 宮沢　賢治 1986 913 ミ 中央
阿部一族 森　鴎外 1980 913 モ 中央
月山 森　敦 1980 913 モ 中央
源氏物語 紫式部 2005 913.3 ム 中央 １５分冊 1～１５
説き語り「源氏物語」 村山　リウ 1989 913.3 ム 中央
愛する源氏物語 俵　万智 2011 913.3 ム 中央 ２分冊 上・下
和宮お側日記 阿井　景子 2008 913.6 ア 中央・東部 ３分冊 1～３
ひとり日和 青山　七恵 2007 913.6 ア 中央 ２分冊 上・下
翳りゆく夏 赤井　三尋 2016 913.6 ア 東部 ２分冊 上・下
山本五十六 阿川　弘之 1984 913.6 ア 五日市 ５分冊 1～５
ウメ子 阿川　佐和子 2001 913.6 ア 東部 ３分冊 1～３
ふたり 赤川　次郎 2004 913.6 ア 東部 ３分冊 1～３
月下の恋人 浅田　次郎 2016 913.6 ア 中央 ２分冊 上・下
おいち不思議がたり あさの　あつこ 2016 913.6 ア 増戸 ２分冊 上・下
待ってる あさの　あつこ 2019 913.6 ア 中央 ２分冊 １～２
喜娘 梓沢　要 2011 913.6 ア 五日市 ２分冊 上・下
蜘蛛の糸・杜子春 芥川　竜之介 2005 913.6 ア 中央
河童・或阿呆の一生 芥川　竜之介 2005 913.6 ア 中央
ザ・竜之介 芥川　竜之介 2006 913.6 ア 中央
羅生門　鼻　芋粥　偸盗 芥川　竜之介 1980 913.6 ア 東部
戯作三昧 芥川　竜之介 1981 913.6 ア 東部
澪つくし 明野　照葉 2010 913.6 ア 五日市 ２分冊 上・下
愛しいひと 明野　照葉 2013 913.6 ア 東部 ２分冊 上・下
鉄道員（ぽっぽや）＊ラブ・レター 浅田　次郎 2000 913.6 ア 東部
天国までの百マイル 浅田　次郎 2001 913.6 ア 中央・東部・五日市 ３分冊 1～３
薔薇盗人 浅田　次郎 2003 913.6 ア 中央・東部 ３分冊 1～３
霧笛荘夜話 浅田　次郎 2009 913.6 ア 中央 ２分冊 上・下
五郎治殿御始末 浅田　次郎 2011 913.6 ア 中央・五日市
憑神 浅田　次郎 2013 913.6 ア 東部 ２分冊 上・下
鉄道員（ぽっぽや）＊ラブ・レター 浅田　次郎 1998 913.6 ア 中央・五日市
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竜馬伝 福田　靖 2010 913.6 ア 東部 ３分冊 1-1～1-3
竜馬伝 福田　靖 2010 913.6 ア 東部 ３分冊 2-1～2-3
竜馬伝 福田　靖 2010 913.6 ア 東部 ３分冊 3-1～3-3
モルヒネ 安達　千夏 2007 913.6 ア 中央 ２分冊 上・下
危険信号 阿刀田　高 1993 913.6 ア 中央 ２分冊 上・下
夢判断 阿刀田　高 1998 913.6 ア 五日市 ２分冊 上・下
お吉写真帖 安部　龍太郎 2016 913.6 ア 東部 ２分冊 上・下
おとこくらべ 嵐山　光三郎 2010 913.6 ア 中央 ４分冊 1～４
狸はどこへ行った 有明　夏夫 1988 913.6 ア 中央 ２分冊 上・下
鬼女の鱗 泡坂　妻夫 2010 913.6 ア 五日市 ２分冊 上・下
悲愁中宮 安西　篤子 1993 913.6 ア 中央 2分冊 上・下
壇の浦残花抄 安西　篤子 1996 913.6 ア 五日市
武家女夫録 安西　篤子 1998 913.6 ア 五日市
三木助歳時記 安藤　鶴夫 1992 913.6 ア 中央 ３分冊 上・中・下
榎本武揚 安部　公房 2010 913.6 ア 五日市 ２分冊 上・下
花豆の煮えるまで 安房　直子 1998 913.6 ア 五日市
珈琲屋の人々 池永　陽 2015 913.6 イ 中央・東部 ２分冊 上・下
雲を斬る 池永　陽 2017 913.6 イ 五日市 ２分冊 上・下
剣客商売 池波　正太郎 2003 913.6 イ 中央 ３分冊 1～３
剣客商売 池波　正太郎 2003 913.6 イ 東部 ３分冊 1～３
辻斬り 池波　正太郎 2004 913.6 イ 中央・東部 ３分冊 1～３
天魔 池波　正太郎 2004 913.6 イ 中央・東部 ３分冊 1～３
陽炎の男 池波　正太郎 2004 913.6 イ 中央・東部 ３分冊 1～３
白い鬼 池波　正太郎 2004 913.6 イ 中央・東部 ３分冊 1～３
新妻 池波　正太郎 2004 913.6 イ 中央・東部 ３分冊 1～３
隠れ簑 池波　正太郎 2004 913.6 イ 中央・東部 ３分冊 1～３
狂乱 池波　正太郎 2004 913.6 イ 中央・東部 ３分冊 1～３
待ち伏せ 池波　正太郎 2004 913.6 イ 中央・東部 ３分冊 1～３
春の嵐 池波　正太郎 2004 913.6 イ 中央・東部 ３分冊 1～３
勝負 池波　正太郎 2004 913.6 イ 中央・東部 ３分冊 1～３
十番斬り 池波　正太郎 2004 913.6 イ 中央・東部 ３分冊 1～３
波紋 池波　正太郎 2004 913.6 イ 中央・東部 ３分冊 1～３
武士（おとこ）の紋章 池波　正太郎 2004 913.6 イ 東部 ３分冊 1～３
暗殺者 池波　正太郎 2004 913.6 イ 中央・東部 ３分冊 1～３
二十番斬り 池波　正太郎 2005 913.6 イ 中央・東部 ３分冊 1～３
浮沈 池波　正太郎 2005 913.6 イ 中央・東部 ２分冊 上・下
鬼平犯科帳　1 池波　正太郎 2005 913.6 イ 中央・東部 ３分冊 １～３
鬼平犯科帳　2 池波　正太郎 2005 913.6 イ 中央・東部 ３分冊 １～３
鬼平犯科帳　3 池波　正太郎 2006 913.6 イ 中央・東部 ３分冊 １～３
鬼平犯科帳　4 池波　正太郎 2006 913.6 イ 中央・東部 ３分冊 １～３
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鬼平犯科帳　5 池波　正太郎 2006 913.6 イ 中央・東部 ３分冊 １～３
鬼平犯科帳　6 池波　正太郎 2006 913.6 イ 中央・東部 ３分冊 １～３
鬼平犯科帳　7 池波　正太郎 2007 913.6 イ 中央・東部 ３分冊 １～３
鬼平犯科帳　8 池波　正太郎 2007 913.6 イ 中央・東部 ３分冊 １～３
鬼平犯科帳　9 池波　正太郎 2007 913.6 イ 中央・東部 ３分冊 １～３
鬼平犯科帳　10 池波　正太郎 2007 913.6 イ 中央・東部 ３分冊 １～３
鬼平犯科帳　11 池波　正太郎 2007 913.6 イ 中央・東部 ３分冊 １～３
鬼平犯科帳　12 池波　正太郎 2008 913.6 イ 中央・東部 ３分冊 １～３
鬼平犯科帳　13 池波　正太郎 2008 913.6 イ 中央・東部 ３分冊 １～３
鬼平犯科帳　14 池波　正太郎 2008 913.6 イ 中央・東部 ３分冊 １～３
鬼平犯科帳　15 池波　正太郎 2008 913.6 イ 中央・東部 ３分冊 １～３
鬼平犯科帳　16 池波　正太郎 2008 913.6 イ 中央・東部 ３分冊 １～３
鬼平犯科帳　17 池波　正太郎 2008 913.6 イ 中央・東部 ３分冊 １～３
鬼平犯科帳　18 池波　正太郎 2009 913.6 イ 中央・東部 ３分冊 １～３
鬼平犯科帳　19 池波　正太郎 2009 913.6 イ 中央・東部 ３分冊 １～３
鬼平犯科帳　20 池波　正太郎 2009 913.6 イ 中央・東部 ３分冊 １～３
鬼平犯科帳　21 池波　正太郎 2009 913.6 イ 中央・東部・五日市 ３分冊 １～３
鬼平犯科帳　22 池波　正太郎 2009 913.6 イ 中央・東部 ３分冊 １～３
鬼平犯科帳　23 池波　正太郎 2010 913.6 イ 中央・東部 ３分冊 １～３
鬼平犯科帳　24 池波　正太郎 2010 913.6 イ 中央・東部 ３分冊 １～３
信長と秀吉と家康 池波　正太郎 2007 913.6 イ 中央・東部 ３分冊 1～３
池波正太郎短篇ベストコレクション１ 池波　正太郎 2008 913.6 イ 中央・東部・五日市 ６分冊 １～６
仇討ち 池波　正太郎 2010 913.6 イ 中央 ２分冊 上・下
賊将 池波　正太郎 2012 913.6 イ 東部 ２分冊 上・下
賊将 池波　正太郎 2012 913.6 イ 五日市 ２分冊 上・下
剣客群像 池波　正太郎 1985 913.6 イ 東部 ２分冊 上・下
幕末新選組 池波　正太郎 2015 913.6 イ 中央 ２分冊 上・下
蒼氓 石川　達三 2001 913.6 イ 五日市 ２分冊 上・下
金環蝕 石川　達三 1989 913.6 イ 中央 ３分冊 上・中・下
機関車先生 伊集院　静 2005 913.6 イ 五日市 ２分冊 上・下
三年坂 伊集院　静 1998 913.6 イ 五日市
いねむり先生 伊集院　静 2014 913.6 イ 五日市 ２分冊 上・下
いま、会いにゆきます 市川　拓司 2005 913.6 イ 東部 ３分冊 1～３
そのときは彼によろしく 市川　拓司 2007 913.6 イ 中央 ３分冊 1～３
金沢あかり坂 五木　寛之 2017 913.6 イ 中央
アトラス伝説 井出　孫六 1998 913.6 イ 五日市 ２分冊 上・下
秋草の渡し 伊藤　桂一 2006 913.6 イ 五日市 ２分冊 上・下
病みたる秘剣 伊藤　桂一 2013 913.6 イ 五日市 ２分冊 上・下
野菊の墓 伊藤　左千夫 2006 913.6 イ 中央
ダック・コール 稲見　一良 2002 913.6 イ 五日市 ２分冊 上・下
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セント・メリーのリボン 稲見　一良 2010 913.6 イ 五日市 ２分冊 上・下
手鎖心中 井上　ひさし 1984 913.6 イ 東部
モッキンポット師の後始末 井上　ひさし 1984 913.6 イ 東部・五日市 ２分冊 上・下
四十一番の少年 井上　ひさし 1994 913.6 イ 中央・五日市
丸山蘭水楼の遊女たち 井上　光晴 1994 913.6 イ 中央・五日市 ２分冊 上・下
天平の甍 井上　靖 1981 913.6 イ 東部
しろばんば 井上　靖 1982 913.6 イ 東部 ２分冊 前・後
あすなろ物語 井上　靖 1983 913.6 イ 東部・五日市
敦煌 井上　靖 1985 913.6 イ 東部 ２分冊 上・下
本覚坊遺文 井上　靖 1989 913.6 イ 中央
おろしや国酔夢譚 井上　靖 1992 913.6 イ 中央 ２分冊 上・下
わが母の記 井上　靖 1994 913.6 イ 中央・五日市
多甚古村 井伏　鱒二 2008 913.6 イ 五日市
生家へ 色川　武大 2009 913.6 イ 五日市 ２分冊 上・下
難儀でござる 岩井　三四二 2018 913.6 イ 中央 ２分冊 上・下
舶来屋一代 上前　淳一郎 1988 913.6 ウ 中央 ２分冊 上・下
夏行冬暦 上田　三四二 1994 913.6 ウ 五日市
御免状始末 上田　秀人 2011 913.6 ウ 中央
蛮社始末 上田　秀人 2011 913.6 ウ 中央
おはぐろとんぼ 宇江佐　真理 2017 913.6 ウ 中央 ２分冊 上・下
深川恋物語 宇江佐　真理 2019 913.6 ウ 東部・五日市 ２分冊 １～２
命の版木 植松　三十里 2012 913.6 ウ 中央
達成の人 植松　三十里 2012 913.6 ウ 中央
欅通りの人びと 内海　隆一郎 1996 913.6 ウ 五日市 ２分冊 上・下
人びとの岸辺 内海　隆一郎 1998 913.6 ウ 五日市 ２分冊 上・下
喪われた道 内田　康夫 2002 913.6 ウ 中央・東部 ３分冊 1～３
鯨の哭く海 内田　康夫 2003 913.6 ウ 東部 ４分冊 1～４
中央構造帯 内田　康夫 2009 913.6 ウ 中央 ３分冊 上・中・下
菊慈童 円地　文子 1993 913.6 エ 中央 ２分冊 上・下
沈黙 遠藤　周作 2004 913.6 エ 中央・東部・五日市 ３分冊 1～３
深い河（ディープ・リバー） 遠藤　周作 2005 913.6 エ 五日市 ２分冊 上・下
白い人・黄色い人 遠藤　周作 1989 913.6 エ 中央
反逆 遠藤　周作 1993 913.6 エ 中央 ４分冊 1～４
二重唱（デュエット） 海老沢　泰久 1994 913.6 エ 中央・五日市
ルソンの谷間 江崎　誠致 1985 913.6 エ 東部
重蔵始末 逢坂　剛 2011 913.6 オ 五日市 ２分冊 上・下
道連れ彦輔 逢坂　剛 2013 913.6 オ 東部 ２分冊 上・下
百舌の叫ぶ夜 逢坂　剛 1998 913.6 オ 五日市 ２分冊 上・下
石の来歴 奥泉　光 2006 913.6 オ 五日市
噂の女 奥田　英朗 2016 913.6 オ 東部 ２分冊 上・下
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五年の梅 乙川　優三郎 2005 913.6 オ 五日市 ２分冊 上・下
椿山 乙川　優三郎 2011 913.6 オ 東部 ２分冊 上・下
さざなみ情話 乙川　優三郎 2019 913.6 オ 東部 ２分冊 １～２
むこうだんばら亭 乙川　優三郎 2014 913.6 オ 五日市 ２分冊 上・下
博士の愛した数式 小川　洋子 2006 913.6 オ 中央・東部 ３分冊 1～３
まぶた 小川　洋子 2019 913.6 オ 東部
世相 織田　作之助 1985 913.6 オ 東部
夫婦善哉 織田　作之助 1985 913.6 オ 東部
心映えの記 太田　治子 2001 913.6 オ 五日市 ２分冊 上・下
事件 大岡　昇平 2006 913.6 オ 東部 ３分冊 上・中・下
俘虜記 大岡　昇平 1986 913.6 オ 東部 ３分冊 上・中・下
正妻 大原　富枝 1984 913.6 オ 東部
建礼門院右京大夫 大原　富枝 1988 913.6 オ 中央 ３分冊 上・中・下
がらくた博物館 大庭　みな子 1994 913.6 オ 中央・五日市
鞍馬天狗 大仏　次郎 2003 913.6 オ 中央
四十八人目の男 大仏　次郎 1995 913.6 オ 中央・五日市 ３分冊 上・中・下
四十八人目の男 大仏　次郎 2005 913.6 オ 中央
赤穂浪士 大佛　次郎 1981 913.6 オ 東部 ６分冊 １～６
赤穂浪士 大佛　次郎 1981 913.6 オ 五日市 ６分冊 １～６
虫のいろいろ 尾崎　一雄 1982 913.6 オ 東部
暢気眼鏡 尾崎　一雄 1983 913.6 オ 東部・五日市
末っ子物語 尾崎　一雄 1996 913.6 オ 中央
人生劇場　青春篇 尾崎　士郎 1987 913.6 オ 中央・五日市 ３分冊 上・中・下
頭医者事始 加賀　乙彦 1994 913.6 カ 中央・五日市
夢の壁 加藤　幸子 1992 913.6 カ 中央 ２分冊 上・下
ガラスの麒麟 加納　朋子 2006 913.6 カ 五日市 ２分冊 上・下
螺旋階段のアリス 加納　朋子 2010 913.6 カ 五日市 ２分冊 上・下
あなたへ 河崎　愛美 2005 913.6 カ 中央 ２分冊 上・下
ブラックペアン１９８８ 海堂　尊 2008 913.6 カ 五日市 ３分冊 1～３
対岸の彼女 角田　光代 2006 913.6 カ 中央 ３分冊 1～３
福袋 角田　光代 2008 913.6 カ 五日市 ３分冊 1～３
八日目の蝉 角田　光代 2011 913.6 カ 五日市 ３分冊 1～３
檸檬 梶井　基次郎 2005 913.6 カ 中央
精霊探偵 梶尾　真治 2006 913.6 カ 中央 ４分冊 1～４
黒牛と妖怪 風野　真知雄 2014 913.6 カ 中央・五日市 ２分冊 上・下
八丁堀育ち 風野　真知雄 2015 913.6 カ 中央・五日市
聖ヨハネ病院にて 上林　暁 1996 913.6 カ 五日市 ２分冊 上・下
私生活 神吉　拓郎 2004 913.6 カ 五日市 ２分冊 上・下
夢のつづき 神吉　拓郎 1994 913.6 カ 中央・五日市 ２分冊 上・下
渾身 川上　健一 2011 913.6 カ 五日市 ２分冊 上・下
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伊豆の踊り子 川端　康成 1981 913.6 カ 東部
雪国 川端　康成 1981 913.6 カ 東部
山の音 川端　康成 1984 913.6 カ 東部 ２分冊 上・下
世界の中心で、愛をさけぶ 片山　恭一 2003 913.6 カ 東部 ３分冊 1～３
硝子のハンマー 貴志　祐介 2009 913.6 キ 五日市 ３分冊 上・中・下
父帰る・恩讐の彼方に 菊池　寛 2005 913.6 キ 中央
アカシヤの大連 清岡　卓行 1995 913.6 キ 中央・五日市 ２分冊 上・下
その夜の雪 北原　亜以子 2001 913.6 キ 五日市 ２分冊 上・下
江戸風狂伝 北原　亜以子 2004 913.6 キ 五日市 ２分冊 上・下
昨日の恋 北原　亜以子 2008 913.6 キ 五日市
埋もれ火 北原　亜以子 2011 913.6 キ 東部 ２分冊 上・下
深川澪通り木戸番小屋 北原　亜以子 1995 913.6 キ 中央・五日市 ２分冊 上・下
鷺と雪 北村　薫 2009 913.6 キ 中央・東部・五日市 ３分冊 1～３
街の灯 北村　薫 2009 913.6 キ 五日市 ３分冊 1～３
玻璃の天 北村　薫 2010 913.6 キ 五日市 ３分冊 1～３
破軍の星 北方　謙三 2008 913.6 キ 五日市 ３分冊 上・中・下
大陸の細道 木山　捷平 1995 913.6 キ 五日市 ２分冊 上・下
錆びる心 桐野　夏生 2006 913.6 キ 中央・五日市 ２分冊 上・下
学生時代 久米　正雄 1986 913.6 ク 東部 ２分冊 上・下
天山を越えて 胡桃沢　耕史 1998 913.6 ク 五日市 ２分冊 上・下
武蔵野 国木田　独歩 2006 913.6 ク 中央
くらしっく時代小説１吉川栄治集 尾崎　秀樹／監修 1998 913.6 ク 中央・五日市 1
くらしっく時代小説２　大仏次郎集 尾崎　秀樹／監修 1998 913.6 ク 中央・五日市 2
くらしっく時代小説３　子母沢寛集 尾崎　秀樹／監修 1998 913.6 ク 中央・五日市 3
くらしっく時代小説４　直木三十五集 尾崎　秀樹／監修 1998 913.6 ク 中央・五日市 4
くらしっく時代小説５　邦枝完二集 尾崎　秀樹／監修 1998 913.6 ク 中央・五日市 5
くらしっく時代小説６　川口松太郎集 尾崎　秀樹／監修 1998 913.6 ク 中央・五日市 6
くらしっく時代小説７　岡本綺堂集 尾崎　秀樹／監修 1998 913.6 ク 中央 7
くらしっく時代小説８　白井喬二集 尾崎　秀樹／監修 1998 913.6 ク 中央・五日市 8
くらしっく時代小説９　岩下俊作集 尾崎　秀樹／監修 1998 913.6 ク 中央・五日市 9
くらしっく時代小説１０　国枝史郎集 尾崎　秀樹／監修 1998 913.6 ク 中央・五日市 10
くらしっく時代小説１１　野村胡堂集 尾崎　秀樹／監修 1998 913.6 ク 中央・五日市 11
くらしっく時代小説１２　林不忘集 尾崎　秀樹／監修 1998 913.6 ク 中央・五日市 12
くらしっく時代小説１３　長谷川伸集 尾崎　秀樹／監修 1998 913.6 ク 中央・五日市 13
くらしっく時代小説１４　佐々木味津三集 尾崎　秀樹／監修 1998 913.6 ク 中央・五日市 14
くらしっく時代小説１５　山本周五郎集 尾崎　秀樹／監修 1998 913.6 ク 中央・五日市 15
くらしっくミステリーワールド１　芥川龍之介集 中島　河太郎／監修 1997 913.6 ク 中央 1
くらしっくミステリーワールド２　岡本綺堂集 中島　河太郎／監修 1997 913.6 ク 中央 2
くらしっくミステリーワールド３　小栗虫太郎集 中島　河太郎／監修 1997 913.6 ク 中央 3
くらしっくミステリーワールド４　浜尾四郎集 中島　河太郎／監修 1997 913.6 ク 中央 4
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くらしっくミステリーワールド５　甲賀三郎集 中島　河太郎／監修 1997 913.6 ク 中央 5
くらしっくミステリーワールド６　小酒井不木集 中島　河太郎／監修 1997 913.6 ク 中央 6
くらしっくミステリーワールド７　夢野久作集 中島　河太郎／監修 1997 913.6 ク 中央 7
くらしっくミステリーワールド８　海野十三集 中島　河太郎／監修 1997 913.6 ク 中央 8
くらしっくミステリーワールド９　大下宇陀児集 中島　河太郎／監修 1997 913.6 ク 中央 9
くらしっくミステリーワールド１０　橘外男集 中島　河太郎／監修 1997 913.6 ク 中央 10
くらしっくミステリーワールド１１　久生十蘭集 中島　河太郎／監修 1997 913.6 ク 中央 11
くらしっくミステリーワールド１２　江戸川乱歩集 中島　河太郎／監修 1997 913.6 ク 中央 12
くらしっくミステリーワールド１３　木々高太郎集 中島　河太郎／監修 1997 913.6 ク 中央 13
くらしっくミステリーワールド１４　角田喜久雄集 中島　河太郎／監修 1997 913.6 ク 中央 14
くらしっくミステリーワールド１５　横溝正史集 中島　河太郎／監修 1997 913.6 ク 中央 15
群棲 黒井　千次 1994 913.6 ク 中央・五日市 ２分冊 上・下
我が炎死なず 黒岩　重吾 1992 913.6 ク 中央 ２分冊 上・下
傑作捕物ワールド第１巻　岡っ引き篇　岡本綺堂ほか 縄田　一男／監修 2002 913.6 ケ 中央 第１巻
傑作捕物ワールド第２巻　与力同心篇　佐々木味津三ほか 縄田　一男／監修 2002 913.6 ケ 中央 第２巻
傑作捕物ワールド第３巻　人気侍篇　城昌幸ほか 縄田　一男／監修 2002 913.6 ケ 中央 第３巻
傑作捕物ワールド第４巻　女の情念篇　五味康祐　宮部みゆき
南原幹雄

縄田　一男／監修 2002 913.6 ケ 中央 第４巻

傑作捕物ワールド第５巻　渡世人篇　笹沢佐保　梶山李之　都筑 縄田　一男／監修 2002 913.6 ケ 中央 第５巻
傑作捕物ワールド第６巻　名奉行篇　直木三十五ほか 縄田　一男／監修 2002 913.6 ケ 中央 第６巻
傑作捕物ワールド第７巻　犯科帳篇　永井路子ほか 縄田　一男／監修 2002 913.6 ケ 中央 第７巻
傑作捕物ワールド第８巻　明治推理篇　村上元三　坂口安吾　有
明夏夫

縄田　一男／監修 2002 913.6 ケ 中央 第８巻

傑作捕物ワールド第９巻　妖異怪談篇　岡本綺堂ほか 縄田　一男／監修 2002 913.6 ケ 中央 第９巻
傑作捕物ワールド第１０巻　人情取縄篇　平岩弓枝ほか 縄田　一男／監修 2002 913.6 ケ 中央 第１０巻
げんだい時代小説１　津本陽集 縄田　一男／監修 2000 913.6 ケ 中央 1
げんだい時代小説２　南原幹雄集 縄田　一男／監修 2000 913.6 ケ 中央 2
げんだい時代小説３　童門冬二集 縄田　一男／監修 2000 913.6 ケ 中央 3
げんだい時代小説４　北原亜以子集 縄田　一男／監修 2000 913.6 ケ 中央 4
げんだい時代小説５　戸部新十郎集 縄田　一男／監修 2000 913.6 ケ 中央 5
げんだい時代小説６　泡坂妻夫集 縄田　一男／監修 2000 913.6 ケ 中央 6
げんだい時代小説７　古川薫集 縄田　一男／監修 2000 913.6 ケ 中央 7
げんだい時代小説８　宮部みゆき集 縄田　一男／監修 2000 913.6 ケ 中央 8
げんだい時代小説９　新宮正春集 縄田　一男／監修 2000 913.6 ケ 中央 9
げんだい時代小説１０　中村彰彦集 縄田　一男／監修 2000 913.6 ケ 中央 10
げんだい時代小説１１　中村彰彦集 縄田　一男／監修 2000 913.6 ケ 中央 11
げんだい時代小説１２　佐藤雅美集 縄田　一男／監修 2000 913.6 ケ 中央 12
げんだい時代小説１３　佐江衆一集 縄田　一男／監修 2000 913.6 ケ 中央 13
げんだい時代小説１４　沢田ふじ子集 縄田　一男／監修 2000 913.6 ケ 中央 14
げんだい時代小説１５　沢田ふじ子集 縄田　一男／監修 2000 913.6 ケ 中央 15
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げんだいミステリーワールド１　北方謙三集 中島　河太郎／監修 1999 913.6 ケ 中央 1
げんだいミステリーワールド２　大谷羊太郎集 中島　河太郎／監修 1999 913.6 ケ 中央 2
げんだいミステリーワールド３　栗本薫集 中島　河太郎／監修 1999 913.6 ケ 中央 3
げんだいミステリーワールド４　生島治郎集 中島　河太郎／監修 1999 913.6 ケ 中央 4
げんだいミステリーワールド５　日下圭介集 中島　河太郎／監修 1999 913.6 ケ 中央 5
げんだいミステリーワールド６　綾辻行人集 中島　河太郎／監修 1999 913.6 ケ 中央 6
げんだいミステリーワールド７　小池真理子集 中島　河太郎／監修 1999 913.6 ケ 中央 7
げんだいミステリーワールド８　梓林太郎集 中島　河太郎／監修 1999 913.6 ケ 中央 8
げんだいミステリーワールド９　小杉健治集 中島　河太郎／監修 1999 913.6 ケ 中央 9
げんだいミステリーワールド１１　辻真先集 中島　河太郎／監修 1999 913.6 ケ 中央 11
げんだいミステリーワールド１２　和久峻三集 中島　河太郎／監修 1999 913.6 ケ 中央 12
げんだいミステリーワールド１３　高橋克彦集 中島　河太郎／監修 1999 913.6 ケ 中央 13
げんだいミステリーワールド１４　乃南アサ集 中島　河太郎／監修 1999 913.6 ケ 中央 14
げんだいミステリーワールド１５　大沢在昌集 中島　河太郎／監修 1999 913.6 ケ 中央 15
流れる 幸田　文 1989 913.6 コ 中央 ２分冊 上・下
黒い裾 幸田　文 1994 913.6 コ 中央・五日市
北愁 幸田　文 1997 913.6 コ 中央 ２分冊 上・下
天皇の帽子 今　日出海 1992 913.6 コ 中央
隠蔽捜査 今野　敏 2013 913.6 コ 東部 ２分冊 上・下
戦争はなかった 小松　左京 1996 913.6 コ 中央 ２分冊 上・下
絆 小杉　健治 2008 913.6 コ 五日市 ２分冊 上・下
残り火 小杉　健治 2017 913.6 コ 五日市 ２分冊 上・下
水無月の墓 小池　真理子 2006 913.6 コ 五日市
怪談 小池　真理子 2019 913.6 コ 東部 ２分冊 １～２
蟹工船 小林　多喜二 2006 913.6 コ 中央
定本おかしな侍たち 神坂　次郎 1997 913.6 コ 中央 ４分冊 1～４
柳生十兵衛 五味　康祐 2003 913.6 ゴ 中央
江戸は廻灯篭 佐江　衆一 2005 913.6 サ 五日市 ２分冊 上・下
子づれ兵法者 佐江　衆一 2010 913.6 サ 五日市 ２分冊 上・下
和菓子のアン 坂木　司 2017 913.6 サ 東部 ２分冊 上・下
夏の栞 佐多　稲子 1994 913.6 サ 中央・五日市
戦いすんで日が暮れて 佐藤　愛子 2007 913.6 サ 中央・東部 ２分冊 上・下
幸福の絵 佐藤　愛子 1995 913.6 サ 中央・五日市 ２分冊 上・下
身の上話 佐藤　正午 2017 913.6 サ 東部 ３分冊 上・中・下
浜町河岸の生き神様 佐藤　雅美 2006 913.6 サ 中央 ３分冊 1～３
槍持ち佐五平の首 佐藤　雅美 2006 913.6 サ 五日市 ２分冊 上・下
秘剣乱舞 佐伯　泰英 2007 913.6 サ 中央 ３分冊 1～３
遠謀 佐伯　泰英 2007 913.6 サ 中央 ３分冊 1～３
乱雲 佐伯　泰英 2007 913.6 サ 中央・東部 ３分冊 1～３
木枯し紋次郎中山道を往く 笹沢　左保 2010 913.6 サ 中央 ３分冊 1～３
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素行調査官 笹本　稜平 2012 913.6 サ 五日市 ３分冊 上・中・下
もどり橋 沢田　ふじ子 2005 913.6 サ 五日市 ２分冊 上・下
大盗の夜 沢田　ふじ子 2012 913.6 サ 五日市 ２分冊 上・下
石女 沢田　ふじ子 1985 913.6 サ 東部
寂野 沢田　ふじ子 1985 913.6 サ 東部
虹の橋 沢田　ふじ子 1994 913.6 サ 中央・五日市 ２分冊 上・下
短夜の髪 沢田　ふじ子 2016 913.6 サ 東部 ２分冊 上・下
岳物語 椎名　誠 2003 913.6 シ 五日市 1
小僧の神様 志賀　直哉 1981 913.6 シ 東部
その日のまえに 重松　清 2005 913.6 シ 中央・東部 ３分冊 1～３
ビタミンＦ 重松　清 2005 913.6 シ 五日市 ２分冊 上・下
送り火 重松　清 2008 913.6 シ 中央・東部・五日市 ２分冊 上・下
小さき者へ 重松　清 2011 913.6 シ 東部 ２分冊 上・下
とんび 重松　清 2015 913.6 シ 五日市 ２分冊 上・下
行きずりの街 志水　辰夫 2006 913.6 シ 中央・五日市 ４分冊 1～４
きみ去りしのち 志水　辰夫 2011 913.6 シ 五日市 ２分冊 上・下
馬上少年過ぐ 司馬　遼太郎 2010 913.6 シ 五日市 ２分冊 上・下
人斬り以蔵 司馬　遼太郎 1987 913.6 シ 中央 ２分冊 上・下
豊臣家の人々 司馬　遼太郎 1994 913.6 シ 五日市 ３分冊 上・中・下
夏草の賦 司馬　遼太郎 2017 913.6 シ 東部 ４分冊 １～４
御家人斬九郎 柴田　錬三郎 2016 913.6 シ 東部 ２分冊 上・下
逃げ水 子母沢　寛 2005 913.6 シ 中央 ２分冊 上・下
ふところ手帖 子母沢　寛 2006 913.6 シ 中央
雨の音 子母沢　寛 2006 913.6 シ 中央
遺臣伝 子母沢　寛 2006 913.6 シ 中央
おとこ鷹 子母沢　寛 1989 913.6 シ 中央 ５分冊 1～５
悦ちゃん 獅子　文六 1992 913.6 シ 中央 ２分冊 上・下
貧乏同心御用帳 柴田　錬三郎 2000 913.6 シ 五日市 ２分冊 上・下
赤い影法師 柴田　錬三郎 2008 913.6 シ 中央・五日市 ２分冊 上・下
群青の湖 芝木　好子 2006 913.6 シ 五日市 ３分冊 上・中・下
光琳の櫛 芝木　好子 1989 913.6 シ 中央
高丘親王航海記 渋沢　竜彦 2011 913.6 シ 五日市 ２分冊 上・下
夕べの雲 庄野　潤三 1993 913.6 シ 中央 上
若さま侍 城　昌幸 2003 913.6 シ 中央
もう、きみには頼まない 城山　三郎 2000 913.6 シ 五日市 ２分冊 上・下
部長の大晩年 城山　三郎 2004 913.6 シ 五日市 ２分冊 上・下
男子の本懐 城山　三郎 2009 913.6 シ 五日市 ２分冊 上・下
辛酸 城山　三郎 1996 913.6 シ 五日市
百戦百勝 城山　三郎 2019 913.6 シ 中央・東部 ２分冊 １～２
秘剣奔る 新宮　正春 2006 913.6 シ 五日市 ２分冊 上・下
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小説兜町（しま） 清水　一行 1997 913.6 シ 中央 ２分冊 上・下
ことばの国 清水　義範 2003 913.6 シ 東部 ３分冊 1～３
秘剣 白石　一郎 1993 913.6 シ 中央 ２分冊 上・下
江戸の海 白石　一郎 2016 913.6 シ 東部 ２分冊 上・下
花まんま 朱川　湊人 2019 913.6 シ 中央・東部 ２分冊 １～２
天皇の料理番 杉森　久英 1995 913.6 ス 中央・五日市 ３分冊 上・中・下
鳥影の関 杉本　苑子 1989 913.6 ス 中央 ５分冊 1～５
天狗変 鈴木　英治 2005 913.6 ス 中央
道中霧 鈴木　英治 2005 913.6 ス 中央
刃舞 鈴木　英治 2005 913.6 ス 中央
暁闇 鈴木　英治 2005 913.6 ス 中央
梵鐘 鈴木　英治 2005 913.6 ス 中央
闇討ち斬 鈴木　英治 2005 913.6 ス 中央
角右衛門の恋 鈴木　英治 2008 913.6 ス 中央
無言殺剣大名討ち 鈴木　英治 2008 913.6 ス 中央
無言殺剣火縄の寺 鈴木　英治 2008 913.6 ス 中央
無言殺剣首代一万両 鈴木　英治 2008 913.6 ス 中央
無言殺剣野盗薙ぎ 鈴木　英治 2008 913.6 ス 中央
無言殺剣妖気の山路 鈴木　英治 2008 913.6 ス 中央
無言殺剣獣散る刻（とき） 鈴木　英治 2008 913.6 ス 中央
妖かしの蜘蛛 鈴木　英治 2010 913.6 ス 中央
百忍斬り 鈴木　英治 2010 913.6 ス 中央
正倉院の闇 鈴木　英治 2010 913.6 ス 中央
柳生一刀石 鈴木　英治 2010 913.6 ス 中央
母恋い 鈴木　英治 2011 913.6 ス 中央
夕映え橋 鈴木　英治 2011 913.6 ス 中央
道連れの文 鈴木　英治 2011 913.6 ス 中央
黒い薬売り 鈴木　英治 2012 913.6 ス 中央
祝い酒 鈴木　英治 2012 913.6 ス 中央
大脱走 鈴木　英治 2012 913.6 ス 中央
希望 曽野　綾子 2003 913.6 ソ 五日市 ３分冊 上・中・下
わが恋の墓標 曽野　綾子 2004 913.6 ソ 東部 ３分冊 1～３
北の河 高井　有一 1989 913.6 タ 中央
夜の蟻 高井　有一 1993 913.6 タ 中央 ２分冊 上・下
御隠居忍法 高橋　義夫 2004 913.6 タ 中央
御隠居忍法鬼切丸 高橋　義夫 2004 913.6 タ 中央
御隠居忍法不老術 高橋　義夫 2004 913.6 タ 中央
御隠居忍法唐船番 高橋　義夫 2006 913.6 タ 中央
湯けむり浄土 高橋　義夫 2008 913.6 タ 中央
若草姫 高橋　義夫 2008 913.6 タ 中央
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御隠居忍法亡者の鐘 高橋　義夫 2010 913.6 タ 中央
艶福地獄 高橋　義夫 2010 913.6 タ 中央
御隠居忍法恨み半蔵 高橋　義夫 2011 913.6 タ 中央
御隠居忍法魔物 高橋　義夫 2012 913.6 タ 中央
御隠居忍法振袖一揆 高橋　義夫 2012 913.6 タ 中央
マークスの山 高村　薫 2007 913.6 タ 中央・東部・五日市 ４分冊 1～４
黄金を抱いて翔べ 高村　薫 1998 913.6 タ 五日市 ２分冊 上・下
走れメロス 太宰　治 1982 913.6 タ 東部
走れメロス 太宰　治 2005 913.6 タ 中央
走れメロス 太宰　治 2017 913.6 タ 東部
斜陽 太宰　治 1985 913.6 タ 東部
斜陽 太宰　治 1999 913.6 タ 中央・五日市
斜陽 太宰　治 2005 913.6 タ 中央
斜陽 太宰　治 2017 913.6 タ 東部 ２分冊 前編・後編
人間失格 太宰　治 1998 913.6 タ 五日市
人間失格 太宰　治 2005 913.6 タ 中央
人間失格 太宰　治 2017 913.6 タ 東部 ２分冊 前編・後編
女生徒 太宰　治 2005 913.6 タ 中央
富岳百景／走れメロス／ヴィヨンの妻／家庭の幸福／グッド・バイ 太宰　治 1998 913.6 タ 中央・五日市
お伽草紙 太宰　治 1998 913.6 タ 五日市
ネコババのいる町で 滝沢　美恵子 1995 913.6 タ 五日市 ２分冊 上・下
吉野葛　盲目物語 谷崎　潤一郎 1981 913.6 タ 東部
細雪 谷崎　潤一郎 1985 913.6 タ 東部 ２分冊 上巻～下巻　その１～その２

台所太平記 谷崎　潤一郎 1989 913.6 タ 中央
リツ子・その死 壇　一雄 1983 913.6 タ 東部・五日市 ２分冊 上・下
リツ子・その愛 檀　一雄 1982 913.6 タ 東部・五日市 ２分冊 上・下
オクターヴ 田口　ランディ 2010 913.6 タ 中央 ３分冊 1～３
オリンポスの果実 田中　英光 1984 913.6 タ 東部・五日市
王朝懶夢譚 田辺　聖子 2007 913.6 タ 五日市
おせいさんの落語 田辺　聖子 1985 913.6 タ 東部 ２分冊 上・下
しんこ細工の猿や雉 田辺　聖子 1988 913.6 タ 中央 ３分冊 上・中・下
関ケ原・敗者たちの勝算と誤算 武光　誠 2009 913.6 タ 東部 ２分冊 上・下
冬のかたみに 立原　正秋 1994 913.6 タ 中央・五日市 ２分冊 上・下
諸葛孔明 陳　舜臣 2008 913.6 チ 五日市 ４分冊 1～４
青玉獅子香炉 陳　舜臣 1989 913.6 チ 中央
蒲田行進曲 つか　こうへい 1985 913.6 ツ 東部
秋の牢獄 恒川　光太郎 2008 913.6 ツ 中央 ２分冊 上・下
剣 綱淵　謙錠 2005 913.6 ツ 中央
流星雨 津村　節子 1994 913.6 ツ 中央・五日市 ２分冊 上・下
智恵子飛ぶ 津村　節子 2007 913.6 ツ 五日市 ２分冊 上・下
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絹扇 津村　節子 2013 913.6 ツ 東部 ２分冊 上・下
夜の光に追われて 津島　佑子 1994 913.6 ツ 中央・五日市 ３分冊 上・中・下
お庭番吹雪算長 津本　陽 1994 913.6 ツ 中央・五日市 ４分冊 1～４
胡蝶の剣 津本　陽 2008 913.6 ツ 五日市 ２分冊 上・下
遊動亭円木 辻原　登 2006 913.6 ツ 東部 ２分冊 上・下
富豪刑事 筒井　康隆 2007 913.6 ツ 中央 ２分冊 上・下
幻世（まぼろよ）の祈り 天童　荒太 2004 913.6 テ 中央・東部 ３分冊 1～３
遭難者の夢 天童　荒太 2004 913.6 テ 中央・東部 ３分冊 1～３
贈られた手 天童　荒太 2004 913.6 テ 中央・東部 ３分冊 1～３
巡礼者たち 天童　荒太 2009 913.6 テ 中央・東部・五日市 ３分冊 1～３
まだ遠い光 天童　荒太 2009 913.6 テ 中央・東部 ３分冊 1～３
包帯クラブ 天童　荒太 2010 913.6 テ 中央 ２分冊 1～２
悼む人 天童　荒太 2010 913.6 テ 中央 ３分冊 1～３
ありがとう、夏休み。 どばし　まさき 2008 913.6 ト 五日市 ２分冊 上・下
牙王物語 戸川　幸夫 1988 913.6 ト 中央 ３分冊 上・中・下
総司はひとり 戸部　新十郎 2003 913.6 ト 中央
総司残英抄 戸部　新十郎 2003 913.6 ト 中央
松永弾正 戸部　新十郎 2004 913.6 ト 中央 ２分冊 上・下
地獄宿 鳥羽　亮 2007 913.6 ト 中央・五日市 ３分冊 1～３
三鬼の剣 鳥羽　亮 2007 913.6 ト 五日市 ２分冊 上・下
鱗光の剣 鳥羽　亮 2011 913.6 ト 東部 ２分冊 上・下
雁金屋草紙 鳥越　碧 1996 913.6 ト 中央 ２分冊 上・下
秋の猫 藤堂　志津子 2007 913.6 ト 五日市 ２分冊 上・下
かげろう 藤堂　志津子 2011 913.6 ト 五日市
幕末の尼将軍－篤姫 童門　冬二 2008 913.6 ト 中央・東部・五日市 ３分冊 1～３
蟻地獄 富樫　倫太郎 2008 913.6 ト 中央 ２分冊 上・下
宝善寺組悲譚 富樫　倫太郎 2010 913.6 ト 中央
切れた絆 富樫　倫太郎 2010 913.6 ト 中央
別れ道 富樫　倫太郎 2010 913.6 ト 中央
長良川 豊田　穣 1998 913.6 ト 中央 ２分冊 上・下
ふらんす物語 永井　荷風 1988 913.6 ナ 中央 ２分冊 上・下
おかめ笹 永井　荷風 1997 913.6 ナ 中央
青梅雨 永井　竜男 1993 913.6 ナ 中央
遠い約束 夏樹　静子 1993 913.6 ナ 中央 ２分冊 上・下
家路の果て 夏樹　静子 1997 913.6 ナ 中央 ２分冊 上・下
モラルの罠 夏樹　静子 2005 913.6 ナ 中央 ３分冊 1～３
四文字の殺意 夏樹　静子 2012 913.6 ナ 五日市 ２分冊 上・下
北の墓標 夏堀　正元 1995 913.6 ナ 中央
吾輩は猫である 夏目　漱石 1980 913.6 ナ 中央・五日市 ３分冊 上・中・下
文鳥・夢十夜 夏目　漱石 1983 913.6 ナ 東部 ２分冊 上・下
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坊っちゃん 夏目　漱石 2005 913.6 ナ 中央
こころ 夏目　漱石 2005 913.6 ナ 中央 ２分冊 前編・後編
三四郎 夏目　漱石 2006 913.6 ナ 中央
それから 夏目　漱石 2006 913.6 ナ 中央
ザ・漱石 夏目　漱石 2006 913.6 ナ 中央 ２分冊 上・下
銀の匙 中　勘助 1983 913.6 ナ 東部
碑・テニヤンの末日 中山　義秀 1998 913.6 ナ 五日市 ２分冊 上・下
修理さま雪は 中村　彰彦 2006 913.6 ナ 中央
豪姫夢幻 中村　彰彦 2007 913.6 ナ 五日市 ３分冊 上・中・下
北風の軍師たち 中村　彰彦 2011 913.6 ナ 中央 ２分冊 上・下
天保暴れ奉行 中村　彰彦 2012 913.6 ナ 中央 ２分冊 上・下
落花は枝に還らずとも 中村　彰彦 2012 913.6 ナ 中央 ２分冊 上・下
元首の謀叛 中村　正軌 1987 913.6 ナ 中央 ３分冊 上・中・下
平成大家族 中島　京子 2012 913.6 ナ 五日市 ２分冊 上・下
麦熟るる日に 中野　孝次 1989 913.6 ナ 中央 ２分冊 上・下
生のなかば 中野　孝次 1997 913.6 ナ 中央 ２分冊 上・下
青銅の基督 長与　善郎 2011 913.6 ナ 五日市
てんのじ村 難波　利三 1989 913.6 ナ 中央 ２分冊 上・下
天皇の座布団 難波　利三 1996 913.6 ナ 中央 ２分冊 上・下
輓馬 鳴海　章 2007 913.6 ナ 五日市 ２分冊 上・下
アラスカ物語 新田　次郎 1993 913.6 ニ 中央 ３分冊 上・中・下
望郷 新田　次郎 1994 913.6 ニ 中央・五日市 ２分冊 上・下
赤い猫 仁木　悦子 1989 913.6 ニ 中央 ２分冊 上・下
青い風景画 仁木　悦子 1993 913.6 ニ 中央 ２分冊 上・下
一匹や二匹 仁木　悦子 1996 913.6 ニ 中央 ２分冊 上・下
さくら 西　加奈子 2005 913.6 ニ 東部 ４分冊 1～４
伊豆下賀茂で死んだ女 西村　京太郎 2003 913.6 ニ 東部 ３分冊 1～３
殺意の青函トンネル 西村　京太郎 2003 913.6 ニ 中央・東部 ３分冊 1～３
伊豆下賀茂で死んだ女 西村　京太郎 2003 913.6 ニ 中央 ３分冊 1～３
箱根愛と死のラビリンス 西村　京太郎 2004 913.6 ニ 東部 ３分冊 1～３
災厄の「つばさ」１２１号 西村　京太郎 2004 913.6 ニ 中央・東部 ３分冊 1～３
十津川警部十年目の真実 西村　京太郎 2004 913.6 ニ 東部 ３分冊 1～３
ひかり６２号の殺意 西村　京太郎 2004 913.6 ニ 東部 ２分冊 上・下
特急「あさしお３号」殺人事件 西村　京太郎 2004 913.6 ニ 東部 ３分冊 1～３
豪華特急トワイライト殺人事件 西村　京太郎 2004 913.6 ニ 東部 ３分冊 1～３
祖谷・淡路殺意の旅 西村　京太郎 2004 913.6 ニ 東部 ３分冊 1～３
展望車殺人事件 西村　京太郎 2004 913.6 ニ 東部 ３分冊 1～３
失踪 西村　京太郎 2005 913.6 ニ 東部 ３分冊 1～３
十津川警部二つの「金印」の謎 西村　京太郎 2007 913.6 ニ 中央 ３分冊 1～３
青森ねぶた殺人事件 西村　京太郎 2008 913.6 ニ 中央 ３分冊 1～３
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商人 ねじめ　正一 2015 913.6 ネ 東部 ２分冊 上・下
今夜もベルが鳴る 乃南　アサ 2002 913.6 ノ 東部 ３分冊 1～３
今夜もベルが鳴る 乃南　アサ 2002 913.6 ノ 中央 ３分冊 1～３
幸せになりたい 乃南　アサ 2003 913.6 ノ 東部 ３分冊 1～３
来なけりゃいいのに 乃南　アサ 2003 913.6 ノ 東部 ３分冊 1～３
花散る頃の殺人 乃南　アサ 2004 913.6 ノ 中央・東部 ３分冊 1～３
団欒 乃南　アサ 2004 913.6 ノ 東部 ３分冊 1～３
花盗人 乃南　アサ 2004 913.6 ノ 東部 ３分冊 1～３
幸福な朝食 乃南　アサ 2004 913.6 ノ 東部 ３分冊 1～３
氷雨心中 乃南　アサ 2004 913.6 ノ 東部 ３分冊 1～３
駆けこみ交番 乃南　アサ 2010 913.6 ノ 五日市 ２分冊 上・下
自白 乃南 アサ 2015 913.6 ノ 東部 ２分冊 上・下
銭形平次 野村　胡堂 2003 913.6 ノ 中央
破門 羽山　信樹 2007 913.6 ハ 五日市 ２分冊 上・下
兎の眼 灰谷　健次郎 1980 913.6 ハ 東部・五日市 ２分冊 上・下
天使たちの探偵 原　尞 2005 913.6 ハ 五日市 ２分冊 上・下
挽歌 原田　康子 1989 913.6 ハ 中央 ２分冊 上・下
風の砦 原田　康子 1994 913.6 ハ 中央・五日市 ４分冊 1～４
蝋涙 原田　康子 2006 913.6 ハ 五日市
日本敵討ち異相 長谷川　伸 1985 913.6 ハ 東部 ２分冊 上・下
こころげそう 畠中　恵 2008 913.6 ハ 五日市 ３分冊 1～３
しゃばけ 畠中　恵 2008 913.6 ハ 五日市 ３分冊 1～３
ぬしさまへ 畠中　恵 2009 913.6 ハ 五日市 ３分冊 1～３
おまけのこ 畠中　恵 2009 913.6 ハ 五日市 ３分冊 1～３
ちんぷんかん 畠中　恵 2009 913.6 ハ 五日市 ３分冊 1～３
蜩ノ記 葉室　麟 2012 913.6 ハ 増戸 ３分冊 1～３
螢草 葉室　麟 2017 913.6 ハ 中央 ２分冊 上・下
春風伝 葉室　麟 2018 913.6 ハ 中央 ３分冊 上・中・下
蒼天見ゆ 葉室　麟 2019 913.6 ハ 中央 ２分冊 １～２
祭りの場 林　京子 1996 913.6 ハ 五日市
ギヤマン　ビードロ 林　京子 1996 913.6 ハ 五日市
本を読む女 林　真理子 2006 913.6 ハ 中央 ３分冊 1～３
放浪記 林　芙美子 1987 913.6 ハ 中央 ３分冊 上・中・下
めし 林　芙美子 1988 913.6 ハ 中央
雨やどり 半村　良 1980 913.6 ハ 東部 ２分冊 上・下
かかし長屋 半村　良 2006 913.6 ハ 五日市 ２分冊 上・下
江戸打入り 半村　良 2009 913.6 ハ 五日市 ２分冊 上・下
江戸群盗伝 半村　良 2015 913.6 ハ 東部 ２分冊 上・下
天地人 火坂　雅志 2009 913.6 ヒ 東部 ３分冊 上～下　〔１〕～〔3〕

満月の夜 聖　竜人 2012 913.6 ヒ 中央
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ウインクで乾杯 東野　圭吾 2003 913.6 ヒ 東部 ３分冊 1～３
探偵倶楽部 東野　圭吾 2004 913.6 ヒ 東部 ３分冊 1～３
手紙 東野　圭吾 2015 913.6 ヒ 東部 ２分冊 上・下
砂丘が動くように 日野　啓三 1997 913.6 ヒ 中央 ２分冊 上・下
たけくらべ・にごりえ 樋口　一葉 2005 913.6 ヒ 中央
御宿かわせみ 平岩　弓枝 1985 913.6 ヒ 東部 ２分冊 上
御宿かわせみ 平岩　弓枝 1985 913.6 ヒ 五日市 ２分冊 上・下
女と味噌汁 平岩　弓枝 1992 913.6 ヒ 中央
花影の花 平岩　弓枝 1998 913.6 ヒ 五日市 ２分冊 上・下
五人女捕物くらべ 平岩　弓枝 2009 913.6 ヒ 中央・東部 ３分冊 上・中・下
平安妖異伝 平岩　弓枝 2012 913.6 ヒ 東部 ２分冊 上・下
津軽の野づら 深田　久弥 1997 913.6 フ 中央 ２分冊 上・下
草の花 福永　武彦 1993 913.6 フ 中央 ２分冊 上・下
北国物語 船山　馨 1993 913.6 フ 中央 ２分冊 上・下
秋津温泉 藤原　審爾 1989 913.6 フ 中央
暗殺の年輪 藤沢　周平 1985 913.6 フ 東部
溟い海 藤沢　周平 1985 913.6 フ 東部
用心棒日月抄 藤沢　周平 1989 913.6 フ 中央 ２分冊 上・下
たそがれ清兵衛 藤沢　周平 1995 913.6 フ 五日市 ２分冊 上・下
市塵 藤沢　周平 1996 913.6 フ 五日市 ３分冊 上・中・下
玄鳥 藤沢　周平 2000 913.6 フ 五日市
三屋清左衛門残日録 藤沢　周平 2007 913.6 フ 五日市 ３分冊 上・中・下
秘太刀馬の骨 藤沢　周平 2009 913.6 フ 中央・五日市 ２分冊 上・下
麦屋町昼下がり 藤沢　周平 2012 913.6 フ 中央・東部・五日市 ２分冊 上・下
夜の橋 藤沢　周平 2016 913.6 フ 中央・東部・増戸 ２分冊 上・下
艶めき 藤田　宜永 2008 913.6 フ 五日市 ２分冊 上・下
はなかげ 藤田　宜永 2011 913.6 フ 五日市 ２分冊 上・下
文学賞受賞・名作集成　１　芥川賞篇（闘牛　井上靖/著）（密猟者
寒川光太郎/著)

二上　洋一／監修 2004 913.6 フ 中央・東部 1

文学賞受賞・名作集成　２　泉鏡花文学賞篇（駆ける少年　鷺沢萌
/著）（光る女　小桧山博/著）

二上　洋一／監修 2004 913.6 フ 中央・東部 2

文学賞受賞・名作集成　３　日本推理作家協会賞篇　松本清張/
著　加納朋子/著　仁木悦子/著

二上　洋一／監修 2004 913.6 フ 中央・東部 3

文学賞受賞・名作集成　４　川端康成文学賞篇　野口富士男/ほ 二上　洋一／監修 2004 913.6 フ 中央・東部 4
文学賞受賞・名作集成　５　オール読物推理小説新人賞　小杉健
治/著　赤川次郎/著

二上　洋一／監修 2004 913.6 フ 中央・東部 5

文学賞受賞・名作集成　６　日本ミステリー文学大賞篇　土屋隆夫
都筑道夫　山田風太郎/著

二上　洋一／監修 2004 913.6 フ 中央・東部 6

文学賞受賞・名作集成　７　直木賞篇　戸川幸夫　村松友視　源氏
鶏太/著

二上　洋一／監修 2004 913.6 フ 中央・東部 7
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文学賞受賞・名作集成　８　小説現代新人賞篇　五木寛之　もりた
なるお/著

二上　洋一／監修 2004 913.6 フ 中央・東部 8

文学賞受賞・名作集成　９　吉川英治文学新人賞篇　連城三紀彦
伊集院静　沢田ふじ子/著

二上　洋一／監修 2004 913.6 フ 中央・東部 9

文学賞受賞・名作集成　１０　江戸川乱歩賞篇　戸川昌子/著 二上　洋一／監修 2004 913.6 フ 中央・東部 10
漂泊者のアリア 古川　薫 1994 913.6 フ 五日市 ２分冊 上・下
ほっとミステリーワールド１　藤田宜永集 二上　洋一／監修 2000 913.6 ホ 東部 1
ほっとミステリーワールド２　法月綸太郎集 二上　洋一／監修 2000 913.6 ホ 東部 2
ほっとミステリーワールド３　今邑彩集 二上　洋一／監修 2000 913.6 ホ 東部 3
ほっとミステリーワールド４　北村薫集 二上　洋一／監修 2000 913.6 ホ 東部 4
ほっとミステリーワールド５　服部まゆみ集 二上　洋一／監修 2000 913.6 ホ 東部 5
ほっとミステリーワールド６　島田荘司集 二上　洋一／監修 2000 913.6 ホ 東部 6
ほっとミステリーワールド７　東野圭吾集 二上　洋一／監修 2000 913.6 ホ 東部 7
ほっとミステリーワールド８　加納朋子集 二上　洋一／監修 2000 913.6 ホ 東部 8
ほっとミステリーワールド９　有栖川有栖集 二上　洋一／監修 2000 913.6 ホ 東部 9
ほっとミステリーワールド１０　有栖川有栖集 二上　洋一／監修 2000 913.6 ホ 東部 10
ほっとミステリーワールド１１　二階堂黎人集 二上　洋一／監修 2000 913.6 ホ 東部 11
ほっとミステリーワールド１２　折原一集 二上　洋一／監修 2000 913.6 ホ 東部 12
ほっとミステリーワールド１３　森博嗣集 二上　洋一／監修 2000 913.6 ホ 東部 13
ほっとミステリーワールド１４　高村薫集 二上　洋一／監修 2000 913.6 ホ 東部 14
ほっとミステリーワールド１５　連城三紀彦集 二上　洋一／監修 2000 913.6 ホ 東部 15
ポピュラー時代小説１　五味康祐集 尾崎秀樹／監修 1998 913.6 ホ 中央・五日市 1
ポピュラー時代小説２　海音寺潮五郎集 尾崎秀樹／監修 1998 913.6 ホ 中央・五日市 2
ポピュラー時代小説３　柴田錬三郎集 尾崎秀樹／監修 1998 913.6 ホ 中央・五日市 3
ポピュラー時代小説４　山手樹一郎集 尾崎秀樹／監修 1998 913.6 ホ 中央・五日市 4
ポピュラー時代小説５　村上元三集 尾崎秀樹／監修 1998 913.6 ホ 中央・五日市 5
ポピュラー時代小説６　南条範夫集 尾崎秀樹／監修 1998 913.6 ホ 中央・五日市 6
ポピュラー時代小説７　中山義秀集 尾崎秀樹／監修 1998 913.6 ホ 中央・五日市 7
ポピュラー時代小説８　今東光集 尾崎秀樹／監修 1998 913.6 ホ 中央・五日市 8
ポピュラー時代小説９　山岡荘八集 尾崎秀樹／監修 1998 913.6 ホ 中央・五日市 9
ポピュラー時代小説１０　田岡典夫集 尾崎秀樹／監修 1998 913.6 ホ 中央・五日市 10
ポピュラー時代小説１１　松本清張集 尾崎秀樹／監修 1998 913.6 ホ 中央・五日市 11
ポピュラー時代小説１２　井上靖集 尾崎秀樹／監修 1998 913.6 ホ 中央・五日市 12
ポピュラー時代小説１３　久生十蘭集 尾崎秀樹／監修 1998 913.6 ホ 中央・五日市 13
ポピュラー時代小説１４　富田常雄集 尾崎秀樹／監修 1998 913.6 ホ 中央・五日市 14
ポピュラー時代小説１５　司馬遼太郎集 尾崎秀樹／監修 1998 913.6 ホ 中央・五日市 15
ポピュラーミステリーワールド１　松本清張集 中島河太郎／監修 1997 913.6 ホ 五日市 1
ポピュラーミステリーワールド２　坂口安吾集 中島河太郎／監修 1997 913.6 ホ 五日市 2
ポピュラーミステリーワールド３　高木彬光集 中島河太郎／監修 1997 913.6 ホ 五日市 3
ポピュラーミステリーワールド４　島田一男集 中島河太郎／監修 1997 913.6 ホ 五日市 4
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ポピュラーミステリーワールド５　戸川昌子集 中島河太郎／監修 1997 913.6 ホ 五日市 5
ポピュラーミステリーワールド６　日影丈吉集 中島河太郎／監修 1997 913.6 ホ 五日市 6
ポピュラーミステリーワールド７　山田風太郎集 中島河太郎／監修 1997 913.6 ホ 五日市 7
ポピュラーミステリーワールド８　土屋隆夫集 中島河太郎／監修 1997 913.6 ホ 五日市 8
ポピュラーミステリーワールド９　結城昌治集 中島河太郎／監修 1997 913.6 ホ 五日市 9
ポピュラーミステリーワールド１０　佐野洋集 中島河太郎／監修 1997 913.6 ホ 五日市 10
ポピュラーミステリーワールド１１　仁木悦子集 中島河太郎／監修 1997 913.6 ホ 五日市 11
ポピュラーミステリーワールド１２　笹沢佐保集 中島河太郎／監修 1997 913.6 ホ 五日市 12
ポピュラーミステリーワールド１３　鮎川哲也集 中島河太郎／監修 1997 913.6 ホ 五日市 13
ポピュラーミステリーワールド１４　森村誠一集 中島河太郎／監修 1997 913.6 ホ 五日市 14
ポピュラーミステリーワールド１５　田村京太郎集 中島河太郎／監修 1997 913.6 ホ 五日市 15
おせっかいな神々 星　新一 1992 913.6 ホ 中央 ２分冊 上・下
エヌ氏の遊園地 星　新一 1994 913.6 ホ 中央・五日市 ２分冊 上・下
たくさんのタブー 星　新一 2005 913.6 ホ 中央 ３分冊 1～３
ブランコのむこうで 星　新一 2005 913.6 ホ 中央 ２分冊 上・下
風立ちぬ・美しい村 堀　辰雄 2005 913.6 ホ 中央
いつか王子駅で 堀江　敏幸 2008 913.6 ホ 五日市
スフィンクス 堀田　善衛 1989 913.6 ホ 中央 ４分冊 1～４
裏声で歌へ君が代 丸谷　才一 1994 913.6 マ 中央・五日市 ３分冊 上・中・下
仲蔵狂乱 松井　今朝子 2004 913.6 マ 五日市 ２分冊 上・下
似せ者 松井　今朝子 2008 913.6 マ 五日市 ２分冊 上・下
辰巳屋疑獄 松井　今朝子 2010 913.6 マ 中央 ４分冊 1～４
銀座開化おもかげ草紙 松井　今朝子 2012 913.6 マ 五日市 ２分冊 上・下
砂の器 松本　清張 1988 913.6 マ 中央 ４分冊 1～４
松本清張自選短篇集　顔 松本　清張 2007 913.6 マ 中央・東部 第１巻
松本清張自選短篇集　白い闇 松本　清張 2007 913.6 マ 中央・東部 第２巻
松本清張自選短篇集　天城越え 松本　清張 2007 913.6 マ 中央・東部 第３巻
松本清張自選短篇集　内なる線影 松本　清張 2007 913.6 マ 中央・東部 第４巻
無宿人別帳 松本　清張 2008 913.6 マ 中央・五日市 ２分冊 上・下
佐渡流人行 松本　清張 2011 913.6 マ 五日市 ２分冊 上・下
武士くずれ 松本　清張 2012 913.6 マ 中央
隠花の飾り 松本　清張 2015 913.6 マ 東部 ２分冊 上・下
そして、星の輝く夜がくる 真山　仁 2019 913.6 マ 東部 ２分冊 １～２
天北原野 三浦　綾子 1994 913.6 ミ 五日市 ５分冊 1～５
ひつじが丘 三浦　綾子 1997 913.6 ミ 中央 ２分冊 上・下
広き迷路 三浦　綾子 2006 913.6 ミ 中央 ３分冊 1～３
泥流地帯 三浦　綾子 2011 913.6 ミ 東部 ３分冊 上・中・下
はまなす物語 三浦　哲郎 1994 913.6 ミ 中央・五日市 ２分冊 上・下
愁月記 三浦　哲郎 1996 913.6 ミ 五日市
金閣寺 三島　由紀夫 1984 913.6 ミ 東部・五日市 ２分冊 上・下
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海辺で 三木　卓 1994 913.6 ミ 五日市 ２分冊 上・下
砲撃のあとで 三木　卓 1995 913.6 ミ 五日市 ２分冊 上・下
裸足と貝殻 三木　卓 2011 913.6 ミ 東部 ３分冊 上・中・下
恋紅 皆川　博子 1994 913.6 ミ 中央・五日市 ２分冊 上・下
告白 湊　かなえ 2010 913.6 ミ 五日市 ３分冊 1～３
櫂 宮尾　登美子 1984 913.6 ミ 東部 ３分冊 上・中・下
一絃の琴 宮尾　登美子 1984 913.6 ミ 東部・五日市 ３分冊 上・中・下
序の舞 宮尾　登美子 1987 913.6 ミ 中央 ４分冊 1～４
朱夏 宮尾　登美子 1996 913.6 ミ 五日市 ４分冊 1～４
きのね 宮尾　登美子 1998 913.6 ミ 五日市 ４分冊 1～４
錦 宮尾　登美子 2013 913.6 ミ 五日市 ２分冊 上・下
玉人／歳月 宮城谷　昌光 1999 913.6 ミ 中央
玉人／歳月 宮城谷　昌光 2002 913.6 ミ 東部
長城のかげ 宮城谷　昌光 2010 913.6 ミ 五日市 ２分冊 上・下
注文の多い料理店 宮沢　賢治 1996 913.6 ミ 東部
銀河鉄道の夜／ざしき童子のはなし／グスコーブドリの伝記 宮沢　賢治 1999 913.6 ミ 中央
銀河鉄道の夜 宮沢　賢治 2005 913.6 ミ 中央
銀河鉄道の夜 宮沢　賢治 2017 913.6 ミ 東部 ２分冊 上・下
本所深川ふしぎ草紙 宮部　みゆき 1997 913.6 ミ 中央 ２分冊 上・下
堪忍箱 宮部　みゆき 2003 913.6 ミ 中央・東部 ３分冊 1～３
蒲生邸事件 宮部　みゆき 2004 913.6 ミ 東部 ６分冊 1～６
淋しい狩人 宮部　みゆき 2004 913.6 ミ 中央・東部 ３分冊 1～３
魔術はささやく 宮部　みゆき 2004 913.6 ミ 中央・東部 ４分冊 1～４
誰か 宮部　みゆき 2004 913.6 ミ 東部 ５分冊 1～５
蒲生邸事件 宮部　みゆき 2004 913.6 ミ 中央 ６分冊 1～６
あやし 宮部　みゆき 2007 913.6 ミ 東部・五日市 ２分冊 上・下
ぼんくら 宮部　みゆき 2009 913.6 ミ 中央・東部 ３分冊 上・中・下
おそろし 宮部　みゆき 2013 913.6 ミ 中央 ３分冊 上・中・下
あかんべえ 宮部　みゆき 2016 913.6 ミ 中央・増戸 ３分冊 上・中・下
蛍川 宮本　輝 1983 913.6 ミ 東部
藩校早春賦 宮本　昌孝 2007 913.6 ミ 五日市 ２分冊 上・下
モモヨ、まだ九十歳 群　ようこ 2010 913.6 ム 中央 ３分冊 1～３
あ・うん 向田　邦子 1992 913.6 ム 中央
隣りの女 向田　邦子 1994 913.6 ム 中央・五日市
男どき女どき 向田　邦子 2005 913.6 ム 中央 ２分冊 上・下
思い出トランプ 向田　邦子 2006 913.6 ム 中央・五日市 ２分冊 上・下
杏っ子 室生　犀星 1985 913.6 ム 東部 ３分冊 上・中・下
時代屋の女房 村松　友視 1986 913.6 ム 東部
夢の始末書 村松　友視 1998 913.6 ム 五日市 ２分冊 上・下
もだん時代小説１　池波正太郎集 尾崎　秀樹／監修 1999 913.6 モ 中央・五日市 1
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もだん時代小説２　杉本苑子集 尾崎　秀樹／監修 1999 913.6 モ 中央・五日市 2
もだん時代小説３　山田風太郎集 尾崎　秀樹／監修 1999 913.6 モ 中央・五日市 3
もだん時代小説４　笹沢佐保集 尾崎　秀樹／監修 1999 913.6 モ 中央・五日市 4
もだん時代小説５　永井路子集 尾崎　秀樹／監修 1999 913.6 モ 中央・五日市 5
もだん時代小説６　隆慶一郎集 尾崎　秀樹／監修 1999 913.6 モ 中央・五日市 6
もだん時代小説７　早乙女貢集 尾崎　秀樹／監修 1999 913.6 モ 中央・五日市 7
もだん時代小説８　黒岩重吾集 尾崎　秀樹／監修 1999 913.6 モ 中央・五日市 8
もだん時代小説９　伊藤桂一集 尾崎　秀樹／監修 1999 913.6 モ 中央・五日市 9
もだん時代小説１０　平岩弓枝集 尾崎　秀樹／監修 1999 913.6 モ 中央・五日市 10
もだん時代小説１２　滝口康彦集 尾崎　秀樹／監修 1999 913.6 モ 中央・五日市 12
もだん時代小説１３　細淵謙錠集 尾崎　秀樹／監修 1999 913.6 モ 中央・五日市 13
もだん時代小説１４　神坂次郎集 尾崎　秀樹／監修 1999 913.6 モ 中央・五日市 14
もだん時代小説１５　白石一郎集 尾崎　秀樹／監修 1999 913.6 モ 中央・五日市 15
もだんミステリーワールド１　内田康夫集 中島河太郎／監修 1998 913.6 モ 中央 1
もだんミステリーワールド２　山村美紗集 中島河太郎／監修 1998 913.6 モ 中央 2
もだんミステリーワールド３　三好徹集 中島河太郎／監修 1998 913.6 モ 中央 3
もだんミステリーワールド４　多岐川恭集 中島河太郎／監修 1998 913.6 モ 中央 4
もだんミステリーワールド５　大藪春彦集 中島河太郎／監修 1998 913.6 モ 中央 5
もだんミステリーワールド６　香山滋集 中島河太郎／監修 1998 913.6 モ 中央 6
もだんミステリーワールド７　都筑道夫集 中島河太郎／監修 1998 913.6 モ 中央 7
もだんミステリーワールド８　伴野朗集 中島河太郎／監修 1998 913.6 モ 中央 8
もだんミステリーワールド９　皆川博子集 中島河太郎／監修 1998 913.6 モ 中央 9
もだんミステリーワールド１０　天藤真集 中島河太郎／監修 1998 913.6 モ 中央 10
もだんミステリーワールド１１　阿刀田高集 中島河太郎／監修 1998 913.6 モ 中央 11
もだんミステリーワールド１２　泡坂妻夫集 中島河太郎／監修 1998 913.6 モ 中央 12
もだんミステリーワールド１３　夏樹静子集 中島河太郎／監修 1998 913.6 モ 中央 13
もだんミステリーワールド１４　斎藤栄集 中島河太郎／監修 1998 913.6 モ 中央 14
もだんミステリーワールド１５　赤川次郎集 中島河太郎／監修 1998 913.6 モ 中央 15
氷葬 諸田　玲子 2006 913.6 モ 中央 ３分冊 1～３
幽恋舟 諸田　玲子 2007 913.6 モ 五日市 ２分冊 上・下
美女いくさ 諸田　玲子 2011 913.6 モ 東部 ３分冊 上・中・下
高瀬舟・山椒大夫 森　鴎外 2005 913.6 モ 中央
阿部一族 森　鴎外 2005 913.6 モ 中央・東部
月山 森　敦 1980 913.6 モ 東部
死神の町 森村　誠一 2006 913.6 モ 中央
闇の処刑人 森村　誠一 2006 913.6 モ 中央
刺客請負人 森村　誠一 2006 913.6 モ 中央
虹の生涯 森村　誠一 2011 913.6 モ 中央 ２分冊 上・下
休眠用心棒 森村　誠一 2012 913.6 モ 中央
魂無き刺客 森村　誠一 2012 913.6 モ 中央
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江戸悪党改め役 森村　誠一 2012 913.6 モ 中央
闇の陽炎衆 森村　誠一 2012 913.6 モ 中央
おくりびと 百瀬　しのぶ 2009 913.6 モ 東部・五日市 ２分冊 上・下
ＡＬＷＡＹＳ三丁目の夕日 西岸　良平／原案 2006 913.6 ヤ 東部 ３分冊 1～３
風祭 八木　義徳 1989 913.6 ヤ 中央
漂雲 八木　義徳 1993 913.6 ヤ 中央
海明け 八木　義徳 1994 913.6 ヤ 五日市 ３分冊 上・中・下
秩父事件の女たち 保高　みさ子 1994 913.6 ヤ 中央・五日市 ２分冊 上・下
エドの舞踏会 山田　風太郎 2010 913.6 ヤ 中央 ５分冊 1～５
かげろう忍法帖 山田　風太郎 2010 913.6 ヤ 中央 ４分冊 1～４
大江戸女花火師伝 矢的　竜 2012 913.6 ヤ 中央
折り紙大名 矢的　竜 2012 913.6 ヤ 中央
江分利満氏の優雅な生活 山口　瞳 1988 913.6 ヤ 中央
沈まぬ太陽 山崎　豊子 2010 913.6 ヤ 東部 ３分冊 4-1～4-3、'5-1～5-3

鳥獣の寺 山村　美紗 1996 913.6 ヤ 五日市 ２分冊 上・下
消えた相続人 山村　美紗 2011 913.6 ヤ 五日市 ２分冊 上・下
大川わたり 山本　一力 2002 913.6 ヤ 中央・東部 ３分冊 1～３
損料屋喜八郎始末控え 山本　一力 2006 913.6 ヤ 東部 ２分冊 上・下
辰巳八景 山本　一力 2011 913.6 ヤ 東部 ２分冊 上・下
火天の城 山本　兼一 2009 913.6 ヤ 五日市 ３分冊 1～３
ちいさこべ 山本　周五郎 1982 913.6 ヤ 東部・五日市
青べか物語 山本　周五郎 1981 913.6 ヤ 東部 ２分冊 上・下
小説　日本婦道記 山本　周五郎 1984 913.6 ヤ 東部 ２分冊 上・下
大炊介始末 山本　周五郎 1989 913.6 ヤ 中央
落葉の隣り 山本　周五郎 1989 913.6 ヤ 中央
よじょう 山本　周五郎 1989 913.6 ヤ 中央
日日平安 山本　周五郎 1996 913.6 ヤ 五日市
若き日の摂津守 山本　周五郎 1996 913.6 ヤ 五日市
あんちゃん 山本　周五郎 1999 913.6 ヤ 五日市 ３分冊 上・中・下
かあちゃん・将監さまの細みち 山本　周五郎 2005 913.6 ヤ 中央
あだこ・山茶花帖 山本　周五郎 2005 913.6 ヤ 中央
泥棒と若殿・秋の駕篭・萱笠 山本　周五郎 2005 913.6 ヤ 中央
深川安楽亭・三十ふり袖 山本　周五郎 2005 913.6 ヤ 中央・東部
町奉行日記 山本　周五郎 2007 913.6 ヤ 中央 ２分冊 上・下
彦左衛門外記 山本　周五郎 2014 913.6 ヤ 中央 ２分冊 上・下
人情裏長屋 山本　周五郎 2018 913.6 ヤ 中央 ２分冊 上・下
応為坦坦録 山本　昌代 1995 913.6 ヤ 中央・五日市
居酒屋ゆうれい 山本　昌代 1997 913.6 ヤ 中央
軍旗はためく下に 結城　昌治 1985 913.6 ユ 東部・五日市 ２分冊 上・下
志ん生一代 結城　昌治 1987 913.6 ユ 中央 ４分冊 1～４
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仕立屋銀次隠し台帳 結城　昌治 1989 913.6 ユ 中央 ２分冊 上・下
死者と栄光への挽歌 結城　昌治 1993 913.6 ユ 中央 ２分冊 上・下
終着駅 結城　昌治 1994 913.6 ユ 中央・五日市
影踏み 横山　秀夫 2005 913.6 ヨ 東部 ３分冊 1～３
動機 横山　秀夫 2006 913.6 ヨ 東部・五日市 ３分冊 1～３
第三の時効 横山　秀夫 2016 913.6 ヨ 中央 ２分冊 上・下
真相 横山　秀夫 2018 913.6 ヨ 中央 ２分冊 上・下
浮かれ三亀松 吉川　潮 2006 913.6 ヨ 五日市 ３分冊 上・中・下
宮本武蔵１ 吉川　英治 2015 913.6 ヨ 五日市 ２分冊 上・下
宮本武蔵２ 吉川　英治 2015 913.6 ヨ 五日市 ２分冊 上・下
宮本武蔵３ 吉川　英治 2015 913.6 ヨ 五日市 ２分冊 上・下
宮本武蔵４ 吉川　英治 2015 913.6 ヨ 五日市 ２分冊 上・下
宮本武蔵５ 吉川　英治 2015 913.6 ヨ 五日市 ２分冊 上・下
宮本武蔵６ 吉川　英治 2015 913.6 ヨ 五日市 ２分冊 上・下
冬の鷹 吉村　昭 1996 913.6 ヨ 中央 ２分冊 上・下
破獄 吉村　昭 2005 913.6 ヨ 東部 ４分冊 1～４
間宮林蔵 吉村　昭 2012 913.6 ヨ 五日市 ３分冊 上・中・下
碇星 吉村　昭 2015 913.6 ヨ 東部
退屈姫君伝 米村　圭伍 2008 913.6 ヨ 五日市 ２分冊 上・下
ラブミーワールド第１巻（じっとこのまま　藤田宜永/著）（虚名　西
木正明/著）（洞は語らず　黒岩重吾/著）（三月の兎　藤堂志津子/

清原　康正／監修 2001 913.6 ラ 中央 第１巻

ラブミーワールド第２巻（砂のアラベスク　泡坂妻夫/著）（霧のカレ
リア　五木寛之/著）

清原　康正／監修 2001 913.6 ラ 中央 第２巻

ラブミーワールド第３巻（九月の空　高橋三千綱/著）（中国人の恋
人　柴田翔/著）

清原　康正／監修 2001 913.6 ラ 中央 第３巻

ラブミーワールド第４巻（夜顔　小池真理子/著）（春の病葉　立原
正秋/著）（帰れぬ人々　鷺沢萌/著）

清原　康正／監修 2001 913.6 ラ 中央 第４巻

ラブミーワールド第５巻（夢のあかし　赤瀬川隼/著）（忘れ傘　半
村良/著）（駅　宮本輝/著）（隣の女　向田邦子/著）

清原　康正／監修 2001 913.6 ラ 中央 第５巻

ラブミーワールド第６巻（或る心中　平岩弓枝/著）（夕萩心中　連
城三紀彦/著）（六本木心中　笹沢佐保/著）

清原　康正／監修 2001 913.6 ラ 中央 第６巻

ラブミーワールド第７巻（吊橋のある駅　瀬戸内寂聴/著）（プレー
オフ　志水辰夫/著）（木と話す女　山口洋子/著）（仮面の女　阿刀

清原　康正／監修 2001 913.6 ラ 中央 第７巻

ラブミーワールド第８巻（イヤリング　森瑤子/著）（遠い風の音
佐々木譲/著）（雨のなか　三枝和子/著）（彼女からの手紙　常盤

清原　康正／監修 2001 913.6 ラ 中央 第８巻

ラブミーワールド第９巻（骨の肉　河野多恵子/著）（風の自刃　高
樹のぶ子/著）（肩をうしろから見る　片岡義男/著）ほか

清原　康正／監修 2001 913.6 ラ 中央 第９巻

ラブミーワールド第１０巻（美女と野獣　田辺聖子/著）（引越貧乏
色川武大/著）（友達の愛人　鎌田敏夫/著）（青春の宿　曽野綾子

清原　康正／監修 2001 913.6 ラ 中央 第１０巻

暗い流れ 和田　芳恵 1996 913.6 ワ 中央 ２分冊 上・下



28/31

のぼうの城 和田　竜 2008 913.6 ワ 東部・五日市 ３分冊 1～３
花埋み 渡辺　淳一 1984 913.6 ワ 東部・五日市 ３分冊 上・中・下
冬の花火 渡辺　淳一 1994 913.6 ワ 中央 ２分冊 上・下
遠き落日 渡辺　淳一 2007 913.6 ワ 東部 ４分冊 1～４
脳は語らず 渡辺　淳一 2010 913.6 ワ 中央 ４分冊 1～４
焔に手をかざして 石垣　りん 1994 914 イ 中央
ぐうたら人間学 遠藤　周作 1980 914 エ 中央 ２分冊 上・下
柊の花 大原　富枝 1995 914 オ 中央 ２分冊 上・下
トットのマイ・フレンズ 黒柳　徹子 1992 914 ク 中央
女のあしおと 宮尾　登美子 1994 914 ミ 中央
笑ってケツカッチン 阿川　佐和子 2010 914.6 ア 中央 ３分冊 1～３
大晦日のローストビーフ 秋山　ちえ子 1993 914.6 ア 中央 ２分冊 上・下
老人力 赤瀬川　原平 2001 914.6 ア 中央・東部・五日市 ２分冊 １～２
夜明けを待ちながら 五木　寛之 2002 914.6 イ 中央 ２分冊 １～２
こころの天気図 五木　寛之 2009 914.6 イ 中央
好運の条件 五木　寛之 2019 914.6 イ 中央・東部
生きるってすばらしい　１　家族の絆　阿部昭/ほか著 作品社編集部 1996 914.6 イ 中央 1
生きるってすばらしい　２　父の教え母の教え　藤沢周平/ほか著 作品社編集部 1996 914.6 イ 中央 2
生きるってすばらしい　３　男たちよ女たちよ　中山あい子/ほか著 作品社編集部 1996 914.6 イ 中央 3
生きるってすばらしい　４　恋に恋して　佐藤春夫/ほか著 作品社編集部 1996 914.6 イ 中央 4
生きるってすばらしい　５　心の不思議　尾崎翠/ほか著 作品社編集部 1996 914.6 イ 中央 5
生きるってすばらしい　６　読書の楽しみ　辰野隆/ほか著 作品社編集部 1996 914.6 イ 中央 6
生きるってすばらしい　７　生きている言葉　鎌田泣菫/ほか著 作品社編集部 1996 914.6 イ 中央 7
生きるってすばらしい　８　語ること演ずること　宇井無愁/ほか著 作品社編集部 1996 914.6 イ 中央 8
生きるってすばらしい　９　大いなる自然　東山魁夷/ほか著 作品社編集部 1996 914.6 イ 中央 9
生きるってすばらしい　１０　四季おりおり　井上靖/ほか著 作品社編集部 1996 914.6 イ 中央 10
生きるってすばらしい　１１　花に魅せられて　草野心平/ほか著 作品社編集部 1996 914.6 イ 中央 11
生きるってすばらしい　１２　犬が好き猫が好き　朝永振一郎/ほか著 作品社編集部 1996 914.6 イ 中央 12
生きるってすばらしい　１３　お酒菜談義　サトウハチロー/ほか著 作品社編集部 1996 914.6 イ 中央 13
生きるってすばらしい　１４　美味礼賛　丸谷才一/ほか著 作品社編集部 1996 914.6 イ 中央 14
生きるってすばらしい　１５　趣味のある風景　大仏次郎/ほか著 作品社編集部 1996 914.6 イ 中央 15
生きるってすばらしい　１６　旅への誘い　三浦哲郎/ほか著 作品社編集部 1996 914.6 イ 中央 16
生きるってすばらしい　１７　芸の心技の心　高見順/ほか著 作品社編集部 1996 914.6 イ 中央 17
生きるってすばらしい　１８　さまざまな人生　金子光晴/ほか著 作品社編集部 1996 914.6 イ 中央 18
生きるってすばらしい　１９　出会いそして別れ　安西篤子/ほか著 作品社編集部 1996 914.6 イ 中央 19
生きるってすばらしい　２０　老いについて　多田道太郎/ほか著 作品社編集部 1996 914.6 イ 中央 20
夜の太鼓 石垣　りん 1992 914.6 イ 中央
焔に手をかざして 石垣　りん 1994 914.6 イ 五日市
陽のかなしみ 石牟礼　道子 1997 914.6 イ 中央 ３分冊 上・中・下
大往生 永　六輔 1996 914.6 エ 五日市
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大往生 永　六輔 2000 914.6 エ 東部
ぐうたら人間学 遠藤　周作 1980 914.6 エ 東部 ２分冊 上・下
散りぎわの花 小沢　昭一 2010 914.6 オ 中央 ２分冊 上・下
ココロの止まり木 河合　隼雄 2014 914.6 カ 五日市
３０年の物語 岸　惠子 2006 914.6 キ 東部 ２分冊 上・下
ベラルーシの林檎 岸　惠子 2013 914.6 キ 中央 ２分冊 上・下
ベラルーシの林檎 岸　惠子 2013 914.6 キ 五日市 ２分冊 上・下
雑木林のモーツァルト 串田　孫一 2005 914.6 ク 五日市
船場育ち 楠本　憲吉 1987 914.6 ク 中央
老いのかたち 黒井　千次 2016 914.6 ク 東部
不思議の国のトットちゃん 黒柳　徹子 2016 914.6 ク 中央 ２分冊 上・下
屋上への誘惑 小池　昌代 2016 914.6 コ 東部
ももこの話 さくら　ももこ 1999 914.6 サ 東部
娘と私の部屋 佐藤　愛子 1992 914.6 サ 中央
女の学校 佐藤　愛子 1997 914.6 サ 中央
わが歌と愛の記 西条　八十 1983 914.6 サ 東部
私の浅草 沢村　貞子 1983 914.6 サ 東部
わたしの三面鏡 沢村　貞子 1989 914.6 サ 中央
わたしのおせっかい談義 沢村　貞子 2008 914.6 サ 中央・五日市
千曲川のスケッチ 島崎　藤村 2009 914.6 シ 五日市
牛久沼のほとり 住井　すゑ 2002 914.6 ス 五日市 ２分冊 上・下
遠い朝の本たち 須賀　敦子 2010 914.6 ス 中央・五日市 ３分冊 1～３
銀座諸事折々 鈴木　真砂女 2010 914.6 ス 五日市
瀬戸内寂聴随筆選　１ 瀬戸内　寂聴 2009 914.6 セ 中央 1
瀬戸内寂聴随筆選　２ 瀬戸内　寂聴 2009 914.6 セ 中央 2
瀬戸内寂聴随筆選　３ 瀬戸内　寂聴 2009 914.6 セ 中央 3
瀬戸内寂聴随筆選　４ 瀬戸内　寂聴 2009 914.6 セ 中央 4
瀬戸内寂聴随筆選　５ 瀬戸内　寂聴 2009 914.6 セ 中央 5
瀬戸内寂聴随筆選　６ 瀬戸内　寂聴 2009 914.6 セ 中央 6
女の心仕事 千代　芳子 1994 914.6 セ 中央・五日市 ２分冊 上・下
最高に笑える人生 曽野　綾子 2004 914.6 ソ 東部 ２分冊 １～２
独酌余滴 多田　富雄 2007 914.6 タ 五日市 ２分冊 上・下
残夢整理 多田　富雄 2016 914.6 タ 東部
山の頂の向こうに 田部井　淳子 2008 914.6 タ 中央・五日市
ちょっといい話 戸板　康二 1987 914.6 ト 中央 ２分冊 上・下
雨あがりの街 常盤　新平 1994 914.6 ト 中央・五日市 ２分冊 上・下
十三匹の猫と哀妻と私 古川　薫 1992 914.6 フ 中央
数学者の言葉では 藤原　正彦 2013 914.6 フ 中央 ２分冊 上・下
女のあしおと 宮尾　登美子 1994 914.6 ミ 五日市
わたしの四季暦 宮尾　登美子 2014 914.6 ミ 五日市
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交差点で石蹴り 群　ようこ 2006 914.6 ム 中央・東部
父の詫び状 向田　邦子 1987 914.6 ム 中央 ２分冊 上・下
無名仮名人名簿 向田　邦子 1989 914.6 ム 中央 ２分冊 上・下
女の人差し指 向田　邦子 1996 914.6 ム 中央 ２分冊 上・下
六本木随筆 村上　元三 1989 914.6 ム 中央 ２分冊 上・下
ぬるい生活 群　ようこ 2017 914.6 ム 中央
寺暮らし 森　まゆみ 2007 914.6 モ 五日市
記憶の絵 森　茉莉 2010 914.6 モ 中央 ４分冊 1～４
であいの旅 山根　基世 1992 914.6 ヤ 中央
旅のあとさき 山根　基世 2002 914.6 ヤ 五日市
ことばで「私」を育てる 山根　基世 2009 914.6 ヤ 五日市 ２分冊 上・下
パンツの面目ふんどしの沽券 米原　万里 2010 914.6 ヨ 中央 ３分冊 1～３
鈍感力 渡辺　淳一 2014 914.6 ワ 五日市
戦争まで 中村　光夫 1995 915 ナ 中央 ２分冊 上・下
ひとり旅は楽し 池内　紀 2010 915.6 イ 五日市
心にふるさとがある　１　想い遙かな山々　中西悟道/ほか著 作品社編集部 1998 915.6 コ 五日市 1
心にふるさとがある　２　山に親しむ　川端康成/ほか著 作品社編集部 1998 915.6 コ 五日市 2
心にふるさとがある　３　川に遊び湖をめぐる　千葉七郎/ほか著 作品社編集部 1998 915.6 コ 五日市 3
心にふるさとがある　４　海風に吹かれて　坪田譲治/ほか著 作品社編集部 1998 915.6 コ 五日市 4
心にふるさとがある　５　列島に咲く花　大原富江/ほか著 作品社編集部 1998 915.6 コ 五日市 5
心にふるさとがある　６　なつかしの動物たち　伊藤秀五郎/ほか著 作品社編集部 1998 915.6 コ 五日市 6
心にふるさとがある　７　歌の調べ方言の響き　相場伸太郎/ほか著 作品社編集部 1998 915.6 コ 五日市 7
心にふるさとがある　８　祭りのざわめき　宮尾しげを/ほか著 作品社編集部 1998 915.6 コ 五日市 8
心にふるさとがある　９　民話は生きている　荒巻義雄/ほか著 作品社編集部 1998 915.6 コ 五日市 9
心にふるさとがある　１０　伝統芸はすたれず　松井恒幸/ほか著 作品社編集部 1998 915.6 コ 五日市 10
心にふるさとがある　１１　ふるさとの味　東日本　高橋揆一郎/ほか著 作品社編集部 1998 915.6 コ 五日市 11
心にふるさとがある　１２　ふるさとの味　西日本　松田道雄/ほか著 作品社編集部 1998 915.6 コ 五日市 12
心にふるさとがある　１３　神仏に祈る　金田一京助/ほか著 作品社編集部 1998 915.6 コ 五日市 13
心にふるさとがある　１４　とっておきの寺社詣で　三木露風/ほか著 作品社編集部 1998 915.6 コ 五日市 14
心にふるさとがある　１５　土地っ子かたぎ　石川啄木/ほか著 作品社編集部 1998 915.6 コ 五日市 15
心にふるさとがある　１６　望郷を旅する　石川啄木/ほか著 作品社編集部 1998 915.6 コ 五日市 16
心にふるさとがある　１７　わが町わが村　東日本　伊東整/ほか著 作品社編集部 1998 915.6 コ 五日市 17
心にふるさとがある　１８　西日本　杉浦明平/ほか著 作品社編集部 1998 915.6 コ 五日市 18
日の移ろい 島尾　敏雄 2002 915.6 シ 五日市 ２分冊 上・下
戦争まで 中村　光夫 1995 915.6 ナ 五日市 ２分冊 上・下
ミエナイモノを見る楽しさ 究　土彦 2006 916 キ 東部
やまない雨はない 倉嶋　厚 2016 916 ク 中央・東部
敗れざる者たち 沢木　耕太郎 2008 916 サ 五日市 ２分冊 上・下
極光のかげに 高杉　一郎 1993 916 タ 中央 ２分冊 上・下
音しずく 竹下　八千代 2000 916 タ 東部
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モロッコ革の本 栃折　久美子 1993 916 ト 中央 ２分冊 上・下
ではまた明日 西田　英史 2002 916 ニ 中央・東部 ３分冊 1～３
流れる星は生きている 藤原　てい 1987 916 フ 中央 ２分冊 上・下
二人五脚 松井　進 2001 916 マ 東部 ３分冊 1～３
からゆきさん 森崎　和江 1983 916 モ 東部・五日市
マリコ 柳田　邦男 1994 916 ヤ 中央・五日市 ２分冊 上・下
アラビアンナイト 菊池　寛／〔訳〕 2006 929 ア 中央
あしながおじさん ウェブスター／作 1985 933 ウ 中央・増戸 ２分冊 上・下
王子とこじき マーク＝トウェイン／作 1988 933 ウ 増戸 ３分冊 上・中・下
黒馬物語 シュウエル／作 1994 933 シ 中央 ２分冊 上・下
秘密の花園 バーネット／作 1990 933 バ 中央 ３分冊 上・中・下
絵のない絵本 Ｈ．Ｃ．アンデルセン 2001 949 ア 東部
星の王子さま サン＝テグジュペリ 2017 953.7 サ 東部


