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はじめに 

 埼玉県立図書館では読書会のテキスト等に利用していただくために「貸出文庫」を用

意しています。「貸出文庫」は同じ本を複数セットにして貸出するものです。 

 

 

目録を利用される方へ 

１ 掲載内容 

この目録は、当館が令和４年４月 1日現在所蔵している「貸出文庫」の目録です。 

 

２ 目録の構成 

この目録は、《書名編 一般書》、《書名編 児童書》、《著者名編》（一般書・児童書

混配）の３部から成っています。 

 

３ 目録の記入について 

【書  名】 

(1) 書名・著者名の読みについては、濁音・半濁音は清音に、長音記号はないもの

として読み替えて配列しています。                                                            

    また、一部の助詞「へ・は・を」は「エ・ワ・オ」と読み替えています。 

例：「自分をつくる」⇒「シフンオツクル」 

(2)  書名が同一の場合は、著者名の五十音順に配列しました。 

(3) 書名と副書名（サブタイトル）等は、「：」で区切っています。 

例：とげ抜き ： 新巣鴨地蔵縁起 

(4) シリーズ名等は、書名の後に（）で括って記しています。 

例：李陵・山月記 （新潮文庫） 

(5) 書名・著者名で、読み方が特殊なものや難しいものは、（）で括って記してい

ます。 

例：深い河 （ディープ・リバー） 

         柳 美里 （ユウ ミリ） 

【著者名】 

(1) 著者名は、姓・名の順に記しています。西洋人名については、姓と名の原綴り

の頭文字のみとしました。 

例：ブロンテ，Ｅ．Ｊ． 
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【対 象】 

(1) 子ども向けの資料については、およその対象年齢層を略語により表示しました。 

低：小学校低学年 

中：小学校中学年 

高：小学校高学年 

中：中学生 

 

４ 配列 

【書名編】 

(1) 書名の五十音順に配列しています。 

【著者名編】 

(1)  配列は、著者名の五十音順とし、同姓の場合は名の順としました。なお、一般

書と児童書が混配しています。 

(2) 著者名が同一の場合は、書名の五十音順に配列しています。  

 

５ 利用案内 

【利用者】 

(1) 埼玉県内の図書館や公民館等、読書会、社会教育団体等です。個人への貸出は

行っておりません。 

(2) 御利用されるにあたって、県立図書館での利用登録は不要です。新規に利用を

希望される場合、最寄りの図書館もしくは下記申込先にお問い合わせください。 

【利用申込】 

(1) 御利用される月の６か月前から予約を受付けております。下記申込先に電話等

でお申込みください。 

例：１０月に利用⇒４月１日から予約可能 

(2) 予約の際には、以下のことをお伝えください。 

   ・利用団体名（読書会名） 

    ・代表者氏名 

    ・電話番号 

    ・書名 

    ・利用冊数 

    ・利用期間 

    ・受取・返却先（直接来館、〇〇市町村立図書館経由等） 

(3) 予約できるセット数は６セットまでです。上下巻は２セットと数えます。 

(4) 貸出期間は２か月以内です。当館から貸出して戻ってくるまでの期間です。 
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【貸出・返却方法】 

(1) 御希望する最寄りの市町村の図書館等で受取・返却ができます。 

(2) 御希望日に市町村の図書館等に配送します。市町村の図書館への配送は原則と

して週１回です｡配送の日程については、取り寄せる図書館へお問い合わせくだ

さい。 

(3) 返却の際は、お借りになった冊数分をまとめて紐で括り、「貸出文庫利用票（返

却）」を添付してお返しください。 

       

 

     申込先                  

        埼玉県立熊谷図書館 図書館協力担当   

      TEL ０４８－５２３－６２９１（代表） 

     FAX  ０４８－５２５－２６６７（直通） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



　書名編　　一般書
書　　　　　名 著　者　名 出 版 者 ページ数 冊数

哀歌　上 曽野　綾子 毎日新聞社 341p 20

哀歌　下 曽野　綾子 毎日新聞社 313p 20

愛してよろしいですか？ 田辺　聖子 集英社 280p 10

愛なき世界 三浦　しをん 中央公論新社 447p 20

愛の領分 藤田　宜永 文藝春秋 394p 20

あ・うん 向田　邦子 文藝春秋 243p 10

青い棘 三浦　綾子 学習研究社 381p 20

青空、ついて来い！ 熊谷　真実 新潮社 227p 20

青空のむこう シアラー，A． 求竜堂 245p 20

青べか物語 （山本周五郎小説全集 14） 山本　周五郎 新潮社 259p 10

赤い風 梶　よう子 文藝春秋 365p 20

赤へ 井上　荒野 祥伝社 235p 20

赤朽葉家の伝説 桜庭　一樹 東京創元社 309p 20

赤猫異聞 浅田　次郎 新潮社 281p 20

あかね空 山本　一力 文藝春秋 365p 20

アカペラ 山本　文緒 新潮社 254p 20

赤目四十八瀧心中未遂 車谷　長吉 文藝春秋 272p 20

悪玉伝 朝井　まかて KADOKAWA 325p 20

悪人 吉田　修一 朝日新聞社 420p 20

あくびノオト 北　杜夫 新潮社 221p 10

朝顔の日 高橋  弘希 新潮社 123p 20

朝が来る 辻村　深月 文藝春秋 346p 20

朝の歓び　上 宮本　輝 講談社 357p 20

朝の歓び　下 宮本　輝 講談社 325p 20

飛鳥の風 ： 持統女帝 吉田　知子 福武書店 281p 20

アダルトチルドレンと家族 ： 心のなかの子どもを癒す 斎藤　学 学陽書房 237p 20

穴 小山田　浩子 新潮社 157p 20

あなたと共に逝きましょう 村田　喜代子 朝日新聞出版 251p 20

あなたの本当の人生は 大島　真寿美 文藝春秋 308p 20

兄のトランク 宮澤　清六 筑摩書房 241p 10

姉の島 村田　喜代子 朝日新聞出版社 242p 20

あの日にかえりたい 乾　ルカ 実業之日本社 267p 20
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書　　　　　名 著　者　名 出 版 者 ページ数 冊数

アフター・ダーク 村上　春樹 講談社 288p 20

あふれた愛 天童　荒太 集英社 333p 20

アマゾネスのように 中島　梓 集英社 244p 10

雨やどり ： 新宿馬鹿物語 １ 半村　良 河出書房新社 272p 10

阿弥陀堂だより 南木　佳士 文藝春秋 234p 20

雨の音 宇野　千代 文藝春秋 175p 20

雨のなか 三枝　和子 河出書房新社 218p 20

荒仏師運慶 梓澤　要 新潮社 364p 20

有田川 （有吉佐和子選集 7） 有吉　佐和子 新潮社 392p 20

或る「小倉日記」伝 （松本清張全集 35） 松本　清張 文藝春秋 536p 10

ある歴史の娘 ： 花々と星々と 第２部 犬養　道子 中央公論社 443p 10

荒地の恋 ねじめ　正一 文藝春秋 312p 20

アンダーソン家のヨメ 野中　柊 福武書店 228p 10

アンネの日記 フランク，Ａ． 文藝春秋 318p 10

家康、江戸を建てる 門井　慶喜 祥伝社 400p 20

いかれころ 三国　美千子 新潮社 152p 20

生きかた上手 日野原　重明 ユーリーグ 236p 20

イギリスはおいしい 林　望 平凡社 252p 10

生きる 乙川　優三郎 文藝春秋 234p 20

生きるヒント ： 自分の人生を愛するための１２章 五木　寛之 文化出版局 246p 20

石の来歴 奥泉　光 文藝春秋 203p 10

偉大なる、しゅららぼん 万城目　学 集英社 548p 20

悼む人 天童　荒太 文藝春秋 450p 20

一隅の記 ： 随筆 野上　弥生子 新潮社 227p 10

いちげんさん ゾペティ，Ｄ． 集英社 190p 10

一絃の琴 宮尾　登美子 講談社 369p 20

苺畑よ永遠に 加藤　幸子 新潮社 281p 10

一瞬でいい 唯川　恵 毎日新聞社 477p 20

一瞬の光 白石　一文 角川書店 383p 10

いつのまにか私も「婆あ」 ： 居なおって老いを楽しむ 門野　晴子 講談社 241p 20

一平かの子 ： 心に生きる凄い父母 岡本　太郎 チクマ秀版社 248p 10

生命ある限り 曽野　綾子 読売新聞社 294p 20

命ある限り 三浦　綾子 角川書店 288p 20

いのち華やぐ 瀬戸内　寂聴 講談社 215p 10
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書　　　　　名 著　者　名 出 版 者 ページ数 冊数

いよよ華やぐ　上 瀬戸内　寂聴 新潮社 287p 20

いよよ華やぐ　下 瀬戸内　寂聴 新潮社 274p 20

異類婚姻譚 本谷　有希子 講談社 166p 20

ウエルカム・ホーム！ 鷺沢　萌 新潮社 221p 20

魚の棲む城 平岩　弓枝 新潮社 492p 20

浮かれ三亀松 吉川　潮 新潮社 370p 10

宇喜多の捨て嫁 木下　昌輝 文藝春秋 349p 20

浮橋 岩橋　邦枝 講談社 216p 20

受け月 伊集院　静 文藝春秋 259p 20

渦 ： 妹背山婦女庭訓魂結び 大島　真寿美 文藝春秋 361p 20

薄墨の桜 宇野　千代 新潮社 197p 20

嘘 藤堂　志津子 幻冬舎 396p 10

嘘つきアーニャの真っ赤な真実 米原　万里 角川書店 283p 20

うたかたの 永井　路子 文藝春秋 206p 20

泡沫 （うたかた） の秋 岩橋　邦枝 新潮社 209p 20

美しい老いの秘訣 田中　澄江 主婦の友社 229p 10

美しいままで ： オランダで安楽死を選んだ
日本女性の「心の日記」

ネーダーコールン　靖子 祥伝社 249p 20

美しき愚かものたちのタブロー 原田　マハ 文藝春秋 441p 20

姥ざかり 田辺　聖子 新潮社 231p 10

ウーマンアローン 廣川　まさき 文藝春秋 252p 20

海うそ 梨木　香歩 岩波書店 190p 20

海をあげる 上間　陽子 筑摩書房 251p 20

海猫 谷村　志穂 新潮社 541p 20

海の見える理髪店 荻原　浩 集英社 234p 20

心淋 （うらさび） し川 西條　奈加 集英社 242p 20

雲上雲下 朝井　まかて 徳間書店 438p 20

永遠の仔　上 天童　荒太 幻冬舎 422p 10

永遠の仔　下 天童　荒太 幻冬舎 493p 10

映画編 金城　一紀 集英社 363p 20

エイジ 重松　清 朝日新聞社 346p 10

影裏 （えいり） 沼田　真佑 文藝春秋 94p 20

駅物語 朱野　帰子 講談社 307p 20

恵比寿屋喜兵衛手控え 佐藤　雅美 講談社 328p 20

演歌の虫 山口　洋子 文藝春秋 240p 10
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書　　　　　名 著　者　名 出 版 者 ページ数 冊数

円型水槽 曽野　綾子 中央公論社 394p 10

円卓 西　加奈子 文藝春秋 190p 20

円朝芝居噺夫婦幽霊 辻原　登 講談社 231p 20

老いの思想 ： 古人に学ぶ老境の生き方 安西　篤子 草思社 239p 19

老いの周辺 上坂　冬子 文藝春秋 206p 20

老いの楽しみ 沢村　貞子 岩波書店 220p 20

老いの道づれ ： 二人で歩いた五十年 沢村　貞子 岩波書店 194p 20

黄金夜界 橋本　治 中央公論新社 371p 20

黄金旅風 飯嶋　和一 新潮社 485p 20

王妃の離婚 佐藤　賢一 集英社 381p 20

大江戸火龍改 夢枕　獏 講談社 279p 20

大谷藤子作品集 大谷　藤子 まつやま書房 262p 10

億夜 高樹　のぶ子 講談社 341p 20

送り火 高橋  弘希 文藝春秋 120p 20

おさがしの本は 門井　慶喜 光文社 290p 20

推し、燃ゆ 宇佐見　りん 河出書房新社 125p 20

遅咲きの梅 津村　節子 中央公論社 414p 19

夫の始末 田中　澄江 講談社 215p 20

弟 石原　慎太郎 幻冬舎 388p 20

おとうと 幸田　文 中央公論社 227p 20

オニが来た 大道　珠貴 光文社 253p 20

お化けだぞう 村田　喜代子 潮出版社 477p 20

おはなしおはなし 河合　隼雄 朝日新聞社 228p 20

思い出トランプ 向田　邦子 新潮社 230p 20

おらおらでひとりいぐも 若竹　千佐子 河出書房新社 164p 20

阿蘭陀西鶴 朝井　まかて 講談社 285p 20

おれたちの青空 佐川　光晴 集英社 227p 20

終わった人 内館　牧子 講談社 373p 20

終りに見た街 山田　太一 中央公論社 248p 10

女ざかり 丸谷　才一 文藝春秋 436p 20

女たちのジハード 篠田　節子 集英社 469p 10

女のあしおと 宮尾　登美子 講談社 265p 10

女の老い支度 重兼　芳子 海竜社 217p 20

女の人生すごろく 小倉　千加子 筑摩書房 216p 20
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書　　　　　名 著　者　名 出 版 者 ページ数 冊数

女の繭 円地　文子 講談社 282p 10

女文士 林　真理子 新潮社 308p 20

音符 三浦　恵 河出書房新社 133p 10

海峡 伊集院　静 新潮社 365p 20

海峡の光 辻　仁成 新潮社 159p 20

懐情の原形 ： ナラン （日本） への置き手紙 ボヤンヒシグ 英治出版 124p 20

貝に続く場所にて 石沢　麻衣 講談社 151p 20

貝の帆 丸山　健二 新潮社 565p 20

恢復する家族 大江　健三郎 講談社 199p 10

還れぬ家 佐伯　一麦 新潮社 441p 20

顔 山本　昌代 河出書房新社 202p 20

画家の妻たち 澤地　久枝 文藝春秋 267p 20

かがみの孤城 辻村　深月 ポプラ社 554p 20

かがやく水の時代 津島　佑子 新潮社 248p 20

鍵のない夢を見る 辻村　深月 文藝春秋 231p 20

学問 山田　詠美 新潮社 292p 20

隠れ鬼 黒井　千次 新潮社 215p 10

かけら 青山　七恵 新潮社 151p 20

河口へ 佐藤　洋二郎 集英社 238p 20

風花のひと 五木　寛之 講談社 214p 10

カシコギ 趙　昌仁 サンマーク出版 318p 20

火車 宮部　みゆき 双葉社 358p 19

霞町物語 浅田　次郎 講談社 278p 20

風をつかまえて 高嶋　哲夫 日本放送出版協会 269p 20

風が強く吹いている 三浦　しをん 新潮社 507p 20

風の盆恋歌 高橋　治 新潮社 222p 20

家族善哉 島村　洋子 講談社 333p 20

家族場面 筒井　康隆 新潮社 202p 20

かたづの！ 中島　京子 集英社 383p 20

語りかける花 志村　ふくみ 人文書院 239p 20

月山 森　敦 河出書房新社 209p 10

かのこちゃんとマドレーヌ夫人 （ちくまプリマー新書） 万城目　学 筑摩書房 234p 20

鞄の中身 吉行　淳之介 講談社 240p 20

神様のカルテ　２ 夏川　草介 小学館 317p 20
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書　　　　　名 著　者　名 出 版 者 ページ数 冊数

神の子どもたちはみな踊る 村上　春樹 新潮社 201p 20

神去なあなあ日常 三浦　しをん 徳間書店 290p 20

かもめの日 黒川　創 新潮社 219p 20

仮釈放 吉村　昭 新潮社 263p 10

渇く 瀬戸内　寂聴 日本放送出版協会 277p 10

川の光 松浦　寿輝 中央公論新社 389p 20

管絃祭 竹西　寛子 新潮社 198p 10

韓国短篇小説選 大村　益夫 岩波書店 426p 10

冠婚葬祭心得 （新潮選書） 谷沢　永一 新潮社 199p 10

かんじき飛脚 山本　一力 新潮社 398p 20

寒椿 宮尾　登美子 中央公論社 289p 10

木 幸田　文 新潮社 162p 20

飢餓海峡 水上　勉 朝日新聞社 485p 10

機関車先生 伊集院　静 講談社 233p 20

帰郷 海老沢　泰久 文藝春秋 253p 10

岸辺のアルバム 山田　太一 東京新聞出版局 455p 10

傷 森　瑤子 集英社 206p 10

奇跡の人 真保　裕一 角川書店 405p 20

北の海 井上　靖 中央公論社 361p 10

キッチン 吉本　ばなな 福武書店 226p 10

鬼怒川 有吉　佐和子 新潮社 309p 10

きみのためのバラ 池澤　夏樹 新潮社 211p 20

きもの 幸田　文 新潮社 357p 20

キャベツの新生活 有吉　玉青 講談社 277p 20

伽羅の香 宮尾　登美子 中央公論社 378p 20

九 （きゅう） 年前の祈り 小野　正嗣 講談社 221p 20

今日は再び来らず 城山　三郎 講談社 238p 10

玉人 宮城谷　昌光 新潮社 212p 10

極北の光 曽野　綾子 新潮社 470p 10

極夜行 角幡　唯介 文藝春秋 333p 20

きらきらひかる 江国　香織 新潮社 221p 10

切羽へ 井上　荒野 新潮社 204p 20

麒麟児 冲方　丁 KADOKAWA 308p 20

帰路 立原　正秋 新潮社 243p 10
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書　　　　　名 著　者　名 出 版 者 ページ数 冊数

金閣寺 （日本の文学 84） 三島　由紀夫 ほるぷ出版 489p 10

銀河鉄道の父 門井　慶喜 講談社 408p 20

錦繍 宮本　輝 新潮社 209p 10

空也上人がいた 山田　太一 朝日新聞出版 155p 20

草すべり 南木　佳士 文藝春秋 216p 20

草薙の剣 橋本　治 新潮社 347p 20

櫛挽道守 （くしひきちもり） 木内　昇 集英社 367p 20

くちなし 彩瀬　まる 文藝春秋 215p 20

熊谷突撃商店 ねじめ　正一 文藝春秋 410p 20

雲を紡ぐ 伊吹　有喜 文藝春秋 360p 20

雲の墓標 ・ 春の城 （阿川弘之自選作品 1） 阿川　弘之 新潮社 384p 10

蔵　上 宮尾　登美子 毎日新聞社 357p 10

蔵　下 宮尾　登美子 毎日新聞社 329p 10

グリーン・クリスマス 野中　柊 福武書店 200p 10

黒い雨 井伏　鱒二 新潮社 330p 20

黒い潮 津村　節子 河出書房新社 199p 20

黒船 吉村　昭 中央公論社 379p 10

群青の湖 芝木　好子 講談社 387p 20

Ｋ 三木　卓 講談社 226p 20

慶州ナザレ園 ： 忘れられた日本人妻たち 上坂　冬子 中央公論社 257p 20

撃壌歌 （げきじょうか） 吉野　光 河出書房新社 253p 10

解夏 さだ　まさし 幻冬舎 397p 19

源氏紙風船 田辺　聖子 新潮社 240p 10

玄鳥さりて 葉室　麟 新潮社 246p 20

献灯使 多和田　葉子 講談社 265p 20

建礼門院右京大夫 大原　富枝 講談社 405p 10

恋 小池　真理子 早川書房 355p 10

小石川の家 青木　玉 講談社 214p 20

恋の蛍 ： 山崎富栄と太宰治 松本　侑子 光文社 363p 20

恋文 連城　三紀彦 新潮社 213p 20

恋忘れ草 北原　亜以子 文藝春秋 245p 20

幸運な医者 松田　道雄 岩波書店 146p 10

恍惚の人 有吉　佐和子 新潮社 312p 10

幸田文対話 幸田　文 岩波書店 372p 20
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書　　　　　名 著　者　名 出 版 者 ページ数 冊数

紅梅 津村　節子 文藝春秋 171p 20

幸福村 津村　節子 新潮社 183p 19

曠野の妻 三浦　哲郎 講談社 319p 10

高野聖 ・ 歌行燈 （日本の文学 8） 泉　鏡花 ほるぷ出版 253p 10

黄落 佐江　衆一 新潮社 283p 20

光琳の櫛 芝木　好子 新潮社 199p 10

声の娼婦 稲葉　真弓 講談社 197p 20

黒鳥 安西　篤子 新潮社 190p 10

こころの処方箋 河合　隼雄 新潮社 231p 20

こころの旅 神谷　美恵子 日本評論社 232p 10

虎山へ 平岡　泰博 集英社 262p 20

５２ヘルツのクジラたち 町田　そのこ 中央公論新社 260p 20

五体不満足 乙武　洋匡 講談社 270p 20

木精 （こだま） ： 或る青年期と追想の物語 北　杜夫 新潮社 249p 10

国境の南、太陽の西 村上　春樹 講談社 294p 20

子供を蝕む家族病 吉永　みち子 小学館 301p 20

五年の梅 乙川　優三郎 新潮社 249p 20

小箱 小川　洋子 朝日新聞出版 209p 20

ゴールデンスランバー 伊坂　幸太郎 新潮社 503p 20

ゴールドラッシュ 柳　美里 （ユウ　ミリ） 新潮社 323p 20

金色の野辺に唄う あさの　あつこ 小学館 221p 20

コンビニ人間 村田　沙耶香 文藝春秋 151p 20

今夜、すべてのバーで 中島　らも 講談社 269p 10

西行 白洲　正子 新潮社 254p 20

再婚 吉村　昭 角川書店 243p 19

サイゴン・タンゴ・カフェ 中山　可穂 角川書店 327p 20

最終便に間に合えば 林　真理子 文藝春秋 219p 20

埼玉の民話 （日本の民話 57） 根津　富夫 未来社 225p 10

さい果て 津村　節子 筑摩書房 237p 20

サウダージ 盛田　隆二 中央公論社 201p 20

鷺と雪 北村　薫 文藝春秋 261p 20

桜ハウス 藤堂　志津子 集英社 214p 20

犠牲 （サクリファイス） ： わが息子・脳死の１１日 柳田　邦男 文藝春秋 253p 20

聖 （さとし） の青春 大崎　善生 講談社 333p 20
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書　　　　　名 著　者　名 出 版 者 ページ数 冊数

砂漠でみつけた一冊の絵本 柳田　邦男 岩波書店 212p 20

さようなら、オレンジ 岩城　けい 筑摩書房 166p 20

サラの柔らかな香車 橋本　長道 集英社 229p 20

ザ・ロイヤルファミリー 早見　和真 新潮社 504p 20

三世桂三木助 山本　昌代 新潮社 239p 20

三匹のおっさん 有川　浩 文藝春秋 405p 20

ＪＲ上野駅公園口 柳　美里 （ユウ　ミリ） 河出書房新社 187p 20

塩狩峠 三浦　綾子 新潮社 353p 20

色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年 村上　春樹 文藝春秋 370p 20

市塵 藤沢　周平 講談社 409p 20

シズコさん 佐野　洋子 新潮社 238p 20

獅子頭 （シーズトォ） 楊　逸 （ヤン　イー） 朝日新聞社 452p 20

沈むフランシス 松家　仁之 新潮社 184p 20

下町ロケット 池井戸　潤 小学館 407p 20

十手人 押川　國秋 講談社 269p 20

死の泉 皆川　博子 早川書房 435p 19

「自分の木」の下で 大江　健三郎 朝日新聞社 193p 10

島津奔る　上 池宮　彰一郎 新潮社 365p 20

島津奔る　下 池宮　彰一郎 新潮社 354p 20

島の少年 内海　隆一郎 河出書房出版 251p 20

シャキッとしなさい！ニッポンの親たち 宮本　まき子 主婦の友社 221p 10

しゃべれどもしゃべれども 佐藤　多佳子 新潮社 337p 20

ジャンプ 佐藤　正午 光文社 309p 20

銃口　上 三浦　綾子 小学館 341p 10

銃口　下 三浦　綾子 小学館 317p 10

１３階段 高野　和明 講談社 351p 20

十字架 重松　清 講談社 317p 20

十二人の手紙 井上　ひさし 中央公論社 261p 10

十楽の夢 岩井　三四二 文藝春秋 405p 20

祝祭と予感 恩田　陸 幻冬舎 186p 20

主婦と恋愛 藤野　千夜 小学館 248p 20

首里の馬 高山　羽根子 新潮社 158p 20

淳子のてっぺん 唯川　恵 幻冬舎 435p 20

春雷 伊集院　静 新潮社 437p 20
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書　　　　　名 著　者　名 出 版 者 ページ数 冊数

小説８０５０ （はちまるごまる） 林　真理子 新潮社 397p 20

少年Ｈ　上 妹尾　河童 講談社 355p 20

少年Ｈ　下 妹尾　河童 講談社 355p 20

少年と犬 馳　星周 文藝春秋 308p 20

症例A 多島　斗志之 角川書店 527p 10

昭和の犬 姫野　カオルコ 幻冬舎 307p 20

しょっぱいドライブ 大道　珠貴 文藝春秋 193p 20

女優Ｘ ： 伊沢蘭奢の生涯 夏樹　静子 文藝春秋 230p 20

女優という仕事 （岩波新書） 山本　安英 岩波書店 246p 20

白河夜船 吉本　ばなな 福武書店 211p 10

白き瓶 ： 小説・長塚節 藤沢　周平 文藝春秋 501p 20

新生きかた上手 日野原　重明 ユーリーグ 237p 20

人生の目的 五木　寛之 幻冬舎 279p 20

死んでいない者 滝口　悠生 講談社 144p 20

震度０ 横山　秀夫 朝日新聞社 410p 20

震雷の人 千葉　ともこ 文藝春秋 314p 20

新私の歳月 池波　正太郎 講談社 259p 10

彗星の住人 島田　雅彦 新潮社 381p 20

水中花 五木　寛之 新潮社 224p 10

周防の女たち ： 証言・嫁姑のたたかい 島　利栄子 マツノ書店 244p 20

スキップ 北村　薫 新潮社 428p 20

スクラップ・アンド・ビルド 羽田　圭介 文藝春秋 121p 20

スティル・ライフ 池澤　夏樹 中央公論社 187p 10

捨てられない日 黒井　千次 読売新聞社 367p 20

ストーリー・セラー 有川　浩 新潮社 205p 20

スープ・オペラ 阿川　佐和子 新潮社 373p 20

スプートニクの恋人 村上　春樹 講談社 309p 20

すべてきみに宛てた手紙 長田　弘 晶文社 137p 20

生還の記 ： 心筋梗塞に襲われて 三木　卓 河出書房新社 249p 20

聖耳 （せいじ） 古井　由吉 講談社 265p 20

青春デンデケデケデケ 芦原　すなお 河出書房新社 241p 20

背高泡立草 古川　真人 集英社 143p 20

晴天の迷いクジラ 窪　美澄 新潮社 295p 20

聖なる怠け者の冒険 森見　登美彦 朝日新聞出版 339p 20
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書　　　　　名 著　者　名 出 版 者 ページ数 冊数

清貧の思想 中野　孝次 草思社 220p 20

誓約 薬丸　岳 幻冬舎 321p 20

背負い水 荻野　アンナ 文藝春秋 229p 20

脊梁山脈 （せきりょうさんみゃく） 乙川　優三郎 新潮社 353p 20

絶対音感 最相　葉月 小学館 337p 20

節約生活のススメ 山崎　えり子 飛鳥新社 216p 20

銭売り賽蔵 山本　一力 集英社 392p 20

センセイの鞄 川上　弘美 平凡社 277p 20

千利休とその妻たち 三浦　綾子 主婦の友社 360p 20

線は、僕を描く 砥上　裕將 講談社 317p 20

想像ラジオ いとう　せいこう 河出書房新社 193p 20

双頭の船 池澤　夏樹 新潮社 259p 20

遭難者 石原　慎太郎 新潮社 249p 20

そして、バトンは渡された 瀬尾　まいこ 文藝春秋 372p 20

卒業 重松　清 新潮社 300p 20

そっと耳を澄ませば 三宮　麻由子 日本放送出版協会 242p 20

その日のまえに 重松　清 文藝春秋 292p 20

ソフィアの白いバラ 八百板　洋子 福音館書店 421p 20

空から来るもの 増田　みず子 河出書房新社 223p 20

空の拳 角田　光代 日本経済新聞社 485p 20

大往生 （岩波新書） 永　六輔 岩波書店 199p 20

体温 多田　尋子 講談社 223p 20

大河の一滴 五木　寛之 幻冬舎 267p 20

対岸の彼女 角田　光代 文藝春秋 288p 20

台所 坂上　弘 新潮社 203p 20

台所のおと 幸田　文 講談社 260p 20

ダイヤモンドダスト 南木　佳士 文藝春秋 203p 10

高峰秀子の捨てられない荷物 斎藤　明美 文藝春秋 350p 20

だから、あなたも生きぬいて 大平　光代 講談社 259p 20

高らかな挽歌 高井　有一 新潮社 387p 20

立原正秋 高井　有一 新潮社 289p 20

魂萌え！ 桐野　夏生 毎日新聞社 477p 20

田村はまだか 朝倉　かすみ 光文社 240p 20

たゆたえども沈まず 原田　マハ 幻冬舎 408p 20
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書　　　　　名 著　者　名 出 版 者 ページ数 冊数

檀 沢木　耕太郎 新潮社 257p 20

断崖の年 日野　啓三 中央公論社 181p 20

小さいおうち 中島　京子 文藝春秋 319p 20

智恵子飛ぶ 津村　節子 講談社 301p 20

地球にちりばめられて 多和田　葉子 講談社 309p 20

千すじの黒髪 ： わが愛の与謝野晶子 田辺　聖子 文藝春秋 366p 10

乳と卵 川上　未映子 文藝春秋 138p 20

中国人の恋人 柴田　翔 文藝春秋 245p 20

ちょい太でだいじょうぶ ： メタボリックシンド
ロームにならないコツ

鎌田　實 集英社 287p 20

長江 加藤　幸子 新潮社 251p 20

長女たち 篠田　節子 新潮社 280p 20

沈黙のひと 小池　真理子 文藝春秋 373p 20

追伸 真保　裕一 文藝春秋 271p 20

津軽 （新潮文庫） 太宰　治 新潮社 198p 10

月を吐く 諸田　玲子 集英社 406p 20

ツキコの月 伊集院　静 角川書店 313p 20

月と蟹 道尾　秀介 文藝春秋 333p 20

月のしずく 浅田　次郎 文藝春秋 317p 20

月の満ち欠け 佐藤　正午 岩波書店 322p 20

月まで三キロ 伊与原　新 新潮社 255p 20

ツバキ文具店 小川　糸 幻冬舎 269p 20

翼はいつまでも 川上　健一 集英社 301p 20

つまをめとらば 青山　文平 文藝春秋 253p 20

つま恋 井沢　満 角川書店 320p 20

妻と私 江藤　淳 文藝春秋 117p 10

罪の声 塩田　武士 講談社 409p 20

出会いなおし 森　絵都 文藝春秋 230p 20

停電の夜に ラヒリ，Ｊ． 新潮社 267p 20

深い河 （ディープ・リバー） 遠藤　周作 講談社 347p 20

手毬 瀬戸内　寂聴 新潮社 268p 20

テルちゃん 玄侑　宗久 新潮社 218p 20

田園風景 坂上　弘 講談社 275p 20

天涯の花 宮尾　登美子 集英社 443p 20

天国で君に逢えたら 飯島　夏樹 新潮社 188p 20

12



書　　　　　名 著　者　名 出 版 者 ページ数 冊数

天使のナイフ 薬丸　岳 講談社 350p 20

デンジャラス 桐野　夏生 中央公論新社 287p 20

天地明察 冲方　丁 角川書店 475p 20

天路 リービ　英雄 講談社 189p 20

凍 沢木　耕太郎 新潮社 300p 20

東京奇譚集 村上　春樹 新潮社 210p 20

東京少年 小林　信彦 新潮社 314p 20

東京セブンローズ 井上　ひさし 文藝春秋 780p 20

東京プリズン 赤坂　真理 河出書房新社 441p 20

同居離婚 出雲井　晶 中央公論社 239p 20

東慶寺花だより 井上　ひさし 文藝春秋 413p 20

峠の棲家 岡松　和夫 新潮社 195p 10

透光の樹 高樹　のぶ子 文藝春秋 237p 20

どうしやうもない私 ： わが山頭火伝 岩川　隆 講談社 454p 10

凍裂 喜多　由布子 講談社 285p 20

トキオ 東野　圭吾 講談社 414p 20

時の止まった赤ん坊　上 曽野　綾子 毎日新聞社 294p 10

時の止まった赤ん坊　下 曽野　綾子 毎日新聞社 308p 10

とげ抜き ： 新巣鴨地蔵縁起 伊藤　比呂美 講談社 288p 20

どこから行っても遠い町 川上　弘美 新潮社 294p 20

床山と横綱 ： 支度部屋での大相撲五十年 小林　照幸 新潮社 239p 10

図書館の神様 瀬尾　まいこ マガジンハウス 165p 20

トットちゃんとトットちゃんたち 黒柳　徹子 講談社 346p 10

となりの女 三木　卓 河出書房新社 211p 20

隣りの女 向田　邦子 文藝春秋 253p 10

トライアウト 藤岡　陽子 光文社 280p 20

ナイフ 重松　清 新潮社 307p 20

ナイルパーチの女子会 柚木　麻子 文藝春秋 352p 20

永い言い訳 西川　美和 文藝春秋 309p 20

長いお別れ 中島　京子 文藝春秋 263p 20

中勘助の恋 富岡　多恵子 創元社 385p 20

長崎ぶらぶら節 なかにし　礼 文藝春秋 291p 20

長崎乱楽坂 吉田　修一 新潮社 206p 20

仲蔵狂乱 松井　今朝子 講談社 336p 20
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書　　　　　名 著　者　名 出 版 者 ページ数 冊数

なぎさ 山本　文緒 KADOKAWA 371p 20

なずな 堀江　敏幸 集英社 436p 20

ナツコ ： 沖縄密貿易の女王 奥野　修司 文藝春秋 405p 20

夏の約束 藤野　千夜 講談社 152p 10

夏目家順路 朝倉　かすみ 文藝春秋 208p 20

夏物語 川上　未映子 文藝春秋 545p 20

鍋の中 村田　喜代子 文藝春秋 235p 20

生麦事件 吉村　昭 新潮社 423p 20

名もなき毒 宮部　みゆき 幻冬舎 489p 20

奈良の里 芝木　好子 文藝春秋 219p 19

虹の彼方 小池　真理子 朝日新聞社 521p 20

虹の岬 辻井　喬 中央公論社 266p 20

ニシノユキヒコの恋と冒険 川上　弘美 新潮社 249p 20

二十四時間 乃南　アサ 新潮社 234p 20

二条院ノ讃岐 杉本　苑子 中央公論社 220p 20

日月抄 白洲　正子 世界文化社 317p 20

日曜日たち 吉田　修一 講談社 196p 20

日曜日の夕刊 重松　清 毎日新聞社 397p 20

二度目の大往生 （岩波新書） 永　六輔 岩波書店 200p 20

二百回忌 笙野　頼子 新潮社 161p 20

二百年 大庭　みな子 講談社 179p 20

二百年の子供 大江　健三郎 中央公論新社 277p 20

仁淀川 宮尾　登美子 新潮社 317p 20

楡家の人びと 北　杜夫 新潮社 554p 20

額田女王 ・ 後白河院 （井上靖小説全集 29） 井上　靖 新潮社 423p 10

ねこのばば 畠中　恵 新潮社 246p 20

猫を抱いて象と泳ぐ 小川　洋子 文藝春秋 359p 20

寝ずの番 中島　らも 講談社 262p 10

熱源 川越　宗一 文藝春秋 426p 20

寝ても覚めても 柴崎　友香 河出書房新社 269p 20

後巷説百物語 京極　夏彦 角川書店 779p 20

ののはな通信 三浦　しをん KADOKAWA 448p 20

のぼうの城 和田　竜 小学館 333p 20

飲めば都 北村　薫 新潮社 356p 20
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書　　　　　名 著　者　名 出 版 者 ページ数 冊数

灰色の虹 貫井　徳郎 新潮社 549p 20

廃墟に乞う 佐々木　譲 文藝春秋 318p 20

敗戦野菊をわたる風 吉田　直哉 筑摩書房 233p 20

パイプのけむり ２３ さわやか 團　伊玖磨 朝日新聞社 315p 20

博士の愛した数式 小川　洋子 新潮社 253p 20

バカの壁 （新潮新書） 養老　孟司 新潮社 204p 20

白愁のとき 夏樹　静子 角川書店 273p 20

白髪の唄 古井　由吉 新潮社 384p 20

白仏 辻　仁成 文藝春秋 317p 10

バースデイ・ストーリーズ 村上　春樹 中央公論社 242p 20

ＢＵＴＴＥＲ （バター） 柚木　麻子 新潮社 460p 20

八月のマルクス 新野　剛志 講談社 325p 10

八月の六日間 北村　薫 KADOKAWA 270p 20

八甲田山死の彷徨 新田　次郎 新潮社 246p 10

花を運ぶ妹 池澤　夏樹 文藝春秋 421p 10

花に問え 瀬戸内　寂聴 中央公論社 243p 20

花野 村田　喜代子 講談社 245p 20

花はさくら木 辻原　登 朝日新聞社 367p 20

母 三浦　綾子 角川書店 212p 20

母 ： 老いに負けなかった人生 高野　悦子 文藝春秋 277p 20

母の遺産 ： 新聞小説 水村　美苗 中央公論社 524p 20

母のいる場所 ： シルバーヴィラ向山物語 久田　恵 文藝春秋 261p 20

母のたもと 宮尾　登美子 筑摩書房 247p 10

母の部屋 津村　節子 集英社 242p 10

母の万年筆 太田　治子 朝日新聞社 229p 20

母よ 青野　聡 講談社 208p 20

巴里の空はあかね雲 岸　恵子 新潮社 253p 20

春の庭 柴崎　友香 文藝春秋 141p 20

晴れた空　上 半村　良 集英社 541p 10

晴れた空　下 半村　良 集英社 564p 10

晴れたらいいね 藤岡　陽子 光文社 242p 20

半島へ 稲葉　真弓 講談社 218p 20

ピアニストという蛮族がいる 中村　紘子 文藝春秋 278p 20

ピアノの音 庄野　潤三 講談社 273p 20
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書　　　　　名 著　者　名 出 版 者 ページ数 冊数

光の犬 松家　仁之 新潮社 441p 20

蜩 （ひぐらし） ノ記 葉室　麟 祥伝社 327p 20

秘事 河野　多恵子 新潮社 267p 20

飛族 村田　喜代子 文藝春秋 212p 20

ビタミンＦ 重松　清 新潮社 293p 20

羊をめぐる冒険 村上　春樹 講談社 405p 10

羊と鋼の森 宮下　奈都 文藝春秋 243p 20

ひとがた流し 北村　薫 朝日新聞社 315p 20

人が見たら蛙に化 （な） れ 村田　喜代子 朝日新聞社 544p 10

人質の朗読会 小川　洋子 中央公論社 247p 20

ひとびとの跫音　上 司馬　遼太郎 中央公論社 276p 10

ひとびとの跫音　下 司馬　遼太郎 中央公論社 268p 10

ひとり日和 青山　七恵 河出書房新社 169p 20

ひとは化けもんわれも化けもん 山本　音也 文藝春秋 246p 20

ひねくれ一茶 田辺　聖子 講談社 548p 20

火花 又吉　直樹 文藝春秋 148p 20

火花 ： 北条民雄の生涯 高山　文彦 飛鳥新社 398p 20

秘密 東野　圭吾 文藝春秋 415p 20

美妙 （びみょう） 、消えた 嵐山　光三郎 朝日新聞社 318p 19

百年泥 石井　遊佳 新潮社 125p 20

百の旅千の旅 五木　寛之 小学館 253p 20

病院で死ぬということ　[正] 山崎　章郎 主婦の友社 223p 10

病院で死ぬということ　続 山崎　章郎 主婦の友社 230p 10

漂砂のうたう 木内　昇 集英社 297p 20

平場の月 朝倉　かすみ 光文社 245p 20

ファーストラヴ 島本　理生 文藝春秋 299p 20

風道 （ふうどう） 増田　みず子 筑摩書房 248p 20

風味絶佳 山田　詠美 文藝春秋 237p 20

深川恋物語 宇江佐　真理 集英社 274p 20

不思議な事があるものだ 宇野　千代 中央公論社 162p 20

藤田嗣治「異邦人」の生涯 近藤　史人 講談社 317p 20

不時着する流星たち 小川　洋子　 KADOKAWA 251p 20

ふたたびの生 柳沢　桂子 草思社 182p 20

ふたり 唐沢　寿明 幻冬舎 239p 20
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書　　　　　名 著　者　名 出 版 者 ページ数 冊数

仏果を得ず 三浦　しをん 双葉社 284p 20

舟を編む 三浦　しをん 光文社 259p 20

冬銀河 津村　節子 朝日新聞社 257p 10

冬の標 乙川　優三郎 中央公論社 333p 20

冬の蜃気楼 山田　太一 新潮社 270p 20

冬の旅 辻原　登 集英社 357p 20

芙蓉の人 新田　次郎 文藝春秋 261p 20

プラナリア 山本　文緒 文藝春秋 266p 20

プリズンの満月 吉村　昭 新潮社 219p 20

ブルータワー 石田　衣良 徳間書店 445p 20

古道具中野商店 川上　弘美 新潮社 277p 20

ベラルーシの林檎 岸　恵子 朝日新聞社 302p 20

法師蝉 吉村　昭 新潮社 195p 20

望潮 村田　喜代子 文藝春秋 212p 10

ほかならぬ人へ 白石　一文 祥伝社 295p 20

北斎まんだら 梶　よう子 講談社 290p 20

牧水の恋 俵　万智 文藝春秋 290p 20

ぼくは勉強ができない 山田　詠美 新潮社 235p 20

誇り高き人々 吉目木　晴彦 講談社 209p 10

星落ちて、なお 澤田　瞳子 文藝春秋 321p 20

星月夜 伊集院　静 文藝春秋 439p 20

星に仄めかされて 多和田　葉子 講談社 342p 20

星々の舟 村山　由佳 文藝春秋 389p 20

細川ガラシャ夫人 三浦　綾子 主婦の友社 383p 10

蛍籠 高橋　昌男 新潮社 246p 10

鉄道員 （ぽっぽや） 浅田　次郎 集英社 284p 20

ボディ・シャンプー 三木　卓 河出書房新社 213p 10

ホテルローヤル 桜木　紫乃 集英社 192p 20

ポトスライムの舟 津村　記久子 講談社 186p 20

本を読む女 林　真理子 新潮社 236p 20

本覚坊遺文 井上　靖 講談社 203p 10

ぼんくら 宮部　みゆき 講談社 513p 20

本のエンドロール 安藤　祐介 講談社 381p 20

真葛ヶ原の決闘 （祇園社神灯事件簿 3） 澤田　ふじ子 中央公論社 272p 20
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書　　　　　名 著　者　名 出 版 者 ページ数 冊数

マークスの山 高村　薫 早川書房 441p 10

祀りのあと 笠原　淳 新潮社 200p 10

マディソン郡の橋 ウォラー，R．J． 文藝春秋 211p 10

窓ぎわのトットちゃん 黒柳　徹子 講談社 284p 10

真鶴 川上　弘美 文藝春秋 266p 20

幻の光 宮本　輝 新潮社 153p 20

みかづき 森　絵都 集英社 467p 20

身がわり ： 母・有吉佐和子との日日 有吉　玉青 新潮社 214p 20

未見坂 堀江　敏幸 新潮社 245p 20

岬へ 伊集院　静 新潮社 476p 10

三たびの海峡 帚木　蓬生 新潮社 354p 20

道草 （日本の文学 28） 夏目　漱石 ほるぷ出版 481p 10

蜜蜂と遠雷 恩田　陸 幻冬舎 507p 20

満つる月の如し ： 仏師・定朝 澤田　瞳子 徳間書店 382p 20

ミドリさんとカラクリ屋敷 鈴木　遥 集英社 284p 20

皆月 花村　萬月 講談社 323p 20

ミーナの行進 小川　洋子 中央公論新社 330p 20

茗荷谷の猫 木内　昇 平凡社 238p 20

ミラノ霧の風景 須賀　敦子 白水社 216p 20

弥勒の月 あさの　あつこ 光文社 292p 20

閔妃暗殺 ： 朝鮮王朝末期の国母 角田　房子 新潮社 368p 10

夢幻の山旅 西木　正明 中央公論社 333p 10

娘に語る祖国 つか　こうへい 光文社 180p 20

霧笛荘夜話 浅田　次郎 角川書店 291p 20

胸の香り 宮本　輝 文藝春秋 196p 20

むほん物語 出久根　達郎 中央公論社 242p 20

むらさきのスカートの女 今村　夏子 朝日新聞出版 158p 20

室生犀星集 （新潮日本文学 13） 室生　犀星 新潮社 438p 10

冥土めぐり 鹿島田　真希 河出書房新社 156p 20

メタボラ 桐野　夏生 朝日新聞社 594p 20

面一本 出久根　達郎 講談社 558p 20

もうすぐ 橋本　紡 新潮社 386p 20

燃える地の果てに 逢坂　剛 文藝春秋 724p 20

夜行 森見　登美彦 小学館 253p 20
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書　　　　　名 著　者　名 出 版 者 ページ数 冊数

やさしい血 ： ナースステーションからの伝言 宮子　あずさ 河出書房新社 241p 10

夜想曲集 ： 音楽と夕暮れをめぐる五つの物語 イシグロ，K． 早川書房 251p 20

夜程 中沢　けい 日本文芸社 229p 10

屋根屋 村田　喜代子 講談社 307p 20

山の郵便配達 彭　見明 集英社 214p 20

山妣 （やまはは） 坂東　眞砂子 新潮社 488p 20

柔らかな頬 桐野　夏生 講談社 365p 10

夕顔 ： 随筆集 白洲　正子 新潮社 249p 20

ゆうじょこう 村田　喜代子　 新潮社 317p 20

昨夜 （ゆうべ） のカレー、明日 （あした） のパン 木皿　泉 河出書房新社 237p 20

雪椿の生涯 ： 満州武装移民の妻 角田　房子 家の光協会 404p 20

雪のアルバム 三浦　綾子 小学館 205p 20

夢うつつの記 円地　文子 文藝春秋 189p 10

夢を叶える夢を見た 内館　牧子 幻冬舎 446p 20

夢見る帝国図書館 中島　京子 文藝春秋 404p 20

夢も見ずに眠った。 絲山　秋子 河出書房新社 299p 20

揺れて 落合　恵子 集英社 420p 20

夜明けの街で 東野　圭吾 角川書店 336p 20

八日目の蝉 角田　光代 中央公論新社 346p 20

余寒の雪 宇江佐　真理 実業之日本社 268p 20

横しぐれ 丸谷　才一 講談社 282p 10

倚りかからず 茨木　のり子 筑摩書房 83p 20

寄り添って老後 沢村　貞子 新潮社 202p 20

夜をゆく飛行機 角田　光代 中央公論新社 289p 20

夜の公園 川上　弘美 中央公論新社 231p 20

夜は終わらない 星野　智幸 講談社 522p 20

ライオンのおやつ 小川　糸 ポプラ社 255p 20

楽園に帰ろう 新妻　香織 河出書房新社 186p 10

落日の宴 ： 勘定奉行川路聖謨 吉村　昭 講談社 449p 20

落陽 朝井　まかて 祥伝社 304p 20

利休にたずねよ 山本　兼一 ＰＨＰ研究所 418p 20

陸王 池井戸　潤 集英社 588p 20

理由 宮部　みゆき 朝日新聞社 573p 10

流 （りゅう） 東山　彰良 講談社 403p 20
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書　　　　　名 著　者　名 出 版 者 ページ数 冊数

流星雨 津村　節子 岩波書店 359p 20

龍秘御天歌 （りゅうひぎょてんか） 村田　喜代子 文藝春秋 266p 20

李陵・山月記 （新潮文庫） 中島　敦 新潮社 137p 10

輪廻の暦 萩原　葉子 新潮社 200p 20

類 朝井　まかて 集英社 494p 20

流浪の月 凪良　ゆう 東京創元社 313p 20

冷静と情熱のあいだ 江国　香織 ・ 辻　仁成 角川書店 453p 20

檸檬 （新潮文庫） 梶井　基次郎 新潮社 248p 10

朗読者 シュリンク，Ｂ． 新潮社 213p 20

蝋涙 原田　康子 講談社 215p 10

ワイルド・スワン　上 チアン，Ｊ． 講談社 378p 20

ワイルド・スワン　下 チアン，Ｊ． 講談社 389p 20

わが夫新田次郎 藤原　てい 新潮社 214p 20

わが祖国 ： 禹博士の運命の種 角田　房子 新潮社 329p 10

私の百人一首 （新潮選書） 白洲　正子 新潮社 241p 10

私は捨て子だった 野中　久子 草思社 174p 20

私の男 桜庭　一樹 文藝春秋 381p 20

わたしのグランパ 筒井　康隆 文藝春秋 142p 20

わたしの渡世日記　上 高峰　秀子 朝日新聞社 346p 20

わたしの渡世日記　下 高峰　秀子 朝日新聞社 360p 20

渡良瀬 佐伯　一麦 岩波書店 377p 20

笑い三年、泣き三月。 木内　昇 文藝春秋 410p 20

嗤う伊右衛門 京極　夏彦 中央公論社 385p 20

笑ってよ､ゆっぴい 石井　めぐみ フジテレビ出版 241p 10

蕨野行 村田　喜代子 文藝春秋 221p 10

わりなき恋 岸　恵子 幻冬舎 322p 20
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　書名編　　児童書
書　　　　　名 著　者　名 出 版 者 対象 冊数

ああ無情 ユゴー，Ｖ． ポプラ社 高 20

あおい目のこねこ マチーセン，Ｅ． 福音館書店 低 10

あかいふうせん （いわさきちひろの絵本） ラモリス，Ａ． 偕成社 低中 10

赤い蝋燭と人魚 小川　未明 童心社 高 20

赤毛のアン （赤毛のアンシリーズ 1） モンゴメリ，Ｌ．Ｍ． 講談社 ㊥ 20

秋空晴れて 吉田　甲子太郎 大日本図書 中 10

あしながおじさん （岩波少年文庫） ウェブスター，Ａ．Ｊ． 岩波書店 高 20

あたしをさがして 岩瀬　成子 理論社 ㊥ 20

あふりかのたいこ （こどものとも傑作集） 瀬田　貞二 福音館書店 低 10

雨の動物園 ： 私の博物誌 舟崎　克彦 偕成社 高 10

あるきだした小さな木 （世界のカラーどうわ） ボルクマン，Ｔ． 偕成社 低 10

アルプスのきょうだい へンツ，Ｚ． 岩波書店 中 10

アンクルトムの小屋 ストウ，Ｈ．Ｂ． ポプラ社 高 10

生きていくこと 槻野　けい 講談社 高 20

イギリスとアイルランドの昔話 石井　桃子 福音館書店 中 10

石の花 バジョーフ，Ｐ．Ｐ． 童心社 高 10

イソップどうわ イソップ 文研出版 低 20

いたずらきかんしゃちゅうちゅう （世界傑作絵本シリーズ） バートン，Ｖ．Ｌ． 福音館書店 低 10

いたずらラッコのロッコ 神沢　利子 あかね書房 中 10

１ねん１くみ１ばんげんき 後藤　竜二 ポプラ社 低 20

いっすんぼうし （むかしむかし絵本） おおかわ　えっせい ポプラ社 低 10

イヌのヒロシ 三木　卓 理論社 中 20

妹たちへの手紙 中山　千夏 国土社 ㊥ 20

いやいやえん 中川　李枝子 福音館書店 低 20

うさぎたちのにわ ： りんごのすきなうさぎのはなし レオニ，Ｌ． 好学社 低 20

兎の眼 灰谷　健次郎 理論社 ㊥ 10

牛をつないだつばきの木 （新美南吉童話選集） 新美　南吉 大日本図書 高 20

宇宙 ： そのひろがりをしろう 加古　里子 福音館書店 低中 20

美しいぼくらの手 赤木　由子 ポプラ社 低 20

馬ぬすびと 平塚　武二 福音館書店 中 10

海の日曜日 今江　祥智 実業之日本社 高 10

浦上の旅人たち 今西　祐行 実業之日本社 ㊥ 10
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うらしまたろう （日本傑作絵本シリーズ） 時田　史郎 福音館書店 低 10

うりんこの山 北村　けんじ 理論社 中高 10

エイブ・リンカーン （岩波少年文庫） 吉野　源三郎 岩波書店 高㊥ 20

エジソン （世界伝記全集 1） 深沢　正策 ポプラ社 高 10

えすがたにょうぼう 今江　祥智 盛光社 低 10

エミールと探偵たち （ケストナー少年文学全集 1） ケストナー，Ｅ． 岩波書店 中～㊥ 10

エルマーとりゅう ガネット，Ｒ．Ｓ． 福音館書店 低 20

エルマーのぼうけん ガネット，Ｒ．Ｓ． 福音館書店 低 20

大きい１年生と小さな２年生 古田　足日 偕成社 低 10

おおきなおおきなおいも ：鶴巻幼稚園・市村
久子の教育実践による

赤羽　末吉 福音館書店 低 10

おおきなかぶ （こどものとも傑作集） 内田　莉莎子 福音館書店 低 10

おおきなきがほしい （創作えほん） 佐藤　さとる 偕成社 低 10

大きな森の小さな家 （インガルス一家の物語 1） ワイルダー，Ｌ．Ｉ． 福音館書店 高 20

大どろぼうホッツェンプロッツ プロイスラー，Ｏ． 偕成社 中高 10

おかあさんだいっきらい 安藤　美紀夫 童心社 高 10

おしいれのぼうけん （絵本ぼくたち子どもだ） ふるた　たるひ 童心社 低 10

おじさんのかさ さの　ようこ 銀河社 低 20

おしゃべりなたまごやき （日本傑作絵本シリーズ） 寺村　輝夫 福音館書店 低 10

おしらさま ： 東北・遠野の民話 （民話のえほん） 菊池　敬一 小峰書店 低 10

お父さんのラッパばなし 瀬田　貞二 福音館書店 中 10

おにたのぼうし （おはなし名作絵本） あまん　きみこ ポプラ社 低 9

おばあさんのひこうき 佐藤　さとる 小峰書店 低 20

お日さまのうた （椋鳩十・梶山俊夫ものがたり絵本） 椋　鳩十 あすなろ書房 低 10

おひさまはらっぱ 中川　李枝子 福音館書店 中 10

お星さまのレール 小林　千登勢 金の星社 高 10

おやゆびちーちゃん アンデルセン，Ｈ．Ｃ． 福音館書店 低 10

かいじゅうたちのいるところ センダック，Ｍ． 冨山房 低 20

海底二万海里 ヴェルヌ，Ｊ． 福音館書店 高 20

かおるのひみつ 征矢　清 あかね書房 中 20

学問の花ひらいて ： 『蘭学事始』のなぞをさ
ぐる （かもしか文庫）

加藤　文三 新日本出版社 ㊥ 10

影との戦い （ゲド戦記 Ⅰ） ル・グウィン，Ｕ．Ｋ． 岩波書店 ㊥ 10

かさじぞう （こどものとも傑作集） 瀬田　貞二 福音館書店 低 10

風にのってきたメアリーポピンズ （岩波少年文庫） トラヴァース，Ｐ．Ｌ． 岩波書店 高 10
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風の神とオキクルミ （民話の絵本） 萱野　茂 小峰書店 低 10

風の又三郎 （宮沢賢治童話集 1） 宮沢　賢治 岩波書店 高 10

家族 吉田　とし 理論社 ㊥ 20

かたあしだちょうのエルフ （おはなし名作絵本） おのき　がく ポプラ社 低 10

かちかち山 （むかしむかし絵本） 松谷　みよ子 ポプラ社 低 10

かにむかし ： 日本むかしばなし 木下　順二 岩波書店 低 10

かもさんおとおり （世界傑作絵本シリーズ） マックロスキー，Ｒ． 福音館書店 低 20

火よう日のごちそうはひきがえる
（ひきがえるとんだ大冒険シリーズ）

エリクソン，Ｒ． 評論社 中 20

からすたろう 八島　太郎 偕成社 低 10

ガラスのうさぎ 高木　敏子 金の星社 ㊥ 20

カロンの舟に祈りをのせて 高橋　蝶子 講談社 高 20

かわ （こどものとも傑作集） 加古　里子 福音館書店 低 10

かわいそうなぞう （おはなしノンフィクション絵本） 土家　由岐雄 金の星社 低 10

川は生きている ： 自然と人間 富山　和子 講談社 高 10

がんばれへンリーくん （ゆかいなヘンリーくんシリーズ） クリアリー，B． 学習研究社 中 10

がんばれ！盲導犬サーブ ： ほんとうにあったお話 手島　悠介 講談社 中 20

木を植えた男 ジオノ，Ｊ． あすなろ書房 高㊥ 10

帰還 （ゲド戦記 最後の書） ル・グウィン，Ｕ．Ｋ． 岩波書店 ㊥ 10

きかんしゃ１４１４ フェルト，Ｆ． 偕成社 中 10

きかんしゃやえもん 阿川　弘之 岩波書店 低 10

ききみみずきん 木下　順二 岩波書店 低 10

北風をみた子 あまん　きみこ 大日本図書 中 10

キタキツネのチロン （こみね創作童話） 高橋　健 小峰書店 中 20

吉四六さん 寺村　輝夫 あかね書房 低 20

きつねものがたり ラダ，Ｊ． 福音館書店 低 10

九〇〇日の包囲の中で イワノフ，Ｉｕ． 岩崎書店 ㊥ 10

キューポラのある街 早船　ちよ 理論社 ㊥ 10

教室二〇五号 大石　真 実業之日本社 高 20

強制収容所の少女 タカシマ，Ｓ． 冨山房 高 10

ぎんいろの巣 椋　鳩十 ポプラ社 中 10

銀色ラッコのなみだ （岡野薫子動物小説傑作選 1） 岡野　薫子 実業之日本社 高 10

銀河鉄道の夜 （宮沢賢治童話集 2） 宮沢　賢治 岩波書店 高㊥ 10

クオレ ： 愛の学校　上 （岩波少年文庫） アミーチス，Ｅ．De 岩波書店 中高 10

クオレ ： 愛の学校　下 （岩波少年文庫） アミーチス，Ｅ．De 岩波書店 中高 10
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くさいろのマフラー 後藤　竜二 草土文化 低 10

九人組のがき大将 清水　達也 あすなろ書房 低中 20

くまの子ウーフ 神沢　利子 ポプラ社 低中 20

くまのサーカスザンパーノ ヤノッシュ アリス館牧新社 低 20

くまのパディントン ボンド，Ｍ． 福音館書店 中 20

グリーン・ノウのお客さま ボストン，Ｌ．Ｍ． 評論社 高 10

車のいろは空のいろ あまん　きみこ ポプラ社 中 20

黒つちがもえた 大竹　三郎 大日本図書 高 10

クローディアの秘密 カニグスバーグ，Ｅ．Ｌ． 岩波書店 高 20

黒ネコジェニーのおはなし　1 アべリル，Ｅ． 福音館書店 中 20

ゲンのいた谷 長崎　源之助 実業之日本社 高㊥ 10

鯉のいる村 岩崎　京子 新日本出版社 高 10

公害のはなし ： むしばまれゆく地球 松谷　富彦 ポプラ社 ㊥ 10

木かげの家の小人たち いぬい　とみこ 福音館書店 中高 20

古事記物語 （岩波少年文庫） 福永　武彦 岩波書店 高 10

こたろう 田島　征彦 ・ 吉橋　通夫 偕成社 低中 10

コッぺパンはきつねいろ 松谷　みよ子 偕成社 中 10

こねこのぴっち フィッシャー，Ｈ． 岩波書店 低 10

こびとのピコ 寺村　輝夫 大日本図書 低 10

こわれた腕環 （ゲド戦記 Ⅱ） ル・グウィン，Ｕ．Ｋ． 岩波書店 ㊥ 10

コン吉と山のともだち 岡野　薫子 偕成社 低 10

ごんぎつね （新美南吉童話全集 1） 新美　南吉 大日本図書 低 10

コンタロウのひみつのでんわ 安房　直子 秋書房 低 20

最後の授業 子どもの文学研究会 ポプラ社 中高 10

埼玉のむかし話 埼玉県国語教育研究会 日本標準 高 10

さいはての島へ （ゲド戦記 Ⅲ） ル・グウィン，Ｕ．Ｋ． 岩波書店 ㊥ 10

西遊記 呉　承恩 文研出版 中 10

坂道 （岩波少年文庫） 壺井　栄 岩波書店 ㊥ 10

さっちゃんのまほうのて たばた　せいいち ・
先天性四肢障害児父母の会 偕成社 低 20

サティン入江のなぞ ピアス，Ａ．Ｐ． 岩波書店 高 20

さと子の日記 鈴木　聡子 ひくまの出版 高 20

さとるのじてんしゃ 大石　真 小峰書店 中 20

さようならよざえむさん （創作絵本） 有馬　志津子 岩崎書店 中 10

さよなら子どもの時間 今江　祥智 あかね書房 中 20
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さわぎや通りの子どもたち リンドグレーン，Ａ． 講談社 中 10

三びきのこぶた ： イギリス昔話 （こどものとも傑作集） 瀬田　貞二 福音館書店 低 10

ジェインのもうふ ： アメリカのどうわ ミラー，Ａ． 偕成社 低 20

じごくのそうべえ ： 桂米朝・上方落語・地獄
八景より （童心社の絵本）

田島　征彦 童心社 低 20

しずくのぼうけん （世界傑作絵本シリーズ） テルリコフスカ，Ｍ． 福音館書店 低 20

史跡と人物でつづる埼玉県の歴史 埼玉県郷土誌研究会 光文書院 高 10

したきりすずめ （日本傑作絵本シリーズ） 石井　桃子 福音館書店 低 10

しっぽなしさん 山下　明生 偕成社 低 10

詩のすきなコウモリの話 ジャレル，Ｒ． 岩波書店 高 10

しばてん （創作えほん） 田島　征三 偕成社 低 10

渋沢栄一 （世界伝記全集 18） 渋沢　秀雄 ポプラ社 高 10

十三湖のばば 鈴木　喜代春 偕成社 高 10

宿題ひきうけ株式会社 古田　足日 理論社 高 20

シューベルト 神沢　利子 国土社 中 10

小公子 （岩波少年文庫） バーネット，Ｆ．Ｅ．Ｈ． 岩波書店 高 10

少年駅伝夫 子どもの文学研究会 ポプラ社 中高 10

少年動物誌 （福音館日曜文庫） 河合　雅雄 福音館書店 高 10

しょうぼうじどうしゃじぷた （こどものとも傑作集） 渡辺　茂男 福音館書店 低 20

しょうぼうねこ アべリル，Ｅ． 文化出版局 低中 10

しりたがりやのこいぬとおひさま （新訳えほん） へルツィーコバー，I． 偕成社 低 10

しろいあしあと 安房　直子 小学館 低 20

白い川の白い町 山口　裕一 アリス館牧新社 高 10

しろいさぎしろいわた （どうわ絵本） 槇　皓志 偕成社 低 10

白い鳥 （おはなし名作絵本） 椋　鳩十 ポプラ社 低 10

白いとんねる 杉　みき子 偕成社 高 20

白いりゅう黒いりゅう ： 中国のたのしいお話 賈　芝 ・ 孫　剣冰 岩波書店 低 10

スイミー レオニ，Ｌ． 好学社 低 20

スーホの白い馬 ： モンゴル民話
（日本傑作絵本シリーズ）

大塚　勇三 福音館書店 低中 20

せいめいのれきし バートン，Ｖ．Ｌ． 岩波書店 高 20

せかい１おいしいスープ ： あるむかしばなし ブラウン，Ｍ． ペンギン社 低 10

セロひきのゴーシュ 宮沢　賢治 福音館書店 中 10

先生のつうしんぼ 宮川　ひろ 偕成社 中 9

千本松原 岸　武雄 あかね書房 高 10
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ぞうをください 鶴見　正夫 金の星社 低 20

象のいない動物園 斎藤　憐 偕成社 中 20

だいくとおにろく （こどものとも傑作集） 松居　直 福音館書店 低 10

大草原の小さな家 （インガルス一家の物語 2） ワイルダー，Ｌ．Ｉ． 福音館書店 高 10

大地の園　第１部　学びの門 打木　村治 偕成社 高㊥ 20

大地の園　第２部　多感の門 打木　村治 偕成社 高㊥ 20

大地の園　第３部　ロマンの門 打木　村治 偕成社 高㊥ 20

大地の園　第４部　知と愛の門 打木　村治 偕成社 高㊥ 10

台所のマリアさま ゴッデン，Ｒ． 評論社 高 10

大砲のなかのアヒル （世界・平和の絵本シリーズ） コウレイ，J． 平和のアトリエ 低中 10

太陽の子 灰谷　健次郎 理論社 ㊥ 20

たたかいの人 （フレーベルこども文庫） 大石　真 フレーベル館 高 20

たたされた２じかん 代田　昇 理論社 低 10

龍の子太郎 （松谷みよ子全集 5） 松谷　みよ子 講談社 中 20

たねからめがでて かこ　さとし 童心社 低 10

たのしい川べ ： ヒキガエルの冒険 グレーアム，Ｋ． 岩波書店 高 10

たのしいムーミン一家 （トーベ・ヤンソン全集 1） ヤンソン，Ｔ． 講談社 中 10

旅しばいのくるころ 佐々木　赫子 偕成社 高 10

玉虫厨子の物語 （少年少女学研文庫） 平塚　武二 学習研究社 高 10

だるまちゃんとてんぐちゃん （こどものとも傑作集） 加古　里子 福音館書店 低 10

だれも知らない小さな国 （コロボックル物語 1） 佐藤　さとる 講談社 高 10

太郎コオロギ 今西　祐行 実業之日本社 低中 10

ちいさいおうち バートン，Ｖ．Ｌ． 岩波書店 低 10

小さい魔女 プロイスラー，Ｏ． 学習研究社 中 20

ちいさいモモちゃん 松谷　みよ子 講談社 中 20

小さな魚 ホガード，Ｅ．Ｃ． 冨山房 ㊥ 10

小さなスプーンおばさん プリョイセン，Ａ． 学習研究社 中 20

小さな船長の大ぼうけん ビーゲル，Ｐ． あかね書房 中 10

小さな小さなキツネ （国土社の創作えほん） 長崎　源之助 国土社 低 10

小さなバイキング ヨンソン，Ｒ． 学習研究社 高 20

ちからたろう （むかしむかし絵本） 今江　祥智 ポプラ社 低 10

ちーたーのロンボ （ちびっこ絵本） 寺村　輝夫 ポプラ社 低 10

ちびくろ・さんぼ （おはなし絵文庫） [バンナーマン，Ｈ．] ポプラ社 低 20

ちびっこちびおに （創作えほん） あまん　きみこ 偕成社 低 10
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チべットのものいう鳥 田　海燕 岩波書店 ㊥ 10

チム・ラビットのぼうけん （チムとサムの本） アトリー，Ａ． 童心社 中 10

チョコレート戦争 大石　真 理論社 中 10

月の輪グマ 椋　鳩十 あかね書房 中 10

つむじ風のち晴れ 古世古　和子 金の星社 中 10

つむじまがりへそまがり 角田　光男 国土社 中高 10

てつがくのライオン （詩の散歩道） 工藤　直子 理論社 高 20

てぶくろ ： ウクライナの民話 （世界傑作絵本シリーズ） ラチョフ，Ｅ．Ｍ． 福音館書店 低 20

てぶくろをかいに （おはなし名作絵本） 新美　南吉 ポプラ社 低 10

天使で大地はいっぱいだ 後藤　竜二 講談社 高 20

天の園　第１部　雲の学校 （偕成社文庫） 打木　村治 偕成社 ㊥ 20

天の園　第２部　雲のよび声 （偕成社文庫） 打木　村治 偕成社 ㊥ 20

天の園　第３部　雲の祭り （偕成社文庫） 打木　村治 偕成社 ㊥ 20

天の園　第４部　雲の町 （偕成社文庫） 打木　村治 偕成社 ㊥ 20

天の園　第５部　雲の階段 （偕成社文庫） 打木　村治 偕成社 ㊥ 20

天の園　第６部　雲の恩 （偕成社文庫） 打木　村治 偕成社 ㊥ 20

天の笛 斎藤　隆介 佼成出版社 低 20

天保の人びと （新少年少女教養文庫） かつお　きんや 牧書店 高㊥ 10

とうげのおおかみ （創作えぶんこ） 今西　祐行 金の星社 低 10

どうぞかんべん 椋　鳩十 あすなろ書房 低 10

どうぶつえんができた 寺村　輝夫 あかね書房 低 10

年とったばあやのお話かご （ファージョン作品集 1） ファージョン，Ｅ． 岩波書店 中 10

トビウオのぼうやはびょうきです いぬい　とみこ 金の星社 低 10

とらちゃんの日記 （岩波少年文庫） 千葉　省三 岩波書店 高㊥ 10

ドリトル先生アフリカゆき （ドリトル先生物語全集 2） ロフティング，Ｈ． 岩波書店 中 10

ドリトル先生航海記 （ドリトル先生物語全集 1） ロフティング，Ｈ． 岩波書店 中 20

長い長いお医者さんの話 （岩波少年文庫） チャぺック，Ｋ． 岩波書店 中 20

ながいながいぺンギンの話 いぬい　とみこ 理論社 中高 10

長くつ下のピッピ （リンドグレーン作品集 1） リンドグレーン，Ａ． 岩波書店 中 10

なぞなぞのすきな女の子 松岡　享子 学習研究社 低 20

ねえさんといもうと （世界傑作絵本シリーズ） ゾロトウ，Ｃ． 福音館書店 低 10

ねことオルガン 今西　祐行 小峰書店 低中 10

猫は生きている 早乙女　勝元 理論社 低中 20

ねずみ女房 ゴッデン，Ｒ． 福音館書店 中高 10
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ねむりひめ ： グリム童話 （世界傑作絵本シリーズ） グリム兄弟 福音館書店 低 10

野口英世 宮脇　紀雄 偕成社 中 10

野の草花 古矢　一穂 福音館書店 低 20

野の白鳥 （アンデルセン童話選 2） アンデルセン，Ｈ．Ｃ． 岩波書店 高 10

のはらうた　１ 工藤　直子 童話屋 中 20

野麦峠をこえて （ポプラ社の創作絵本） 山本　茂実 ポプラ社 低 20

ノンちゃん雲に乗る 石井　桃子 福音館書店 高 20

ハイジ スピリ，Ｊ． 福音館書店 高 20

はじめてのおこづかい （創作えぶんこ） 生源寺　美子 金の星社 低 10

はじめてのおつかい （こどものとも傑作集） 筒井　頼子 福音館書店 低 10

八郎 斎藤　隆介 福音館書店 中 10

はてしない物語 エンデ，Ｍ． 岩波書店 ㊥ 10

花さき山 斎藤　隆介 岩崎書店 低 10

話すことがたくさんあるの… マーズデン，J． 講談社 中 10

はなのすきなうし リーフ，Ｍ． 岩波書店 低 10

花のトンネル ： てのひらの文学百選 打木　村治 講談社 高 20

パパさんの庭 ： 洋平のバンクーバー日記 三輪　裕子 講談社 中高 10

母のない子と子のない母と 壺井　栄 ポプラ社 高 10

はらぺこプンタ 武井　博 講談社 低 20

春駒のうた 宮川　ひろ 偕成社 中 10

半日村 （創作絵本） 斎藤　隆介 岩崎書店 低 10

肥後の石工 今西　祐行 実業之日本社 高 10

一房のぶどう 有島　武郎 偕成社 高 10

ひとまねこざる レイ，Ｈ．Ａ． 岩波書店 低 10

ひとりぼっちの海はきらいだ 後藤　竜二 金の星社 高 10

ひとりぼっちの政一 （少年少女教養文庫） 橋本　ときお 牧書店 高㊥ 10

火のくつと風のサンダル ウェルフェル，Ｕ． 学習研究社 中 10

ピノッキオの冒険 コローディ，Ｃ． 文研出版 高 10

ひみつの白い石 リンデ，Ｇ． 冨山房 中高 20

ビルマの竪琴 竹山　道雄 旺文社 高 10

ふうことどんどやき （創作えほん） いぬい　とみこ 偕成社 低 10

ふうたのはなまつり あまん　きみこ あかね書房 低 20

ふうたのゆきまつり あまん　きみこ あかね書房 低 20

フェージャかえっておいで ヴォロンコーヴァ，Ｌ． 偕成社 中高 10
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ふかふかウサギぼうけんのはじまり
（ふかふかウサギのぼうけんシリーズ）

香山　彬子 理論社 中 10

ぶきっちょアンナのおくりもの リトル，Ｊ． 福武書店 低 20

ふしぎなかぎばあさん 手島　悠介 岩崎書店 低 20

ふたごのでんしゃ 渡辺　茂男 あかね書房 低 10

ふたりのイーダ 松谷　みよ子 講談社 高 10

ふたりはともだち ローべル，Ａ． 文化出版局 低 20

ふらいぱんじいさん 神沢　利子 あかね書房 低 20

フランダースの犬 ウィーダ 旺文社 高 10

ふるやのもり （こどものとも傑作集） 瀬田　貞二 福音館書店 低 10

べトナムのダーちゃん 早乙女　勝元 童心社 中 10

べートーべン 横谷 　輝 国土社 中 10

ぺレのあたらしいふく （世界傑作絵本シリーズ） べスコフ，Ｅ． 福音館書店 低 20

ヘレン・ケラー　塙保己一　宮城道雄
（母と子の世界偉人物語　12）

宮脇　紀雄 小学館 中 10

べロ出しチョンマ 斎藤　隆介 理論社 高㊥ 20

冒険者たち ： ガンバと十五ひきの仲間 斎藤　惇夫 岩波書店 高 10

ぼく、お月さまとはなしたよ （絵本の部屋） アッシュ，Ｆ． 評論社 低 20

ぼくのいまいるところ かこ　さとし 童心社 低 10

ぼくのおじさん 北　杜夫 旺文社 高 10

ぼくのつくえはぼくのくに 佐藤　さとる 学習研究社 低 20

ぼくは王さま 寺村　輝夫 理論社 中 10

星になったチロ 藤井　旭 ポプラ社 高 10

星の王子さま サン＝テグジュペリ，A． 岩波書店 高 10

星の牧場 庄野　英二 理論社 ㊥ 20

ホタルの歌 （動物の記録 1） 原田　一美 学習研究社 高㊥ 10

ぽんこつマーチ 阪田　寛夫 大日本図書 低中 10

ぼんぼん 今江　祥智 理論社 高 10

まえがみ太郎 松谷　みよ子 福音館書店 中 10

まぐまぐこぐま （絵童話） 岡　信子 日本教文社 低 10

まけうさぎ （新日本出版社の絵本） 斎藤　隆介 新日本出版社 低中 10

マーシャとくま ： ロシア民話 （世界傑作絵本シリーズ） ラチョフ，Ｅ．Ｍ． 福音館書店 低 10

魔女ジェニファーとわたし カニグスバーグ，Ｅ．Ｌ． 岩波書店 中 10

魔女の宅急便 角野　栄子 福音館書店 中高 20

まちのゆきだるま （創作えぶんこ） 大石　真 金の星社 低 10

29
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まぼろしの巨鯨シマ 北村　けんじ 理論社 ㊥ 10

まぼろしの小さい犬 ピアス，Ａ．Ｐ． 学習研究社 高 20

マヤの一生 椋　鳩十 大日本図書 高 20

みえなくなった赤いスキー いぬい　とみこ 大日本図書 低 10

みみをすます ： ひらがな長詩 谷川　俊太郎 福音館書店 中高 10

ミリ子は負けない 寺村　輝夫 金の星社 中 20

ミリー・モリー・マンデーのおはなし ブリスリー，Ｊ．Ｌ． 福音館書店 低 10

ミンケパットさんとことりのともだち ヴァレンチン，Ｕ． あかね書房 低 10

ムギと王さま （ファージョン作品集 3） ファージョン，Ｅ． 岩波書店 高 10

むささび星 （おはなし名作絵本） 今西　祐行 ポプラ社 低 10

名探偵カツレくん （リンドグレーン作品集 8） リンドグレーン，Ａ． 岩波書店 高 10

目をさませトラゴロウ 小沢　正 理論社 中高 10

めぐちゃんの赤いかさ 落合　恵子 小学館 低 20

めざめれば魔女 マヒー，Ｍ． 岩波書店 ㊥ 20

モグラ原っぱのなかまたち 古田　足日 あかね書房 中高 10

モチモチの木 （創作絵本） 斎藤　隆介 岩崎書店 低 10

モモ ： 時間どろぼうと,ぬすまれた時間を人
間にとりかえしてくれた女の子のふしぎな物

エンデ，Ｍ． 岩波書店 高 20

ももいろのきりん 中川　李枝子 福音館書店 低 20

ももたろう （世界傑作絵本シリーズ） 松居　直 福音館書店 中 10

モモちゃんとアカネちゃん 松谷　みよ子 講談社 低中 20

もりのなかまたち （ビアンキのこども動物記 1） ビアンキ，Ｖ． 理論社 中 10

もりのようふくや （世界傑作絵本シリーズ） パンク＝ヤシ，Ｄ． 福音館書店 低 10

森は生きている （岩波少年文庫） マルシャーク，Ｓ． 岩波書店 高㊥ 10

やかまし村の子どもたち （リンドグレーン作品集 4） リンドグレーン，Ａ． 岩波書店 高 20

やまのこのはこぞう そや　きよし あかね書房 低 10

やまんばのにしき 松谷　みよ子 ポプラ社 低 10

床下の小人たち ノートン，Ｍ． 岩波書店 中 10

ゆきごんのおくりもの （新日本出版社の絵本） 長崎　源之助 新日本出版社 低 10

雪ぼっこ物語 生源寺　美子 童心社 高 20

夢を掘りあてた人 ： トロイアを発掘したシュリーマン ヴィーゼ，Ｉ．Von 岩波書店 ㊥ 10

よだかの星 （宮沢賢治童話全集 5） 宮沢　賢治 岩崎書店 高 10

よみがえれ大地 角田　光男 偕成社 高 10

夜のかげぼうし 宮川　ひろ 講談社 高 10

ライオンと魔女 （ナルニア国ものがたり 1） ルイス，C．Ｓ． 岩波書店 高 20
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らいおんみどりの日よう日 中川　李枝子 福音館書店 低 10

ラモーナとおかあさん クリアリー，B． 学習研究社 中 20

リコはおかあさん 間所　ひさこ ポプラ社 中 10

リトルベアー ： 小さなインディアンの秘密 リードバンクス，Ｌ． 佑学社 高㊥ 10

りんごの木の上のおばあさん ローベ，Ｍ． 学習研究社 中 10

るすばん先生 宮川　ひろ ポプラ社 中 10

ルドルフとイッパイアッテナ 斉藤　洋 講談社 中高 10

ろくべえまってろよ （みるみる絵本） 灰谷　健次郎 文研出版 低 20

ロビンソン・クルーソー （岩波少年文庫） デフォー，Ｄ． 岩波書店 高㊥ 10

路傍の石 山本　有三 ポプラ社 ㊥ 10

わすれられた命の詩 （うた） ： ハンセン氏病を生きて 谺　雄二 ポプラ社 高㊥ 20

私の青春ノート ： 愛のメッセージ 樋口　恵子 ポプラ社 ㊥ 10

わたしのぼうし （絵本のせかい） さの　ようこ ポプラ社 低 10

わらしべ長者 ： 日本の民話二十二編 木下　順二 岩波書店 中 10

ワルのぽけっと 灰谷　健次郎 理論社 中高 10

われらの村がしずむ ルトヘルス・ファンデル・ルフ，Ａ． 学習研究社 高㊥ 10

31



　著者名編
著　者　名 書　　　　　名 ページ数 種別 対象 冊数

青木　玉 小石川の家 214p 一般 20

青野　聡 母よ 208p 一般 20

青山　七恵 かけら 151p 一般 20

青山　七恵 ひとり日和 169p 一般 20

青山　文平 つまをめとらば 253p 一般 20

赤木　由子 美しいぼくらの手 125p 児童 低 20

赤坂　真理 東京プリズン 441p 一般 20

赤羽　末吉　
おおきなおおきなおいも ：鶴巻幼稚園・市村
久子の教育実践による

1冊 児童 低 10

阿川　佐和子 スープ・オペラ 373p 一般 20

阿川　弘之 きかんしゃやえもん 1冊 児童 低 10

阿川　弘之 雲の墓標 ・ 春の城 （阿川弘之自選作品 1） 384p 一般 10

朱野　帰子 駅物語 307p 一般 20

朝井　まかて 悪玉伝 325p 一般 20

朝井　まかて 雲上雲下 438p 一般 20

朝井　まかて 阿蘭陀西鶴 285p 一般 20

朝井　まかて 落陽 304p 一般 20

朝井　まかて 類 494p 一般 20

朝倉　かすみ 田村はまだか 240p 一般 20

朝倉　かすみ 夏目家順路 208p 一般 20

朝倉　かすみ 平場の月 245p 一般 20

浅田　次郎 赤猫異聞 281p 一般 20

浅田　次郎 霞町物語 278p 一般 20

浅田　次郎 月のしずく 317p 一般 20

浅田　次郎 鉄道員 （ぽっぽや） 284p 一般 20

浅田　次郎 霧笛荘夜話 291p 一般 20

あさの　あつこ 弥勒の月 292p 一般 20

あさの　あつこ 金色の野辺に唄う 221p 一般 20

芦原　すなお 青春デンデケデケデケ 241p 一般 20

梓澤　要 荒仏師運慶 364p 一般 20

アッシュ，Ｆ． ぼく、お月さまとはなしたよ （絵本の部屋） 1冊 児童 低 20

アトリー，Ａ． チム・ラビットのぼうけん （チムとサムの本） 190p 児童 中 10

アべリル，Ｅ． 黒ネコジェニーのおはなし　1 116p 児童 中 20
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アべリル，Ｅ． しょうぼうねこ 63p 児童 低中 10

あまん　きみこ おにたのぼうし （おはなし名作絵本） 1冊 児童 低 9

あまん　きみこ 北風をみた子 114p 児童 中 10

あまん　きみこ 車のいろは空のいろ 120p 児童 中 20

あまん　きみこ ちびっこちびおに （創作えほん） 1冊 児童 低 10

あまん　きみこ ふうたのはなまつり 77p 児童 低 20

あまん　きみこ ふうたのゆきまつり 90p 児童 低 20

アミーチス，Ｅ．de クオレ ： 愛の学校　上 （岩波少年文庫） 256p 児童 中高 10

アミーチス，Ｅ．de クオレ ： 愛の学校　下 （岩波少年文庫） 289p 児童 中高 10

彩瀬　まる くちなし 215p 一般 20

嵐山　光三郎 美妙 （びみょう） 、消えた 318p 一般 19

有川　浩 三匹のおっさん 405p 一般 20

有川　浩 ストーリー・セラー 205p 一般 20

有島　武郎 一房のぶどう 176p 児童 高 10

有馬　志津子 さようならよざえむさん （創作絵本） 31p 児童 中 10

有吉　佐和子 有田川 （有吉佐和子選集 7） 392p 一般 20

有吉　佐和子 鬼怒川 309p 一般 10

有吉　佐和子 恍惚の人 312p 一般 10

有吉　玉青 キャベツの新生活 277p 一般 20

有吉　玉青 身がわり ： 母・有吉佐和子との日日 214p 一般 20

安房　直子 コンタロウのひみつのでんわ 91p 児童 低 20

安房　直子 しろいあしあと 43p 児童 低 20

安西　篤子 黒鳥 190p 一般 10

安西　篤子 老いの思想 ： 古人に学ぶ老境の生き方 239p 一般 19

アンデルセン，Ｈ．Ｃ． おやゆびちーちゃん 74p 児童 低 10

アンデルセン，Ｈ．Ｃ． 野の白鳥 （アンデルセン童話選 2） 274p 児童 高 10

安藤　美紀夫 おかあさんだいっきらい 133p 児童 高 10

安藤　祐介 本のエンドロール 381p 一般 20

飯嶋　和一 黄金旅風 485p 一般 20

飯島　夏樹 天国で君に逢えたら 188p 一般 20

池井戸　潤 下町ロケット 407p 一般 20

池井戸　潤 陸王 588p 一般 20

池澤　夏樹 きみのためのバラ 211p 一般 20

池澤　夏樹 スティル・ライフ 187p 一般 10

33 



著　者　名 書　　　　　名 ページ数 種別 対象 冊数

池澤　夏樹 双頭の船 259p 一般 20

池澤　夏樹 花を運ぶ妹 421p 一般 10

池波　正太郎 新私の歳月 259p 一般 10

池宮　彰一郎 島津奔る　上 365p 一般 20

池宮　彰一郎 島津奔る　下 354p 一般 20

伊坂　幸太郎 ゴールデンスランバー 503p 一般 20

井沢　満 つま恋 320p 一般 20

石井　めぐみ 笑ってよ､ゆっぴい 241p 一般 10

石井　桃子 イギリスとアイルランドの昔話 333p 児童 中 10

石井　桃子 したきりすずめ （日本傑作絵本シリーズ） 1冊 児童 低 10

石井　桃子 ノンちゃん雲に乗る 278p 児童 高 20

石井　遊佳 百年泥 125p 一般 20

イシグロ，Ｋ． 夜想曲集 ： 音楽と夕暮れをめぐる五つの物語 251p 一般 20

石沢　麻衣 貝に続く場所にて 151p 一般 20

石田　衣良 ブルータワー 445p 一般 20

石原　慎太郎 弟 388p 一般 20

石原　慎太郎 遭難者 249p 一般 20

伊集院　静 受け月 259p 一般 20

伊集院　静 海峡 365p 一般 20

伊集院　静 機関車先生 233p 一般 20

伊集院　静 春雷 437p 一般 20

伊集院　静 ツキコの月 313p 一般 20

伊集院　静 星月夜 439p 一般 20

伊集院　静 岬へ 476p 一般 10

泉　鏡花 高野聖 ・ 歌行燈 （日本の文学 8） 253p 一般 10

出雲井　晶 同居離婚 239p 一般 20

イソップ イソップどうわ 80p 児童 低 20

五木　寛之 生きるヒント ： 自分の人生を愛するための１２章 246p 一般 20

五木　寛之 風花のひと 214p 一般 10

五木　寛之 人生の目的 279p 一般 20

五木　寛之 水中花 224p 一般 10

五木　寛之 大河の一滴 267p 一般 20

五木　寛之 百の旅千の旅 253p 一般 20

いとう　せいこう 想像ラジオ 193p 一般 20
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伊藤　比呂美 とげ抜き ： 新巣鴨地蔵縁起 288p 一般 20

絲山　秋子 夢も見ずに眠った。 299p 一般 20

稲葉　真弓 声の娼婦 197p 一般 20

稲葉　真弓 半島へ 218p 一般 20

いぬい　とみこ 木かげの家の小人たち 276p 児童 中高 20

いぬい　とみこ トビウオのぼうやはびょうきです 1冊 児童 低 10

いぬい　とみこ ながいながいぺンギンの話 183p 児童 中高 10

いぬい　とみこ ふうことどんどやき （創作えほん） 1冊 児童 低 10

いぬい　とみこ みえなくなった赤いスキー 57p 児童 低 10

乾　ルカ あの日にかえりたい 267p 一般 20

犬養　道子 ある歴史の娘 ： 花々と星々と 第２部 443p 一般 10

井上　荒野 赤へ 235p 一般 20

井上　荒野 切羽へ 204p 一般 20

井上　ひさし 十二人の手紙 261p 一般 10

井上　ひさし 東慶寺花だより 413p 一般 20

井上　ひさし 東京セブンローズ 780p 一般 20

井上　靖 北の海 361p 一般 10

井上　靖 額田女王 ・ 後白河院 （井上靖小説全集 29） 423p 一般 10

井上　靖 本覚坊遺文 203p 一般 10

茨木　のり子 倚りかからず 83p 一般 20

伊吹　有喜 雲を紡ぐ 360p 一般 20

井伏　鱒二 黒い雨 330p 一般 20

今江　祥智 海の日曜日 195p 児童 高 10

今江　祥智 えすがたにょうぼう 1冊 児童 低 10

今江　祥智 さよなら子どもの時間 161p 児童 中 20

今江　祥智 ちからたろう （むかしむかし絵本） 1冊 児童 低 10

今江　祥智 ぼんぼん 422p 児童 高 10

今西　祐行 浦上の旅人たち 265p 児童 ㊥ 10

今西　祐行 太郎コオロギ 139p 児童 低中 10

今西　祐行 とうげのおおかみ （創作えぶんこ） 59p 児童 低 10

今西　祐行 ねことオルガン 78p 児童 低中 10

今西　祐行 肥後の石工 209p 児童 高 10

今西　祐行 むささび星 （おはなし名作絵本） 35p 児童 低 10

今村　夏子 むらさきのスカートの女 158p 一般 20
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伊与原　新 月まで三キロ 255p 一般 20

岩井　三四二 十楽の夢 405p 一般 20

岩川　隆 どうしやうもない私 ： わが山頭火伝 454p 一般 10

岩城　けい さようなら、オレンジ 166p 一般 20

岩崎　京子 鯉のいる村 188p 児童 高 10

岩瀬　成子 あたしをさがして 242p 児童 ㊥ 20

イワノフ，Ｉｕ． 九〇〇日の包囲の中で 301p 児童 ㊥ 10

岩橋　邦枝 浮橋 216p 一般 20

岩橋　邦枝 泡沫 （うたかた） の秋 209p 一般 20

ヴァレンチン，Ｕ． ミンケパットさんとことりのともだち 53p 児童 低 10

ヴィーゼ，Ｉ．von 夢を掘りあてた人 ： トロイアを発掘したシュリーマン 314p 児童 ㊥ 10

ウィーダ フランダースの犬 175p 児童 高 10

宇江佐　真理 深川恋物語 274p 一般 20

宇江佐　真理 余寒の雪 268p 一般 20

ウェブスター，Ａ．Ｊ． あしながおじさん （岩波少年文庫） 329p 児童 高 20

上間　陽子 海をあげる 251p 一般 20

ヴェルヌ，Ｊ． 海底二万海里 730p 児童 高 20

ウェルフェル，Ｕ． 火のくつと風のサンダル 162p 児童 中 10

ウォラー，R．J． マディソン郡の橋 211p 一般 10

ヴォロンコーヴァ，Ｌ． フェージャかえっておいで 192p 児童 中高 10

宇佐見　りん 推し、燃ゆ 125p 一般 20

打木　村治 大地の園　第１部　学びの門 292p 児童 高㊥ 20

打木　村治 大地の園　第２部　多感の門 260p 児童 高㊥ 20

打木　村治 大地の園　第３部　ロマンの門 252p 児童 高㊥ 20

打木　村治 大地の園　第４部　知と愛の門 316p 児童 高㊥ 10

打木　村治 天の園　第１部　雲の学校 （偕成社文庫） 270p 児童 ㊥ 20

打木　村治 天の園　第２部　雲のよび声 （偕成社文庫） 269p 児童 ㊥ 20

打木　村治 天の園　第３部　雲の祭り （偕成社文庫） 259p 児童 ㊥ 20

打木　村治 天の園　第４部　雲の町 （偕成社文庫） 282p 児童 ㊥ 20

打木　村治 天の園　第５部　雲の階段 （偕成社文庫） 268p 児童 ㊥ 20

打木　村治 天の園　第６部　雲の恩 （偕成社文庫） 297p 児童 ㊥ 20

打木　村治 花のトンネル ： てのひらの文学百選 285p 児童 高 20

内田　莉莎子 おおきなかぶ （こどものとも傑作集） 27p 児童 低 10

内館　牧子 終わった人 373p 一般 20
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内館　牧子 夢を叶える夢を見た 446p 一般 20

内海　隆一郎 島の少年 251p 一般 20

宇野　千代 雨の音 175p 一般 20

宇野　千代 薄墨の桜 197p 一般 20

宇野　千代 不思議な事があるものだ 162p 一般 20

冲方　丁 麒麟児 308p 一般 20

冲方　丁 天地明察 475p 一般 20

永　六輔 大往生 （岩波新書） 199p 一般 20

永　六輔 二度目の大往生 （岩波新書） 200p 一般 20

江国　香織 きらきらひかる 221p 一般 10

江国　香織 ・ 辻　仁成 冷静と情熱のあいだ 453p 一般 20

江藤　淳 妻と私 117p 一般 10

海老沢　泰久 帰郷 253p 一般 10

エリクソン，Ｒ．
火よう日のごちそうはひきがえる
（ひきがえるとんだ大冒険シリーズ）

82p 児童 中 20

円地　文子 女の繭 282p 一般 10

円地　文子 夢うつつの記 189p 一般 10

エンデ，Ｍ． はてしない物語 589p 児童 ㊥ 10

エンデ，Ｍ．
モモ ： 時間どろぼうと,ぬすまれた時間を人間
にとりかえしてくれた女の子のふしぎな物語

360p 児童 高 20

遠藤　周作 深い河 （ディープ・リバー） 347p 一般 20

逢坂　剛 燃える地の果てに 724p 一般 20

大石　真 教室二〇五号 255p 児童 高 20

大石　真 さとるのじてんしゃ 110p 児童 中 20

大石　真 たたかいの人 （フレーベルこども文庫） 237p 児童 高 20

大石　真 チョコレート戦争 153p 児童 中 10

大石　真 まちのゆきだるま （創作えぶんこ） 59p 児童 低 10

大江　健三郎 恢復する家族 199p 一般 10

大江　健三郎 「自分の木」の下で 193p 一般 10

大江　健三郎 二百年の子供 277p 一般 20

おおかわ　えっせい いっすんぼうし （むかしむかし絵本） 1冊 児童 低 10

大崎　善生 聖 （さとし） の青春 333p 一般 20

大島　真寿美 あなたの本当の人生は 308p 一般 20

大島　真寿美 渦 ： 妹背山婦女庭訓魂結び 361p 一般 20

太田　治子 母の万年筆 229p 一般 20

37 



著　者　名 書　　　　　名 ページ数 種別 対象 冊数

大竹　三郎 黒つちがもえた 35p 児童 高 10

大谷　藤子 大谷藤子作品集 262p 一般 10

大塚　勇三
スーホの白い馬 ： モンゴル民話
（日本傑作絵本シリーズ）

1冊 児童 低中 20

大庭　みな子 二百年 179p 一般 20

大原　富枝 建礼門院右京大夫 405p 一般 10

大平　光代 だから、あなたも生きぬいて 259p 一般 20

大村　益夫 韓国短篇小説選 426p 一般 10

岡　信子 まぐまぐこぐま （絵童話） 92p 児童 低 10

岡野　薫子 銀色ラッコのなみだ （岡野薫子動物小説傑作選 1） 1冊 児童 高 10

岡野　薫子 コン吉と山のともだち 90p 児童 低 10

岡松　和夫 峠の棲家 195p 一般 10

岡本　太郎 一平かの子 ： 心に生きる凄い父母 248p 一般 10

小川　糸 ツバキ文具店 269p 一般 20

小川　糸 ライオンのおやつ 255p 一般 20

小川　未明 赤い蝋燭と人魚 53p 児童 高 20

小川　洋子 小箱 209p 一般 20

小川　洋子 猫を抱いて象と泳ぐ 359p 一般 20

小川　洋子 博士の愛した数式 253p 一般 20

小川　洋子 人質の朗読会 247p 一般 20

小川　洋子 不時着する流星たち 251p 一般 20

小川　洋子 ミーナの行進 330p 一般 20

荻野　アンナ 背負い水 229p 一般 20

荻原　浩 海の見える理髪店 234p 一般 20

奥泉　光 石の来歴 203p 一般 10

奥野　修司 ナツコ ： 沖縄密貿易の女王 405p 一般 20

小倉　千加子 女の人生すごろく 216p 一般 20

長田　弘 すべてきみに宛てた手紙 137p 一般 20

小沢　正 目をさませトラゴロウ 174p 児童 中高 10

押川　國秋 十手人 269p 一般 20

落合　恵子 めぐちゃんの赤いかさ 43p 児童 低 20

落合　恵子 揺れて 420p 一般 20

乙川　優三郎 五年の梅 249p 一般 20

乙川　優三郎 冬の標 333p 一般 20

乙川　優三郎 生きる 234p 一般 20
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乙川　優三郎 脊梁山脈 （せきりょうさんみゃく） 353p 一般 20

乙武　洋匡 五体不満足 270p 一般 20

小野　正嗣 九年前の祈り 221p 一般 20

おのき　がく かたあしだちょうのエルフ （おはなし名作絵本） 1冊 児童 低 10

小山田　浩子 穴 157p 一般 20

恩田　陸 祝祭と予感 186p 一般 20

恩田　陸 蜜蜂と遠雷 507p 一般 20

賈　芝 ・ 孫　剣冰 白いりゅう黒いりゅう ： 中国のたのしいお話 156p 児童 低 10

角田　光男 つむじまがりへそまがり 78p 児童 中高 10

角田　光男 よみがえれ大地 226p 児童 高 10

角田　光代 空の拳 485p 一般 20

角田　光代 対岸の彼女 288p 一般 20

角田　光代 八日目の蝉 346p 一般 20

角田　光代 夜をゆく飛行機 289p 一般 20

角幡　唯介 極夜行 333p 一般 20

加古　里子 （かこ　さとし） 宇宙 ： そのひろがりをしろう 67p 児童 低中 20

加古　里子 （かこ　さとし） かわ （こどものとも傑作集） 27p 児童 低 10

加古　里子 （かこ　さとし） たねからめがでて 40p 児童 低 10

加古　里子 （かこ　さとし） だるまちゃんとてんぐちゃん （こどものとも傑作集） 27p 児童 低 10

加古　里子 （かこ　さとし） ぼくのいまいるところ 39p 児童 低 10

笠原　淳 祀りのあと 200p 一般 10

梶　よう子 赤い風 365p 一般 20

梶　よう子 北斎まんだら 290p 一般 20

梶井　基次郎 檸檬 （新潮文庫） 248p 一般 10

鹿島田　真希 冥土めぐり 156p 一般 20

かつお　きんや 天保の人びと （新少年少女教養文庫） 275p 児童 高㊥ 10

門井　慶喜 家康、江戸を建てる 400p 一般 20

門井　慶喜 おさがしの本は 290p 一般 20

門井　慶喜 銀河鉄道の父 408p 一般

加藤　文三
学問の花ひらいて ： 『蘭学事始』のなぞをさぐ
る （かもしか文庫）

232p 児童 ㊥ 10

加藤　幸子 苺畑よ永遠に 281p 一般 10

加藤　幸子 長江 251p 一般 20

角野　栄子 魔女の宅急便 259p 児童 中高 20

門野　晴子 いつのまにか私も「婆あ」 ： 居なおって老いを楽しむ 241p 一般 20
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カニグスバーグ，Ｅ．Ｌ． クローディアの秘密 204p 児童 高 20

カニグスバーグ，Ｅ．Ｌ． 魔女ジェニファーとわたし 185p 児童 中 10

ガネット，Ｒ．Ｓ． エルマーとりゅう 119p 児童 低 20

ガネット，Ｒ．Ｓ． エルマーのぼうけん 116p 児童 低 20

金城　一紀 映画編 363p 一般 20

鎌田　實
ちょい太でだいじょうぶ ： メタボリックシンド
ロームにならないコツ

287p 一般 20

上坂　冬子 老いの周辺 206p 一般 20

上坂　冬子 慶州ナザレ園 ： 忘れられた日本人妻たち 257p 一般 20

神谷　美恵子 こころの旅 232p 一般 10

萱野　茂 風の神とオキクルミ （民話の絵本） 1冊 児童 低 10

香山　彬子
ふかふかウサギぼうけんのはじまり
（ふかふかウサギのぼうけんシリーズ）

221p 児童 中 10

唐沢　寿明 ふたり 239p 一般 20

河合　隼雄 おはなしおはなし 228p 一般 20

河合　隼雄 こころの処方箋 231p 一般 20

河合　雅雄 少年動物誌 （福音館日曜文庫） 299p 児童 高 10

川上　健一 翼はいつまでも 301p 一般 20

川上　弘美 センセイの鞄 277p 一般 20

川上　弘美 どこから行っても遠い町 294p 一般 20

川上　弘美 ニシノユキヒコの恋と冒険 249p 一般 20

川上　弘美 古道具中野商店 277p 一般 20

川上　弘美 真鶴 266p 一般 20

川上　弘美 夜の公園 231p 一般 20

川上　未映子 夏物語 545p 一般 20

川上　未映子 乳と卵 138p 一般 20

川越　宗一 熱源 426p 一般 20

神沢　利子 いたずらラッコのロッコ 157p 児童 中 10

神沢　利子 くまの子ウーフ 128p 児童 低中 20

神沢　利子 シューベルト 158p 児童 中 10

神沢　利子 ふらいぱんじいさん 90p 児童 低 20

木内　昇 櫛挽道守 （くしひきちもり） 367p 一般 20

木内　昇 漂砂のうたう 297p 一般 20

木内　昇 茗荷谷の猫 238p 一般 20

木内　昇 笑い三年、泣き三月。 410p 一般 20
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菊池　敬一 おしらさま ： 東北・遠野の民話 （民話のえほん） 1冊 児童 低 10

木皿　泉 昨夜 （ゆうべ） のカレー、明日 （あした） のパン 237p 一般 20

岸　恵子 巴里の空はあかね雲 253p 一般 20

岸　恵子 ベラルーシの林檎 302p 一般 20

岸　恵子 わりなき恋 322p 一般 20

岸　武雄 千本松原 237p 児童 高 10

北　杜夫 あくびノオト 221p 一般 10

北　杜夫 木精 （こだま） ： 或る青年期と追想の物語 249p 一般 10

北　杜夫 楡家の人びと 554p 一般 20

北　杜夫 ぼくのおじさん 181p 児童 高 10

喜多　由布子 凍裂 285p 一般 20

北原　亜以子 恋忘れ草 245p 一般 20

北村　薫 スキップ 428p 一般 20

北村　薫 飲めば都 356p 一般 20

北村　薫 八月の六日間 270p 一般 20

北村　薫 ひとがた流し 315p 一般 20

北村　薫 鷺と雪 261p 一般 20

北村　けんじ うりんこの山 238p 児童 中高 10

北村　けんじ まぼろしの巨鯨シマ 243p 児童 ㊥ 10

木下　順二 かにむかし ： 日本むかしばなし 1冊 児童 低 10

木下　順二 ききみみずきん 1冊 児童 低 10

木下　順二 わらしべ長者 ： 日本の民話二十二編 340p 児童 中 10

木下　昌輝 宇喜多の捨て嫁 349p 一般 20

京極　夏彦 後巷説百物語 779p 一般 20

京極　夏彦 嗤う伊右衛門 385p 一般 20

桐野　夏生 魂萌え！ 477p 一般 20

桐野　夏生 デンジャラス 287p 一般 20

桐野　夏生 メタボラ 594p 一般 20

桐野　夏生 柔らかな頬 365p 一般 10

工藤　直子 てつがくのライオン （詩の散歩道） 141p 児童 高 20

工藤　直子 のはらうた　１ 155p 児童 中 20

窪　美澄 晴天の迷いクジラ 295p 一般 20

熊谷　真実 青空、ついて来い！ 227p 一般 20

クリアリー，B． がんばれへンリーくん （ゆかいなヘンリーくんシリーズ） 169p 児童 中 10
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クリアリー，B． ラモーナとおかあさん 228p 児童 中 20

グリム兄弟 ねむりひめ ： グリム童話 （世界傑作絵本シリーズ） 1冊 児童 低 10

車谷　長吉 赤目四十八瀧心中未遂 272p 一般 20

グレーアム，Ｋ． たのしい川べ ： ヒキガエルの冒険 360p 児童 高 10

黒井　千次 隠れ鬼 215p 一般 10

黒井　千次 捨てられない日 367p 一般 20

黒川　創 かもめの日 219p 一般 20

黒柳　徹子 トットちゃんとトットちゃんたち 346p 一般 10

黒柳　徹子 窓ぎわのトットちゃん 284p 一般 10

ケストナー，Ｅ． エミールと探偵たち （ケストナー少年文学全集 1） 212p 児童 中～㊥ 10

玄侑　宗久 テルちゃん 218p 一般 20

呉　承恩 西遊記 248p 児童 中 10

小池　真理子 恋 355p 一般 10

小池　真理子 沈黙のひと 373p 一般 20

小池　真理子 虹の彼方 521p 一般 20

幸田　文 おとうと 227p 一般 20

幸田　文 木 162p 一般 20

幸田　文 きもの 357p 一般 20

幸田　文 幸田文対話 372p 一般 20

幸田　文 台所のおと 260p 一般 20

河野　多恵子 秘事 267p 一般 20

コウレイ，J． 大砲のなかのアヒル （世界・平和の絵本シリーズ） 32p 児童 低中 10

古世古　和子 つむじ風のち晴れ 147p 児童 中 10

谺　雄二 わすれられた命の詩 （うた） ： ハンセン氏病を生きて 222p 児童 高㊥ 20

ゴッデン，Ｒ． 台所のマリアさま 116p 児童 高 10

ゴッデン，Ｒ． ねずみ女房 48p 児童 中高 10

コローディ，Ｃ． ピノッキオの冒険 279p 児童 高 10

後藤　竜二 １ねん１くみ１ばんげんき 77p 児童 低 20

後藤　竜二 くさいろのマフラー 31p 児童 低 10

後藤　竜二 天使で大地はいっぱいだ 193p 児童 高 20

後藤　竜二 ひとりぼっちの海はきらいだ 77p 児童 高 10

子どもの文学研究会 最後の授業 222p 児童 中高 10

子どもの文学研究会 少年駅伝夫 222p 児童 中高 10

小林　千登勢 お星さまのレール 174p 児童 高 10
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小林　照幸 床山と横綱 ： 支度部屋での大相撲五十年 239p 一般 10

小林　信彦 東京少年 314p 一般 20

近藤　史人 藤田嗣治「異邦人」の生涯 317p 一般 20

三枝　和子 雨のなか 218p 一般 20

最相　葉月 絶対音感 337p 一般 20

西條　奈加 心淋 （うらさび） し川 242p 一般 20

埼玉県郷土誌研究会 史跡と人物でつづる埼玉県の歴史 223p 児童 高 10

埼玉県国語教育研究会 埼玉のむかし話 256p 児童 高 10

斎藤　明美 高峰秀子の捨てられない荷物 350p 一般 20

斎藤　惇夫 冒険者たち ： ガンバと十五ひきの仲間 378p 児童 高 10

斎藤　学 アダルトチルドレンと家族 ： 心のなかの子どもを癒す 237p 一般 20

斉藤　洋 ルドルフとイッパイアッテナ 273p 児童 中高 10

斎藤　隆介 天の笛 31p 児童 低 20

斎藤　隆介 八郎 [31]p 児童 中 10

斎藤　隆介 花さき山 1冊 児童 低 10

斎藤　隆介 半日村 （創作絵本） 31p 児童 低 10

斎藤　隆介 べロ出しチョンマ 219p 児童 高㊥ 20

斎藤　隆介 まけうさぎ （新日本出版社の絵本） 1冊 児童 低中 10

斎藤　隆介 モチモチの木 （創作絵本） 31p 児童 低 10

斎藤　憐 象のいない動物園 158p 児童 中 20

佐江　衆一 黄落 283p 一般 20

佐伯　一麦 還れぬ家 441p 一般 20

佐伯　一麦 渡良瀬 377p 一般 20

早乙女　勝元 猫は生きている 85p 児童 低中 20

早乙女　勝元 べトナムのダーちゃん 69p 児童 中 10

坂上　弘 台所 203p 一般 20

坂上　弘 田園風景 275p 一般 20

阪田　寛夫 ぽんこつマーチ 56p 児童 低中 10

佐川　光晴 おれたちの青空 227p 一般 20

桜木　紫乃 ホテルローヤル 192p 一般 20

桜庭　一樹 赤朽葉家の伝説 309p 一般 20

桜庭　一樹 私の男 381p 一般 20

鷺沢　萌 ウエルカム・ホーム！ 221p 一般 20

佐々木　赫子 旅しばいのくるころ 258p 児童 高 10
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佐々木　譲 廃墟に乞う 318p 一般 20

さだ　まさし 解夏 397p 一般 19

佐藤　賢一 王妃の離婚 381p 一般 20

佐藤　さとる おおきなきがほしい （創作えほん） 1冊 児童 低 10

佐藤　さとる おばあさんのひこうき 101p 児童 低 20

佐藤　さとる だれも知らない小さな国 （コロボックル物語 1） 221p 児童 高 10

佐藤　さとる ぼくのつくえはぼくのくに 65p 児童 低 20

佐藤　正午 ジャンプ 309p 一般 20

佐藤　正午 月の満ち欠け 322p 一般 20

佐藤　多佳子 しゃべれどもしゃべれども 337p 一般 20

佐藤　雅美 恵比寿屋喜兵衛手控え 328p 一般 20

佐藤　洋二郎 河口へ 238p 一般 20

佐野　洋子 （さの　ようこ） おじさんのかさ 1冊 児童 低 20

佐野　洋子 （さの　ようこ） シズコさん 238p 一般 20

佐野　洋子 （さの　ようこ） わたしのぼうし （絵本のせかい） 31p 児童 低 10

沢木　耕太郎 檀 257p 一般 20

沢木　耕太郎 凍 300p 一般 20

澤田　瞳子 星落ちて、なお 321p 一般 20

澤田　瞳子 満つる月の如し ： 仏師・定朝 382p 一般 20

澤田　ふじ子 真葛ヶ原の決闘 （祇園社神灯事件簿 3） 272p 一般 20

澤地　久枝 画家の妻たち 267p 一般 20

沢村　貞子 老いの楽しみ 220p 一般 20

沢村　貞子 老いの道づれ ： 二人で歩いた五十年 194p 一般 20

沢村　貞子 寄り添って老後 202p 一般 20

サン＝テグジュペリ，A． 星の王子さま 140p 児童 高 10

三宮　麻由子 そっと耳を澄ませば 242p 一般 20

シアラー，A． 青空のむこう 245p 一般 20

塩田　武士 罪の声 409p 一般 20

ジオノ，Ｊ． 木を植えた男 47p 児童 高㊥ 10

重兼　芳子 女の老い支度 217p 一般 20

重松　清 エイジ 346p 一般 10

重松　清 十字架 317p 一般 20

重松　清 卒業 300p 一般 20

重松　清 その日のまえに 292p 一般 20

44 



著　者　名 書　　　　　名 ページ数 種別 対象 冊数

重松　清 ナイフ 307p 一般 20

重松　清 日曜日の夕刊 397p 一般 20

重松　清 ビタミンＦ 293p 一般 20

篠田　節子 女たちのジハード 469p 一般 10

篠田　節子 長女たち 280p 一般 20

司馬　遼太郎 ひとびとの跫音　上 276p 一般 10

司馬　遼太郎 ひとびとの跫音　下 268p 一般 10

芝木　好子 群青の湖 387p 一般 20

芝木　好子 光琳の櫛 199p 一般 10

芝木　好子 奈良の里 219p 一般 19

柴崎　友香 寝ても覚めても 269p 一般 20

柴崎　友香 春の庭 141p 一般 20

柴田　翔 中国人の恋人 245p 一般 20

渋沢　秀雄 渋沢栄一 （世界伝記全集 18） 242p 児童 高 10

島　利栄子 周防の女たち ： 証言・嫁姑のたたかい 244p 一般 20

島田　雅彦 彗星の住人 381p 一般 20

島村　洋子 家族善哉 333p 一般 20

島本　理生 ファーストラヴ 299p 一般 20

清水　達也 九人組のがき大将 111p 児童 低中 20

志村　ふくみ 語りかける花 239p 一般 20

ジャレル，Ｒ． 詩のすきなコウモリの話 100p 児童 高 10

シュリンク，Ｂ． 朗読者 213p 一般 20

生源寺　美子 はじめてのおこづかい （創作えぶんこ） 59p 児童 低 10

生源寺　美子 雪ぼっこ物語 222p 児童 高 20

庄野　英二 星の牧場 225p 児童 ㊥ 20

庄野　潤三 ピアノの音 273p 一般 20

笙野　頼子 二百回忌 161p 一般 20

白石　一文 一瞬の光 383p 一般 10

白石　一文 ほかならぬ人へ 295p 一般 20

白洲　正子 西行 254p 一般 20

白洲　正子 日月抄 317p 一般 20

白洲　正子 夕顔 ： 随筆集 249p 一般 20

白洲　正子 私の百人一首 （新潮選書） 241p 一般 10

代田　昇 たたされた２じかん 69p 児童 低 10
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城山　三郎 今日は再び来らず 238p 一般 10

新野　剛志 八月のマルクス 325p 一般 10

真保　裕一 奇跡の人 405p 一般 20

真保　裕一 追伸 271p 一般 20

須賀　敦子 ミラノ霧の風景 216p 一般 20

杉　みき子 白いとんねる 246p 児童 高 20

杉本　苑子 二条院ノ讃岐 220p 一般 20

鈴木　喜代春 十三湖のばば 150p 児童 高 10

鈴木　聡子 さと子の日記 210p 児童 高 20

鈴木　遥 ミドリさんとカラクリ屋敷 284p 一般 20

ストウ，Ｈ．Ｂ． アンクルトムの小屋 338p 児童 高 10

スピリ，Ｊ． ハイジ 505p 児童 高 20

瀬尾　まいこ そして、バトンは渡された 372p 一般 20

瀬尾　まいこ 図書館の神様 165p 一般 20

瀬田　貞二 あふりかのたいこ （こどものとも傑作集） 27p 児童 低 10

瀬田　貞二 お父さんのラッパばなし 185p 児童 中 10

瀬田　貞二 かさじぞう （こどものとも傑作集） 19p 児童 低 10

瀬田　貞二 三びきのこぶた ： イギリス昔話 （こどものとも傑作集） 19p 児童 低 10

瀬田　貞二 ふるやのもり （こどものとも傑作集） 27p 児童 低 10

瀬戸内　寂聴 いのち華やぐ 215p 一般 10

瀬戸内　寂聴 いよよ華やぐ　上 287p 一般 20

瀬戸内　寂聴 いよよ華やぐ　下 274p 一般 20

瀬戸内　寂聴 渇く 277p 一般 10

瀬戸内　寂聴 手毬 268p 一般 20

瀬戸内　寂聴 花に問え 243p 一般 20

妹尾　河童 少年Ｈ　上 355p 一般 20

妹尾　河童 少年Ｈ　下 355p 一般 20

センダック，Ｍ． かいじゅうたちのいるところ 1冊 児童 低 20

曽野　綾子 哀歌　上 341p 一般 20

曽野　綾子 哀歌　下 313p 一般 20

曽野　綾子 生命ある限り 294p 一般 20

曽野　綾子 円型水槽 394p 一般 10

曽野　綾子 極北の光 470p 一般 10

曽野　綾子 時の止まった赤ん坊　上 294p 一般 10
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曽野　綾子 時の止まった赤ん坊　下 308p 一般 10

ゾペティ，Ｄ． いちげんさん 190p 一般 10

征矢　清 （そや　きよし） かおるのひみつ 131p 児童 中 20

征矢　清 （そや　きよし） やまのこのはこぞう 90p 児童 低 10

ゾロトウ，Ｃ． ねえさんといもうと （世界傑作絵本シリーズ） 24p 児童 低 10

大道　珠貴 オニが来た 253p 一般 20

大道　珠貴 しょっぱいドライブ 193p 一般 20

高井　有一 高らかな挽歌 387p 一般 20

高井　有一 立原正秋 289p 一般 20

高木　敏子 ガラスのうさぎ 169p 児童 ㊥ 20

高樹　のぶ子 億夜 341p 一般 20

高樹　のぶ子 透光の樹 237p 一般 20

タカシマ，Ｓ． 強制収容所の少女 130p 児童 高 10

高嶋　哲夫 風をつかまえて 269p 一般 20

高野　悦子 母 ： 老いに負けなかった人生 277p 一般 20

高野　和明 １３階段 351p 一般 20

高橋　治 風の盆恋歌 222p 一般 20

高橋　健 キタキツネのチロン （こみね創作童話） 122p 児童 中 20

高橋　蝶子 カロンの舟に祈りをのせて 206p 児童 高 20

高橋  弘希 朝顔の日 123p 一般 20

高橋  弘希 送り火 120p 一般 20

高橋　昌男 蛍籠 246p 一般 10

高峰　秀子 わたしの渡世日記　上 346p 一般 20

高峰　秀子 わたしの渡世日記　下 360p 一般 20

高村　薫 マークスの山 441p 一般 10

高山　羽根子 首里の馬 158p 一般 20

高山　文彦 火花 ： 北条民雄の生涯 398p 一般 20

滝口　悠生 死んでいない者 144p 一般 20

武井　博 はらぺこプンタ 77p 児童 低 20

竹西　寛子 管絃祭 198p 一般 10

竹山　道雄 ビルマの竪琴 253p 児童 高 10

太宰　治 津軽 （新潮文庫） 198p 一般 10

田島　征三 しばてん （創作えほん） 1冊 児童 低 10

多島　斗志之 症例A 527p 一般 10
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田島　征彦 ・ 吉橋　通夫 こたろう 1冊 児童 低中 10

田島　征彦
じごくのそうべえ ： 桂米朝・上方落語・地獄八
景より （童心社の絵本）

1冊 児童 低 20

多田　尋子 体温 223p 一般 20

立原　正秋 帰路 243p 一般 10

田中　澄江 美しい老いの秘訣 229p 一般 10

田中　澄江 夫の始末 215p 一般 20

田辺　聖子 愛してよろしいですか？ 280p 一般 10

田辺　聖子 姥ざかり 231p 一般 10

田辺　聖子 源氏紙風船 240p 一般 10

田辺　聖子 千すじの黒髪 ： わが愛の与謝野晶子 366p 一般 10

田辺　聖子 ひねくれ一茶 548p 一般 20

谷川　俊太郎 みみをすます ： ひらがな長詩 180p 児童 中高 10

谷沢　永一 冠婚葬祭心得 （新潮選書） 199p 一般 10

谷村　志穂 海猫 541p 一般 20
たばた　せいいち ・
先天性四肢障害児父母の会 さっちゃんのまほうのて 1冊 児童 低 20

多和田　葉子 献灯使 265p 一般 20

多和田　葉子 地球にちりばめられて 309p 一般 20

多和田　葉子 星に仄めかされて 342p 一般 20

俵　万智 牧水の恋 290p 一般 20

團　伊玖磨 パイプのけむり ２３ さわやか 315p 一般 20

チアン，Ｊ． ワイルド・スワン　上 378p 一般 20

チアン，Ｊ． ワイルド・スワン　下 389p 一般 20

千葉　省三 とらちゃんの日記 （岩波少年文庫） 245p 児童 高㊥ 10

千葉　ともこ 震雷の人 314p 一般 20

チャぺック，Ｋ． 長い長いお医者さんの話 （岩波少年文庫） 243p 児童 中 20

趙　昌仁 カシコギ 318p 一般 20

つか　こうへい 娘に語る祖国 180p 一般 20

槻野　けい 生きていくこと 205p 児童 高 20

辻　仁成 海峡の光 159p 一般 20

辻　仁成 白仏 317p 一般 10

辻井　喬 虹の岬 266p 一般 20

辻原　登 円朝芝居噺夫婦幽霊 231p 一般 20

辻原　登 花はさくら木 367p 一般 20

辻原　登 冬の旅 357p 一般 20
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津島　佑子 かがやく水の時代 248p 一般 20

辻村　深月 朝が来る 346p 一般 20

辻村　深月 かがみの孤城 554p 一般 20

辻村　深月 鍵のない夢を見る 231p 一般 20

土家　由岐雄 かわいそうなぞう （おはなしノンフィクション絵本） 31p 児童 低 10

筒井　康隆 家族場面 202p 一般 20

筒井　康隆 わたしのグランパ 142p 一般 20

筒井　頼子 はじめてのおつかい （こどものとも傑作集） 32p 児童 低 10

角田　房子 閔妃暗殺 ： 朝鮮王朝末期の国母 368p 一般 10

角田　房子 雪椿の生涯 ： 満州武装移民の妻 404p 一般 20

角田　房子 わが祖国 ： 禹博士の運命の種 329p 一般 10

壺井　栄 坂道 （岩波少年文庫） 254p 児童 ㊥ 10

壺井　栄 母のない子と子のない母と 274p 児童 高 10

津村　記久子 ポトスライムの舟 186p 一般 20

津村　節子 遅咲きの梅 414p 一般 19

津村　節子 黒い潮 199p 一般 20

津村　節子 紅梅 171p 一般 20

津村　節子 幸福村 183p 一般 19

津村　節子 さい果て 237p 一般 20

津村　節子 智恵子飛ぶ 301p 一般 20

津村　節子 母の部屋 242p 一般 10

津村　節子 冬銀河 257p 一般 10

津村　節子 流星雨 359p 一般 20

鶴見　正夫 ぞうをください 77p 児童 低 20

出久根　達郎 むほん物語 242p 一般 20

出久根　達郎 面一本 558p 一般 20

手島　悠介 がんばれ！盲導犬サーブ ： ほんとうにあったお話 109p 児童 中 20

手島　悠介 ふしぎなかぎばあさん 76p 児童 低 20

デフォー，Ｄ． ロビンソン・クルーソー （岩波少年文庫） 279p 児童 高㊥ 10

寺村　輝夫 おしゃべりなたまごやき （日本傑作絵本シリーズ） 1冊 児童 低 10

寺村　輝夫 吉四六さん 111p 児童 低 20

寺村　輝夫 こびとのピコ 57p 児童 低 10

寺村　輝夫 ちーたーのロンボ （ちびっこ絵本） 49p 児童 低 10

寺村　輝夫 どうぶつえんができた 90p 児童 低 10
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寺村　輝夫 ぼくは王さま 185p 児童 中 10

寺村　輝夫 ミリ子は負けない 181p 児童 中 20

テルリコフスカ，Ｍ． しずくのぼうけん （世界傑作絵本シリーズ） 24p 児童 低 20

田　海燕 チべットのものいう鳥 290p 児童 ㊥ 10

天童　荒太 あふれた愛 333p 一般 20

天童　荒太 悼む人 450p 一般 20

天童　荒太 永遠の仔　上 422p 一般 10

天童　荒太 永遠の仔　下 493p 一般 10

藤堂　志津子 嘘 396p 一般 10

藤堂　志津子 桜ハウス 214p 一般 20

砥上　裕將 線は、僕を描く 317p 一般 20

時田　史郎 うらしまたろう （日本傑作絵本シリーズ） 31p 児童 低 10

富岡　多恵子 中勘助の恋 385p 一般 20

富山　和子 川は生きている ： 自然と人間 99p 児童 高 10

トラヴァース，Ｐ．Ｌ． 風にのってきたメアリーポピンズ （岩波少年文庫） 255p 児童 高 10

永井　路子 うたかたの 206p 一般 20

中川　李枝子 いやいやえん 177p 児童 低 20

中川　李枝子 おひさまはらっぱ 187p 児童 中 10

中川　李枝子 ももいろのきりん 1冊 児童 低 20

中川　李枝子 らいおんみどりの日よう日 119p 児童 低 10

長崎　源之助 ゲンのいた谷 253p 児童 高㊥ 10

長崎　源之助 小さな小さなキツネ （国土社の創作えほん） 31p 児童 低 10

長崎　源之助 ゆきごんのおくりもの （新日本出版社の絵本） 1冊 児童 低 10

中沢　けい 夜程 229p 一般 10

中島　梓 アマゾネスのように 244p 一般 10

中島　敦 李陵・山月記 （新潮文庫） 137p 一般 10

中島　京子 かたづの！ 383p 一般 20

中島　京子 小さいおうち 319p 一般 20

中島　京子 長いお別れ 263p 一般 20

中島　京子 夢見る帝国図書館 404p 一般 20

中島　らも 今夜、すべてのバーで 269p 一般 10

中島　らも 寝ずの番 262p 一般 10

なかにし　礼 長崎ぶらぶら節 291p 一般 20

中野　孝次 清貧の思想 220p 一般 20
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中村　紘子 ピアニストという蛮族がいる 278p 一般 20

中山　可穂 サイゴン・タンゴ・カフェ 327p 一般 20

中山　千夏 妹たちへの手紙 206p 児童 ㊥ 20

南木　佳士 阿弥陀堂だより 234p 一般 20

南木　佳士 草すべり 216p 一般 20

南木　佳士 ダイヤモンドダスト 203p 一般 10

凪良　ゆう 流浪の月 313p 一般 20

梨木　香歩 海うそ 190p 一般 20

夏川　草介 神様のカルテ　２ 317p 一般 20

夏樹　静子 女優Ｘ ： 伊沢蘭奢の生涯 230p 一般 20

夏樹　静子 白愁のとき 273p 一般 20

夏目　漱石 道草 （日本の文学 28） 481p 一般 10

新妻　香織 楽園に帰ろう 186p 一般 10

新美　南吉 牛をつないだつばきの木 （新美南吉童話選集） 78p 児童 高 20

新美　南吉 ごんぎつね （新美南吉童話全集 1） 352p 児童 低 10

新美　南吉 てぶくろをかいに （おはなし名作絵本） 1冊 児童 低 10

西　加奈子 円卓 190p 一般 20

西川　美和 永い言い訳 309p 一般 20

西木　正明 夢幻の山旅 333p 一般 10

新田　次郎 八甲田山死の彷徨 246p 一般 10

新田　次郎 芙蓉の人 261p 一般 20

貫井　徳郎 灰色の虹 549p 一般 20

沼田　真佑 影裏 （えいり） 94p 一般 20

ねじめ　正一 荒地の恋 312p 一般 20

ねじめ　正一 熊谷突撃商店 410p 一般 20

根津　富夫 埼玉の民話 （日本の民話 57） 225p 一般 10

ネーダーコールン　靖子
美しいままで ： オランダで安楽死を選んだ日
本女性の「心の日記」

249p 一般 20

野上　弥生子 一隅の記 ： 随筆 227p 一般 10

ノートン，Ｍ． 床下の小人たち 246p 児童 中 10

野中　柊 アンダーソン家のヨメ 228p 一般 10

野中　柊 グリーン・クリスマス 200p 一般 10

野中　久子 私は捨て子だった 174p 一般 20

乃南　アサ 二十四時間 234p 一般 20

灰谷　健次郎 兎の眼 317p 児童 ㊥ 10
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灰谷　健次郎 太陽の子 366p 児童 ㊥ 20

灰谷　健次郎 ろくべえまってろよ （みるみる絵本） 30p 児童 低 20

灰谷　健次郎 ワルのぽけっと 142p 児童 中高 10

萩原　葉子 輪廻の暦 200p 一般 20

橋本　治 黄金夜界 371p 一般 20

橋本　治 草薙の剣 347p 一般 20

橋本　長道 サラの柔らかな香車 229p 一般 20

橋本　紡 もうすぐ 386p 一般 20

橋本　ときお ひとりぼっちの政一 （少年少女教養文庫） 326p 児童 高㊥ 10

バジョーフ，Ｐ．Ｐ． 石の花 158p 児童 高 10

馳　星周 少年と犬 308p 一般 20

羽田　圭介 スクラップ・アンド・ビルド 121p 一般 20

畠中　恵 ねこのばば 246p 一般 20

バートン，Ｖ．Ｌ． いたずらきかんしゃちゅうちゅう （世界傑作絵本シリーズ） 1冊 児童 低 10

バートン，Ｖ．Ｌ． せいめいのれきし 76p 児童 高 20

バートン，Ｖ．Ｌ． ちいさいおうち 1冊 児童 低 10

花村　萬月 皆月 323p 一般 20

バーネット，Ｆ．Ｅ．Ｈ． 小公子 （岩波少年文庫） 348p 児童 高 10

帚木　蓬生 三たびの海峡 354p 一般 20

葉室　麟 玄鳥さりて 246p 一般 20

葉室　麟 蜩 （ひぐらし） ノ記 327p 一般 20

林　望 イギリスはおいしい 252p 一般 10

林　真理子 女文士 308p 一般 20

林　真理子 最終便に間に合えば 219p 一般 20

林　真理子 小説８０５０ （はちまるごまる） 397p 一般 20

林　真理子 本を読む女 236p 一般 20

早船　ちよ キューポラのある街 229p 児童 ㊥ 10

早見　和真 ザ・ロイヤルファミリー 504p 一般 20

原田　一美 ホタルの歌 （動物の記録 1） 199p 児童 高㊥ 10

原田　マハ 美しき愚かものたちのタブロー 441p 一般 20

原田　マハ たゆたえども沈まず 408p 一般 20

原田　康子 蝋涙 215p 一般 10

パンク＝ヤシ，Ｄ． もりのようふくや （世界傑作絵本シリーズ） 1冊 児童 低 10

坂東　眞砂子 山妣 （やまはは） 488p 一般 20
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バンナーマン，Ｈ． ちびくろ・さんぼ （おはなし絵文庫） 60p 児童 低 20

半村　良 雨やどり ： 新宿馬鹿物語 １ 272p 一般 10

半村　良 晴れた空　上 541p 一般 10

半村　良 晴れた空　下 564p 一般 10

ピアス，Ａ．Ｐ． サティン入江のなぞ 291p 児童 高 20

ピアス，Ａ．Ｐ． まぼろしの小さい犬 247p 児童 高 20

ビアンキ，Ｖ． もりのなかまたち （ビアンキのこども動物記 1） 124p 児童 中 10

東野　圭吾 トキオ 414p 一般 20

東野　圭吾 秘密 415p 一般 20

東野　圭吾 夜明けの街で 336p 一般 20

東山　彰良 流 （りゅう） 403p 一般 20

樋口　恵子 私の青春ノート ： 愛のメッセージ 244p 児童 ㊥ 10

ビーゲル，Ｐ． 小さな船長の大ぼうけん 225p 児童 中 10

久田　恵 母のいる場所 ： シルバーヴィラ向山物語 261p 一般 20

日野　啓三 断崖の年 181p 一般 20

日野原　重明 生きかた上手 236p 一般 20

日野原　重明 新生きかた上手 237p 一般 20

姫野　カオルコ 昭和の犬 307p 一般 20

平岩　弓枝 魚の棲む城 492p 一般 20

平岡　泰博 虎山へ 262p 一般 20

平塚　武二 馬ぬすびと 61p 児童 中 10

平塚　武二 玉虫厨子の物語 （少年少女学研文庫） 213p 児童 高 10

廣川　まさき ウーマンアローン 252p 一般 20

ファージョン，Ｅ． 年とったばあやのお話かご （ファージョン作品集 1） 182p 児童 中 10

ファージョン，Ｅ． ムギと王さま （ファージョン作品集 3） 470p 児童 高 10

フィッシャー，Ｈ． こねこのぴっち 1冊 児童 低 10

フェルト，Ｆ． きかんしゃ１４１４ 128p 児童 中 10

深沢　正策 エジソン （世界伝記全集 1） 222p 児童 高 10

福永　武彦 古事記物語 （岩波少年文庫） 295p 児童 高 10

藤井　旭 星になったチロ 206p 児童 高 10

藤岡　陽子 トライアウト 280p 一般 20

藤岡　陽子 晴れたらいいね 242p 一般 20

藤沢　周平 市塵 409p 一般 20

藤沢　周平 白き瓶 ： 小説・長塚節 501p 一般 20
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藤田　宜永 愛の領分 394p 一般 20

藤野　千夜 主婦と恋愛 248p 一般 20

藤野　千夜 夏の約束 152p 一般 10

藤原　てい わが夫新田次郎 214p 一般 20

舟崎　克彦 雨の動物園 ： 私の博物誌 210p 児童 高 10

ブラウン，Ｍ． せかい１おいしいスープ ： あるむかしばなし 1冊 児童 低 10

フランク，Ａ． アンネの日記 318p 一般 10

ブリスリー，Ｊ．Ｌ． ミリー・モリー・マンデーのおはなし 194p 児童 低 10

プリョイセン，Ａ． 小さなスプーンおばさん 166p 児童 中 20

古井　由吉 聖耳 （せいじ） 265p 一般 20

古井　由吉 白髪の唄 384p 一般 20

古川　真人 背高泡立草 143p 一般 20

古田　足日（ふるた　たるひ） 大きい１年生と小さな２年生 166p 児童 低 10

古田　足日（ふるた　たるひ） おしいれのぼうけん （絵本ぼくたち子どもだ） 77p 児童 低 10

古田　足日（ふるた　たるひ） 宿題ひきうけ株式会社 201p 児童 高 20

古田　足日（ふるた　たるひ） モグラ原っぱのなかまたち 169p 児童 中高 10

古矢　一穂 野の草花 35p 児童 低 20

プロイスラー，Ｏ． 大どろぼうホッツェンプロッツ 184p 児童 中高 10

プロイスラー，Ｏ． 小さい魔女 190p 児童 中 20

べスコフ，Ｅ． ぺレのあたらしいふく （世界傑作絵本シリーズ） 1冊 児童 低 20

へルツィーコバー，I． しりたがりやのこいぬとおひさま （新訳えほん） 31p 児童 低 10

へンツ，Ｚ． アルプスのきょうだい 1冊 児童 中 10

彭　見明 山の郵便配達 214p 一般 20

ホガード，Ｅ．Ｃ． 小さな魚 271p 児童 ㊥ 10

星野　智幸 夜は終わらない 552p 一般 20

ボストン，Ｌ．Ｍ． グリーン・ノウのお客さま 241p 児童 高 10

ボヤンヒシグ 懐情の原形 ： ナラン （日本） への置き手紙 124p 一般 20

堀江　敏幸 なずな 436p 一般 20

堀江　敏幸 未見坂 245p 一般 20

ボルクマン，Ｔ． あるきだした小さな木 （世界のカラーどうわ） 67p 児童 低 10

ボンド，Ｍ． くまのパディントン 209p 児童 中 20

槇　皓志 しろいさぎしろいわた （どうわ絵本） 1冊 児童 低 10

万城目　学 偉大なる、しゅららぼん 548p 一般 20

万城目　学 かのこちゃんとマドレーヌ夫人 （ちくまプリマー新書） 234p 一般 20
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増田　みず子 空から来るもの 223p 一般 20

増田　みず子 風道 （ふうどう） 248p 一般 20

マーズデン，J． 話すことがたくさんあるの… 205p 児童 中 10

又吉　直樹 火花 148p 一般 20

マチーセン，Ｅ． あおい目のこねこ 1冊 児童 低 10

町田　その子 ５２ヘルツのクジラたち 260p 一般 20

松井　今朝子 仲蔵狂乱 336p 一般 20

松居　直 だいくとおにろく （こどものとも傑作集） 27p 児童 低 10

松居　直 ももたろう （世界傑作絵本シリーズ） 1冊 児童 中 10

松家　仁之 沈むフランシス 184p 一般 20

松家　仁之 光の犬 441p 一般 20

松浦　寿輝 川の光 389p 一般 20

松岡　享子 なぞなぞのすきな女の子 61p 児童 低 20

マックロスキー，Ｒ． かもさんおとおり （世界傑作絵本シリーズ） 1冊 児童 低 20

松田　道雄 幸運な医者 146p 一般 10

松谷　みよ子 かちかち山 （むかしむかし絵本） 1冊 児童 低 10

松谷　みよ子 コッぺパンはきつねいろ 130p 児童 中 10

松谷　みよ子 龍の子太郎 （松谷みよ子全集 5） 174p 児童 中 20

松谷　みよ子 ちいさいモモちゃん 161p 児童 中 20

松谷　みよ子 ふたりのイーダ 210p 児童 高 10

松谷　みよ子 まえがみ太郎 169p 児童 中 10

松谷　みよ子 モモちゃんとアカネちゃん 189p 児童 低中 20

松谷　みよ子 やまんばのにしき 1冊 児童 低 10

松本　清張 或る「小倉日記」伝 （松本清張全集 35） 536p 一般 10

松本　侑子 恋の蛍 ： 山崎富栄と太宰治 363p 一般 20

松谷　富彦 公害のはなし ： むしばまれゆく地球 246p 児童 ㊥ 10

間所　ひさこ リコはおかあさん 120p 児童 中 10

マヒー，Ｍ． めざめれば魔女 389p 児童 ㊥ 20

マルシャーク，Ｓ． 森は生きている （岩波少年文庫） 209p 児童 高㊥ 10

丸谷　才一 女ざかり 436p 一般 20

丸谷　才一 横しぐれ 282p 一般 10

丸山　健二 貝の帆 565p 一般 20

三浦　綾子 青い棘 381p 一般 20

三浦　綾子 命ある限り 288p 一般 20
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三浦　綾子 塩狩峠 353p 一般 20

三浦　綾子 銃口　上 341p 一般 10

三浦　綾子 銃口　下 317p 一般 10

三浦　綾子 千利休とその妻たち 360p 一般 19

三浦　綾子 母 212p 一般 20

三浦　綾子 細川ガラシャ夫人 383p 一般 10

三浦　綾子 雪のアルバム 205p 一般 20

三浦　しをん 愛なき世界 447p 一般 20

三浦　しをん 風が強く吹いている 507p 一般 20

三浦　しをん 神去なあなあ日常 290p 一般 20

三浦　しをん ののはな通信 448p 一般 20

三浦　しをん 仏果を得ず 284p 一般 20

三浦　しをん 舟を編む 259p 一般 20

三浦　哲郎 曠野の妻 319p 一般 10

三浦　恵 音符 133p 一般 10

三木　卓 イヌのヒロシ 139p 児童 中 20

三木　卓 Ｋ 226p 一般 20

三木　卓 生還の記 ： 心筋梗塞に襲われて 249p 一般 20

三木　卓 となりの女 211p 一般 20

三木　卓 ボディ・シャンプー 213p 一般 10

三国　美千子 いかれころ 152p 一般 20

三島　由紀夫 金閣寺 （日本の文学 84） 489p 一般 10

水村　美苗 母の遺産 ： 新聞小説 524p 一般 20

道尾　秀介 月と蟹 333p 一般 20

水上　勉 飢餓海峡 485p 一般 10

皆川　博子 死の泉 435p 一般 19

宮尾　登美子 一絃の琴 369p 一般 20

宮尾　登美子 女のあしおと 265p 一般 10

宮尾　登美子 寒椿 289p 一般 10

宮尾　登美子 伽羅の香 378p 一般 20

宮尾　登美子 蔵　上 357p 一般 10

宮尾　登美子 蔵　下 329p 一般 10

宮尾　登美子 天涯の花 443p 一般 20

宮尾　登美子 仁淀川 317p 一般 20
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宮尾　登美子 母のたもと 247p 一般 10

宮川　ひろ 先生のつうしんぼ 166p 児童 中 9

宮川　ひろ 春駒のうた 210p 児童 中 10

宮川　ひろ 夜のかげぼうし 227p 児童 高 10

宮川　ひろ るすばん先生 128p 児童 中 10

宮城谷　昌光 玉人 212p 一般 10

宮子　あずさ やさしい血 ： ナースステーションからの伝言 241p 一般 10

宮沢　賢治 風の又三郎 （宮沢賢治童話集 1） 330p 児童 高 10

宮沢　賢治 銀河鉄道の夜 （宮沢賢治童話集 2） 314p 児童 高㊥ 10

宮沢　賢治 セロひきのゴーシュ 56p 児童 中 10

宮沢　賢治 よだかの星 （宮沢賢治童話全集 5） 157p 児童 高 10

宮澤　清六 兄のトランク 241p 一般 10

宮下　奈都 羊と鋼の森 243p 一般 20

宮部　みゆき 名もなき毒 489p 一般 20

宮部　みゆき 火車 358p 一般 19

宮部　みゆき ぼんくら 513p 一般 20

宮部　みゆき 理由 573p 一般 10

宮本　輝 朝の歓び　上 357p 一般 20

宮本　輝 朝の歓び　下 325p 一般 20

宮本　輝 錦繍 209p 一般 10

宮本　輝 幻の光 153p 一般 20

宮本　輝 胸の香り 196p 一般 20

宮本　まき子 シャキッとしなさい！ニッポンの親たち 221p 一般 10

宮脇　紀雄 野口英世 196p 児童 中 10

宮脇　紀雄
ヘレン・ケラー　塙保己一　宮城道雄
（母と子の世界偉人物語　12）

188p 児童 中 10

ミラー，Ａ． ジェインのもうふ ： アメリカのどうわ 70p 児童 低 20

三輪　裕子 パパさんの庭 ： 洋平のバンクーバー日記 177p 児童 中高 10

椋　鳩十 お日さまのうた （椋鳩十・梶山俊夫ものがたり絵本） 1冊 児童 低 10

椋　鳩十 ぎんいろの巣 61p 児童 中 10

椋　鳩十 白い鳥 （おはなし名作絵本） 35p 児童 低 10

椋　鳩十 月の輪グマ 206p 児童 中 10

椋　鳩十 どうぞかんべん 44p 児童 低 10

椋　鳩十 マヤの一生 97p 児童 高 20

向田　邦子 あ・うん 243p 一般 10
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向田　邦子 思い出トランプ 230p 一般 20

向田　邦子 隣りの女 253p 一般 10

村上　春樹 アフター・ダーク 288p 一般 20

村上　春樹 神の子どもたちはみな踊る 201p 一般 20

村上　春樹 国境の南、太陽の西 294p 一般 20

村上　春樹 色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年 370p 一般 20

村上　春樹 スプートニクの恋人 309p 一般 20

村上　春樹 東京奇譚集 210p 一般 20

村上　春樹 バースデイ・ストーリーズ 242p 一般 20

村上　春樹 羊をめぐる冒険 405p 一般 10

村田　喜代子 あなたと共に逝きましょう 251p 一般 20

村田　喜代子 姉の島 242p 一般 20

村田　喜代子 お化けだぞう 477p 一般 20

村田　喜代子 鍋の中 235p 一般 20

村田　喜代子 花野 245p 一般 20

村田　喜代子 飛族 212p 一般 20

村田　喜代子 人が見たら蛙に化 （な） れ 544p 一般 10

村田　喜代子 望潮 212p 一般 10

村田　喜代子 屋根屋 307p 一般 20

村田　喜代子 ゆうじょこう 317p 一般 20

村田　喜代子 龍秘御天歌 （りゅうひぎょてんか） 266p 一般 20

村田　喜代子 蕨野行 221p 一般 10

村田　沙耶香 コンビニ人間 151p 一般 20

村山　由佳 星々の舟 389p 一般 20

室生　犀星 室生犀星集 （新潮日本文学 13） 438p 一般 10

本谷　有希子 異類婚姻譚 166p 一般 20

森　敦 月山 209p 一般 10

森　絵都 出会いなおし 230p 一般 20

森　絵都 みかづき 467p 一般 20

森　瑤子 傷 206p 一般 10

盛田　隆二 サウダージ 201p 一般 20

森見　登美彦 聖なる怠け者の冒険 339p 一般 20

森見　登美彦 夜行 253p 一般 20

諸田　玲子 月を吐く 406p 一般 20
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モンゴメリ，Ｌ．Ｍ． 赤毛のアン （赤毛のアンシリーズ 1） 334p 児童 ㊥ 20

八百板　洋子 ソフィアの白いバラ 421p 一般 20

薬丸　岳 誓約 321p 一般 20

薬丸　岳 天使のナイフ 350p 一般 20

八島　太郎 からすたろう 35p 児童 低 10

柳沢　桂子 ふたたびの生 182p 一般 20

柳田　邦男 犠牲 （サクリファイス） ： わが息子・脳死の１１日 253p 一般 20

柳田　邦男 砂漠でみつけた一冊の絵本 212p 一般 20

ヤノッシュ くまのサーカスザンパーノ 1冊 児童 低 20

山口　裕一 白い川の白い町 219p 児童 高 10

山口　洋子 演歌の虫 240p 一般 10

山崎　えり子 節約生活のススメ 216p 一般 20

山崎　章郎 病院で死ぬということ　[正] 223p 一般 10

山崎　章郎 病院で死ぬということ　続 230p 一般 10

山下　明生 しっぽなしさん 85p 児童 低 10

山田　詠美 学問 292p 一般 20

山田　詠美 風味絶佳 237p 一般 20

山田　詠美 ぼくは勉強ができない 235p 一般 20

山田　太一 終りに見た街 248p 一般 10

山田　太一 岸辺のアルバム 455p 一般 10

山田　太一 空也上人がいた 155p 一般 20

山田　太一 冬の蜃気楼 270p 一般 20

山本　一力 あかね空 365p 一般 20

山本　一力 かんじき飛脚 398p 一般 20

山本　一力 銭売り賽蔵 392p 一般 20

山本　音也 ひとは化けもんわれも化けもん 246p 一般 20

山本　兼一 利休にたずねよ 418p 一般 20

山本　茂実 野麦峠をこえて （ポプラ社の創作絵本） 35p 児童 低 20

山本　周五郎 青べか物語 （山本周五郎小説全集 14） 259p 一般 10

山本　文緒 アカペラ 254p 一般 20

山本　文緒 なぎさ 371p 一般 20

山本　文緒 プラナリア 266p 一般 20

山本　昌代 顔 202p 一般 20

山本　昌代 三世桂三木助 239p 一般 20
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山本　安英 女優という仕事 （岩波新書） 246p 一般 20

山本　有三 路傍の石 302p 児童 ㊥ 10

楊　逸 （ヤン　イー） 獅子頭 （シーズトォ） 452p 一般 20

ヤンソン，Ｔ． たのしいムーミン一家 （トーベ・ヤンソン全集 1） 274p 児童 中 10

柳　美里 （ユウ　ミリ） ゴールドラッシュ 323p 一般 20

柳　美里 （ユウ　ミリ） ＪＲ上野駅公園口 187p 一般 20

唯川　恵 一瞬でいい 477p 一般 20

唯川　恵 淳子のてっぺん 435p 一般 20

ユゴー，Ｖ． ああ無情 334p 児童 高 20

柚木　麻子 ナイルパーチの女子会 352p 一般 20

柚木　麻子 ＢＵＴＴＥＲ （バター） 460p 一般 20

夢枕　獏 大江戸火龍改 279p 一般 20

養老　孟司 バカの壁 （新潮新書） 204p 一般 20

横谷 　輝 べートーべン 158p 児童 中 10

横山　秀夫 震度０ 410p 一般 20

吉川　潮 浮かれ三亀松 370p 一般 10

吉田　甲子太郎 秋空晴れて 77p 児童 中 10

吉田　修一 悪人 420p 一般 20

吉田　修一 長崎乱楽坂 206p 一般 20

吉田　修一 日曜日たち 196p 一般 20

吉田　とし 家族 411p 児童 ㊥ 20

吉田　知子 飛鳥の風 ： 持統女帝 281p 一般 20

吉田　直哉 敗戦野菊をわたる風 233p 一般 20

吉永　みち子 子供を蝕む家族病 301p 一般 20

吉野　源三郎 エイブ・リンカーン （岩波少年文庫） 347p 児童 高㊥ 20

吉野　光 撃壌歌 （げきじょうか） 253p 一般 10

吉村　昭 仮釈放 263p 一般 10

吉村　昭 黒船 379p 一般 10

吉村　昭 再婚 243p 一般 19

吉村　昭 生麦事件 423p 一般 20

吉村　昭 プリズンの満月 219p 一般 20

吉村　昭 法師蝉 195p 一般 20

吉村　昭 落日の宴 ： 勘定奉行川路聖謨 449p 一般 20

吉目木　晴彦 誇り高き人々 209p 一般 10
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吉本　ばなな キッチン 226p 一般 10

吉本　ばなな 白河夜船 211p 一般 10

吉行　淳之介 鞄の中身 240p 一般 20

米原　万里 嘘つきアーニャの真っ赤な真実 283p 一般 20

ヨンソン，Ｒ． 小さなバイキング 252p 児童 高 20

ラダ，Ｊ． きつねものがたり 163p 児童 低 10

ラチョフ，Ｅ．Ｍ． てぶくろ ： ウクライナの民話 （世界傑作絵本シリーズ） 16p 児童 低 20

ラチョフ，Ｅ．Ｍ． マーシャとくま ： ロシア民話 （世界傑作絵本シリーズ） 1冊 児童 低 10

ラヒリ，Ｊ． 停電の夜に 267p 一般 20

ラモリス，Ａ． あかいふうせん （いわさきちひろの絵本） 1冊 児童 低中 10

リードバンクス，Ｌ． リトルベアー ： 小さなインディアンの秘密 234p 児童 高㊥ 10

リトル，Ｊ． ぶきっちょアンナのおくりもの 276p 児童 低 20

リービ　英雄 天路 189p 一般 20

リーフ，Ｍ． はなのすきなうし 1冊 児童 低 10

リンデ，Ｇ． ひみつの白い石 283p 児童 中高 20

リンドグレーン，Ａ． さわぎや通りの子どもたち 151p 児童 中 10

リンドグレーン，Ａ． 長くつ下のピッピ （リンドグレーン作品集 1） 262p 児童 中 10

リンドグレーン，Ａ． 名探偵カツレくん （リンドグレーン作品集 8） 230p 児童 高 10

リンドグレーン，Ａ． やかまし村の子どもたち （リンドグレーン作品集 4） 196p 児童 高 20

ルイス，C．Ｓ． ライオンと魔女 （ナルニア国ものがたり 1） 252p 児童 高 20

ル・グウィン，Ｕ．Ｋ． 影との戦い （ゲド戦記 Ⅰ） 278p 児童 ㊥ 10

ル・グウィン，Ｕ．Ｋ． 帰還 （ゲド戦記 最後の書） 347p 児童 ㊥ 10

ル・グウィン，Ｕ．Ｋ． こわれた腕環 （ゲド戦記 Ⅱ） 227p 児童 ㊥ 10

ル・グウィン，Ｕ．Ｋ． さいはての島へ （ゲド戦記 Ⅲ） 319p 児童 ㊥ 10

ルトヘルス・ファンデル・ルフ，Ａ． われらの村がしずむ 304p 児童 高㊥ 10

レイ，Ｈ．Ａ． ひとまねこざる 1冊 児童 低 10

レオニ，Ｌ． うさぎたちのにわ ： りんごのすきなうさぎのはなし 1冊 児童 低 20

レオニ，Ｌ． スイミー 1冊 児童 低 20

連城　三紀彦 恋文 213p 一般 20

ロフティング，Ｈ． ドリトル先生アフリカゆき （ドリトル先生物語全集 2） 331p 児童 中 10

ロフティング，Ｈ． ドリトル先生航海記 （ドリトル先生物語全集 1） 243p 児童 中 20

ローベ，Ｍ． りんごの木の上のおばあさん 188p 児童 中 10

ローべル，Ａ． ふたりはともだち 64p 児童 低 20

ワイルダー，Ｌ．Ｉ． 大きな森の小さな家 （インガルス一家の物語 1） 254p 児童 高 20
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ワイルダー，Ｌ．Ｉ． 大草原の小さな家 （インガルス一家の物語 2） 406p 児童 高 10

若竹　千佐子 おらおらでひとりいぐも 164p 一般 20

和田　竜 のぼうの城 333p 一般 20

渡辺　茂男 しょうぼうじどうしゃじぷた （こどものとも傑作集） 27p 児童 低 20

渡辺　茂男 ふたごのでんしゃ 90p 児童 低 10
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