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番号 種類 資　料　情　報 請求記号 資料番号

1 一般○茨 狩人たち　薄井 ゆうじ(1949ー)／著　双葉社　1998.6　20cm　428p ｲ913/ｳｽ/ 001000028017

2 一般○茨
もてない男　　（ちくま新書 186）　小谷野 敦(1962ー)／著　筑摩書房
1999.1　18cm　199p

ｲ904/ｺﾔ/ 001000082097

3 一般○茨
独酌余滴　多田 富雄(1934ー2010)／著　朝日新聞社　c1999　22cm
250p

ｲ914/ﾀﾀﾞ/ 001000157675

4 一般○茨 8年　堂場 瞬一(1963ー)／著　集英社　2001.1　20cm　301p ｲ913/ﾄﾞｳ/ 001000337731

5 一般○茨
聖母のいない国　小谷野 敦(1962ー)／著　青土社　2002.5　20cm
247,3p

ｲ904.3/ｺﾔ/ 001000497873

6 一般○茨
アイオーン　　（ハヤカワSFシリーズJコレクション）　高野 史緒／著　早
川書房　2002.10　19cm　389p

ｲ913/ﾀｶ/ 001000555464

7 一般○茨 流行歌　吉川 潮／著　新潮社　2004.9　20cm　342p ｲ913/ﾖｼ/ 001000806396

8 一般書 転落　粕谷 栄市(1934ー)／著　思潮社　2004.10　23cm　153p 911.5/ｶｽ/ 001000863884

9 一般書 鄙唄　粕谷 栄市(1934ー)／著　書肆山田　2004.10　22cm　151p 911.5/ｶｽ/ 001000864445

10 一般書
この国が忘れていた正義　　（文春新書 582）　中嶋 博行(1955ー)／著
文芸春秋　2007.7　18cm　185p

326.3/ﾅｶ/ 001001100641

11 一般○茨 樹の上の草魚　薄井 ゆうじ(1949ー)／著　講談社　1993.8　20cm　286p ｲ913/ｳｽ/ 001050510583

12 一般○茨 帰郷　海老沢 泰久(1950ー2009)／著　文芸春秋　1994.3　20cm　253p ｲ913/ｴﾋﾞ/ 001050558111

13 一般○茨 透明な方舟　薄井 ゆうじ(1949ー)／著　講談社　1995.4　20cm　255p ｲ913/ｳｽ/ 001050576162

14 一般○茨 無明の蝶　出久根 達郎／著　講談社　1990.10　20cm　230p ｲ913/ﾃﾞｸ/ 001050578135

15 一般○茨 星の感触　薄井 ゆうじ(1949ー)／著　講談社　1994.3　20cm　262p ｲ913/ｳｽ/ 001050616505

16 一般○茨
美味礼讃　海老沢 泰久(1950ー2009)／著　文芸春秋　1992.3　20cm
393p

ｲ913/ｴﾋﾞ/ 001050650660

17 一般○茨
孤立無援の名誉　海老沢 泰久(1950ー2009)／著　講談社　1989.11
20cm　248p

ｲ913/ｴﾋﾞ/ 001050664174

18 一般○茨 佃島ふたり書房　出久根 達郎／著　講談社　1992.10　20cm　292p ｲ913/ﾃﾞｸ/ 001050750700

19 一般書 雲と風と　永井 路子／著　中央公論社　1987.5　20cm　341p 913.6/10034/ 001050752094

20 一般○茨 裂けた箱舟　小林 久三／〔著〕　角川書店　1976　20cm　330p ｲ913/ｺﾊﾞ/ 001050832888
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21 一般○茨 黒衣の映画祭　小林 久三／〔著〕　講談社　1977　20cm　233p ｲ913/ｺﾊﾞ/ 001051016234

22 一般書 朱なる十字架　永井 路子／著　文芸春秋　1980　19cm　266p 913.6/6377/ 001051055422

23 一般○茨 暗黒告知　小林 久三／著　講談社　1978　20cm　323p ｲ913/ｺﾊﾞ/ 001051099958

24 一般書 炎環　永井 路子／〔著〕　光風社書店　1979　19cm　280p 913.6/4319/+2 001051143178

25 一般書
F1地上の夢　海老沢 泰久(1950ー2009)／〔著〕　朝日新聞社　1987.2
20cm　455p

788/99/ 001051296414

26 一般○茨 江戸前の男　吉川 潮／著　新潮社　1996.5　20cm　419p ｲ913/ﾖｼ/ 001051378337

27 一般書 嬉遊曲、鳴りやまず　中丸 美繪／著　新潮社　1996.7　20cm　363p 762/604/ 001051457545

28 一般○茨 本のお口よごしですが　出久根 達郎／著　講談社　1991.7　20cm　241p ｲ914/ﾃﾞｸ/ 001051592317

29 一般書
免疫の意味論　多田 富雄(1934ー2010)／著　青土社　1993.4　20cm
236p

491/447/ 001051609095

30 一般○茨 田舎町の肖像　佐賀 純一／文　図書出版社　1993.4　20cm　477p ｲ382.2/ﾂﾁ/ 001051799748

31 一般○茨 岡倉天心　大久保 喬樹(1946ー)／著　小沢書店　1987.12　20cm　329p ｲ721.011/19/ 001051802211

32 一般書
衣裳哲学　　（個性叢書 第57篇）　沖 ななも／著　不識書院　1982
22cm　175p

911.16/364/ 001051878914

33 一般○茨 ムジカ・マキーナ　高野 史緒／著　新潮社　1995.7　20cm　356p ｲ913/ﾀｶ/ 001052028006

34 一般書
偽史冒険世界　長山 靖生(1962ー)／著　筑摩書房　1996.6　20cm
219p

019/392/ 001052156559

35 一般○茨 玄猿　星野 徹／著　沖積舎　1979.6　22cm　71p ｲ911.5/ﾎｼ/ 001052509070

36 一般○茨 新川和江全詩集　新川 和江／著　花神社　2000.4　23cm　748p ｲ911.5/ｼﾝ/ 001052815352

37 一般○茨
一路平安　真殿 皎(1927ー)／著　真殿皎詩集刊行会　1981.12　19cm
236p

ｲ911.5/ﾏﾄﾞ/ 001052957931

38 一般○茨 プリズムの夏　関口 尚(1972ー)／著　集英社　2003.1　20cm　181p ｲ913/ｾｷ/ 001053080352

39 一般○茨
くじらの降る森　薄井 ゆうじ(1949ー)／著　徳間書店　1991.12　20cm
314p

ｲ913/ｳｽ/ 001053321640

40 一般○茨
F2グランプリ　海老沢 泰久(1950ー2009)／著　新潮社　1981.11　20cm
222p

ｲ913/ｴﾋﾞ/ 001053349450

41 一般○茨
違法弁護　　（講談社文庫）　中嶋 博行／〔著〕　講談社　1998.11　15cm
443p

ｲ913/ﾅｶ/ 001053383566

42 一般○茨
検察捜査　　（講談社文庫）　中嶋 博行／〔著〕　講談社　1997.7　15cm
373p

ｲ913/ﾅｶ/ 001053383616
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43 一般○茨
司法戦争　　（講談社文庫）　中嶋 博行／著　講談社　2001.6　15cm
705p

ｲ913/ﾅｶ/ 001053383657

44 一般○茨
皇帝のいない八月　　（新風舎文庫）　小林 久三／著　新風舎　2004.4
15cm　370p

ｲ913/ｺﾊﾞ/ 001053390447

45 一般○茨 空をつかむまで　関口 尚(1972ー)／著　集英社　2006.4　20cm　294p ｲ913/ｾｷ/ 001053416853

46 一般書
君に書かずにはいられない　中丸 美繪／著　白水社　2006.1　20cm
222p

289.1/ｼﾉ/ 001053434724

47 一般書 軍人宰相列伝　小林 久三／著　光人社　2003.2　20cm　262p 312.1/ｺﾊﾞ/ 001053445621

48 一般書
永井路子歴史小説全集　1　永井 路子／著　中央公論社　1994.10
20cm　493p

913.6/ﾅｶﾞ/1 001053455067

49 一般書
永井路子歴史小説全集　5　永井 路子／著　中央公論社　1995.2
20cm　809p

913.6/ﾅｶﾞ/5 001053455109

50 一般書
永井路子歴史小説全集　13　永井 路子／著　中央公論社　1995.10
20cm　565p

913.6/ﾅｶﾞ/13 001053455182

51 一般○茨
君を守りたい　中嶋 博行(1955ー)／著　朝日新聞社　2006.9　19cm
189p

ｲ372.0/9/ 001053472369

52 一般○茨
エウラキロン　　（塔二十一世紀叢書 第51篇）　真中 朋久(1964ー)／著
雁書館　2004.7　22cm　182p

ｲ911.1/ﾏﾅ/ 001053515092

53 一般○茨
茶の本の100年　アン・ニシムラ・モース／執筆　小学館スクウェア
2007.8　22cm　231p 図版8枚

ｲ721.011/44/ 001053594212

54 一般書 岩倉具視　永井 路子／著　文芸春秋　2008.3　20cm　251p 913.6/ﾅｶﾞ/ 001053661276

55 一般書 シグナル　関口 尚(1972ー)／著　幻冬舎　2008.2　20cm　343p 913.6/ｾｷ/ 001053661292

56 一般○茨
赤い星　　（ハヤカワSFシリーズJコレクション）　高野 史緒(1966ー)／著
早川書房　2008.8　19cm　298p

ｲ913/ﾀｶ/ 001053696249

57 一般書
オーケストラ、それは我なり　中丸 美繪／著　文芸春秋　2008.9　20cm
325p

762.1/ﾅｶ/ 001053700785

58 一般○茨 チーム　堂場 瞬一(1963ー)／著　実業之日本社　2008.10　20cm　312p ｲ913/ﾄﾞｳ/ 001053709646

59 一般○茨
レッド・デッド・ライン　吉来 駿作(1957ー)／著　幻冬舎　2009.2　20cm
270p

ｲ913/ｷﾗ/ 001053738413

60 一般書
重力　　（塔21世紀叢書 第135篇）　真中 朋久(1964ー)／著　青磁社
2009.2　22cm　198p

911.16/ﾏﾅ/ 001053747984

61 一般○茨 詩が生まれるとき　新川 和江／著　みすず書房　2009.5　20cm　229p ｲ910.31/ｼﾝ/ 001053752240

62 一般○茨 残夢整理　多田 富雄(1934ー2010)／著　新潮社　2010.6　20cm　228p ｲ914/ﾀﾀﾞ/ 001053887855

63 一般○茨
アナザーフェイス　　（文春文庫 と24-1）　堂場 瞬一(1963ー)／著　文芸
春秋　2010.7　16cm　428p

ｲ913/ﾄﾞｳ/ 001053897722

64 一般○茨 母子寮前　小谷野 敦(1962ー)／著　文芸春秋　2010.12　20cm　166p ｲ913/ｺﾔ/ 001053956148

65 一般○茨
無用庵隠居修行　　（文春文庫 え4-15）　海老沢 泰久(1950ー2009)／
著　文芸春秋　2010.8　16cm　382p

ｲ913/ｴﾋﾞ/ 001053969190



番号 種類 資　料　情　報 請求記号 資料番号

66 一般○茨 はとの神様　関口 尚(1972ー)／著　集英社　2011.4　19cm　293p ｲ913/ｾｷ/ 001053977540

67 一般○茨
カラマーゾフの妹　高野 史緒(1966ー)／著　講談社　2012.8　20cm
312p

ｲ913/ﾀｶ/ 001054102569

68 一般○茨
さあ、地獄へ堕ちよう　菅原 和也(1988ー)／著　角川書店　2012.9
20cm　334p

ｲ913/ｽｶﾞ/ 001054118946

69 一般○茨 季節の楽章　沖 ななも(1945ー)／著　本阿弥書店　2012.9　19cm　223p ｲ911.1/ｵｷ/ 001054144025

70 一般書 談志歳時記　吉川 潮／著　新潮社　2012.11　20cm　308p 779.1/ﾖｼ/ 001054144777

71 一般○茨
ヴェネツィアの恋人　高野 史緒(1966ー)／著　河出書房新社　2013.2
20cm　312p

ｲ913/ﾀｶ/ 001054148448

72 一般○茨
検証捜査　　（集英社文庫 と23-5）　堂場 瞬一(1963ー)／著　集英社
2013.7　16cm　523p

ｲ913/ﾄﾞｳ/ 001054167646

73 一般○茨 CUT　菅原 和也(1988ー)／著　角川書店　2013.8　20cm　281p ｲ913/ｽｶﾞ/ 001054175466

74 一般○茨 火男　吉来 駿作(1957ー)／著　朝日新聞出版　2013.12　20cm　256p ｲ913/ｷﾗ/ 001054197338

75 一般○茨 半分コ　出久根 達郎／著　三月書房　2014.7　15cm　331p ｲ913/ﾃﾞｸ/ 001054237738

76 一般○茨
柩の中の狂騒　菅原 和也(1988ー)／著　KADOKAWA　2014.8　19cm
348p

ｲ913/ｽｶﾞ/ 001054244197

77 一般○茨 レミングスの夏　竹吉 優輔(1980ー)／著　講談社　2014.9　19cm　316p ｲ913/ﾀｹ/ 001054244254

78 一般○茨 薔薇水その他　星野 徹／著　国文社　2014.8　20cm　480p ｲ914/ﾎｼ/ 001054245962

79 一般○茨
警察(サツ)回りの夏　堂場 瞬一(1963ー)／著　集英社　2014.9　20cm
436p

ｲ913/ﾄﾞｳ/ 001054249840

80 一般書
デッド・オア・アライヴ　薬丸 岳(1969ー)／著　講談社　2013.12　19cm
352p

913.6/ﾔｸ/ 001054253966

81 一般○茨
神様の裏の顔　藤崎 翔(1985ー)／著　KADOKAWA　2014.9　19cm
357p

ｲ913/ﾌｼﾞ/ 001054262405

82 一般○茨
複合捜査　　（集英社文庫 と23-6）　堂場 瞬一(1963ー)／著　集英社
2014.12　16cm　503p

ｲ913/ﾄﾞｳ/ 001054267065

83 一般○茨 本と暮らせば　出久根 達郎／著　草思社　2014.12　20cm　261p ｲ914/ﾃﾞｸ/ 001054267081

84 一般○茨 人生案内　出久根 達郎／著　白水社　2015.3　21cm　287p ｲ914/ﾃﾞｸ/ 001054283112

85 一般○茨 ブックのいた街　関口 尚／著　祥伝社　2015.4　20cm　245p ｲ913/ｾｷ/ 001054286685

86 一般書
芸人という生きもの　　（新潮選書）　吉川 潮／著　新潮社　2015.3
20cm　227p

779.0/ﾖｼ/ 001054286792

87 一般○茨
新川和江詩集　続続　　（現代詩文庫 210）　新川 和江／著　思潮社
2015.4　19cm　158p

ｲ911.5/ｼﾝ/3 001054291347

88 一般○茨 赤い糸　出久根 達郎／著　三月書房　2015.5　15cm　355p ｲ913/ﾃﾞｸ/ 001054298755
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89 一般○茨 ヌエのいた家　小谷野 敦／著　文藝春秋　2015.5　20cm　124p ｲ913/ｺﾔ/ 001054298771

90 一般○茨
新川和江詩集　[正]　　（現代詩文庫 64）　新川 和江／[著]　思潮社
1975.10　19cm　157p

ｲ911.5/ｼﾝ/ 001054303043

91 一般○茨
新川和江詩集　続　　（現代詩文庫 132）　新川 和江／著　思潮社
1995.7　19cm　160p

ｲ911.5/ｼﾝ/2 001054303068

92 一般○茨 私情対談　藤崎 翔／著　KADOKAWA　2015.6　19cm　341p ｲ913/ﾌｼﾞ/ 001054303126

93 一般○茨 屋上のウインドノーツ　額賀 澪／著　文藝春秋　2015.6　19cm　304p ｲ913/ﾇｶ/ 001054303233

94 一般○茨 ヒトリコ　額賀 澪／著　小学館　2015.6　19cm　277p ｲ913/ﾇｶ/ 001054303274

95 一般○茨
襲名犯　　（講談社文庫 た126-1）　竹吉 優輔／[著]　講談社　2015.8
15cm　441p

ｲ913/ﾀｹ/ 001054312481

96 一般○茨
堂場瞬一　　（KAWADE夢ムック）　堂場 瞬一／責任編集　河出書房新
社　2015.9　21cm　207p

ｲ910.31/ﾄﾞｳ/ 001054314313

97 一般○茨 タスキメシ　額賀 澪／著　小学館　2015.11　19cm　301p ｲ913/ﾇｶ/ 001054325699

98 一般○茨 白湯　沖 ななも／著　北冬舎　2015.9　20cm　223p ｲ911.1/ｵｷ/ 001054328354

99 一般○茨 謎の女幽蘭　出久根 達郎／著　筑摩書房　2016.3　19cm　225p ｲ913/ﾃﾞｸ/ 001054343064

100 一般○茨
ブラッド・アンド・チョコレート　　（ミステリ・フロンティア 89）　菅原 和也／
著　東京創元社　2016.4　20cm　314p

ｲ913/ｽｶﾞ/ 001054351687

101 一般○茨
こんにちは刑事(デカ)ちゃん　　（中公文庫 ふ47-1）　藤崎 翔／著　中央
公論新社　2016.4　16cm　365p

ｲ913/ﾌｼﾞ/ 001054354491

102 一般○茨 さよならクリームソーダ　額賀 澪／著　文藝春秋　2016.5　19cm　330p ｲ913/ﾇｶ/ 001054357023

103 一般○茨 ペットショップボーイズ　竹吉 優輔／著　光文社　2016.9　19cm　324p ｲ913/ﾀｹ/ 001054370331

104 一般○茨
おしい刑事　　（ポプラ文庫 ふ6-1）　藤崎 翔／[著]　ポプラ社　2016.10
16cm　331p

ｲ913/ﾌｼﾞ/ 001054377658

105 一般○茨
神様の裏の顔　　（角川文庫 ふ33-1）　藤崎 翔／[著]　KADOKAWA
2016.8　15cm　382p

ｲ913/ﾌｼﾞ/ 001054377682

106 一般○茨 君はレフティ　額賀 澪／著　小学館　2016.11　19cm　317p ｲ913/ﾇｶ/ 001054380371

107 一般書
本当に偉いのか　　（新潮新書 688）　小谷野 敦／著　新潮社　2016.10
18cm　221p

280.4/ｺﾔ/ 001054380421

108 一般○茨
茶の本　　（NHK「100分de名著」ブックス）　大久保 喬樹／著　NHK出版
2016.10　19cm　147p

ｲ721.011/80/ 001054382799

109 一般書 文章読本X　小谷野 敦／著　中央公論新社　2016.11　20cm　170p 816/ｺﾔ/ 001054387533

110 ベスト一般 ユージニア　恩田 陸(1964ー)／著　角川書店　2005.2　20cm　444p B913.6/ｵﾝ/ 001090111681

111 ベスト○茨 キタイ　吉来 駿作(1957ー)／著　幻冬舎　2006.1　20cm　317p ｲB913/ｷﾗ/ 001090126036



番号 種類 資　料　情　報 請求記号 資料番号

112 ベスト一般 中庭の出来事　恩田 陸(1964ー)／著　新潮社　2006.11　20cm　382p B913.6/ｵﾝ/ 001090134287

113 児童○茨
だあれもいない日　山中 利子(1942ー)／作　リーブル　1998.7　19cm
101p

ｲ911.5/ﾔﾏ/ 001140411826

114 児童○茨 日本語を味わう名詩入門　17　あすなろ書房　2013.5　20cm　103p ｲ911.5/ｼﾝ/ 001140455336


