
３月･４月の特集

順位 書名 著者名 出版社
請求
記号

貸出
回数

1 鈍感力 渡辺　淳一／著 東京：集英社 9146 ﾜﾀ 53

2 風の盆幻想 内田　康夫／著 東京：幻冬舎 F1 ｳﾁ 51

3 名もなき毒 宮部　みゆき／著 東京：幻冬舎 F1 ﾐﾔ 50

長野殺人事件 内田　康夫／著 東京：光文社 F1 ｳﾁ 48

容疑者Ｘの献身 東野　圭吾／著 東京：文芸春秋 F1 ﾋｶ 48

湘南アイデンティティ 西村　京太郎／著 東京：小学館 F1 ﾆｼ 47

日光・鬼怒川殺人ルート 西村　京太郎／著 東京：双葉社 F1 ﾆｼ 47

8 幻香 内田　康夫／著 東京：角川書店 F1 ｳﾁ 45

見えない貌 夏樹　静子／著 東京：光文社 F1 ﾅﾂ 44

女性の品格 坂東　真理子／著 東京：ＰＨＰ研究所 159 N6 44

11 浮かれ黄蝶 平岩　弓枝／著 東京：文芸春秋 F1 ﾋﾗ 43

十津川警部捜査行　神話と殺意の中国路 西村　京太郎／著 東京：有楽出版社 F1 ﾆｼ 42

赤い指 東野　圭吾／著 東京：講談社 F1 ﾋｶ 42

北の秘密 西村　京太郎／著 東京：中央公論新社 F1 ﾆｼ 41

夜の橋 藤沢　周平／著 東京：中央公論社 F1 ﾌｼ 41

16 遠野伝説殺人事件 西村　京太郎／著 東京：文芸春秋 F1 ﾆｼ 40

現在、貸出中のものが多いと思います。予約を承りますので、カウンターへお申し出ください。

平成19年度　貸出ベスト200（萩図書館）

平成１９年度中に貸出された本のうち、貸出回数の多かった順に200冊ご紹介いたします。
　　　　　　　　　　　　　※ただし、サザエさん、はだしのゲン、ハムスターの研究レポート等のコミックスは除きます。
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第 2 位

「風の盆幻想」

内田康夫著
　

幻冬舎

貸出回数　５１回

第 ３ 位

「名もなき毒」

宮部みゆき著
　

幻冬舎

貸出回数　５０回

第 １ 位

「鈍感力」
渡辺淳一著

　

集英社

貸出回数　５３回
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順位 書名 著者名 出版社
請求
記号

貸出
回数

化生の海 内田　康夫／著 東京：新潮社 F1 ｳﾁ 39

楽園　上・下 宮部　みゆき／著 東京：文芸春秋 F1 ﾐﾔ 1 39

還らざる道 内田　康夫／著 東京：祥伝社 F1 ｳﾁ 39

棄霊島　上・下 内田　康夫／著 東京：文芸春秋 F1 ｳﾁ 39

若狭・城崎殺人ルート 西村　京太郎／著 東京：実業之日本社 F1 ﾆｼ 39

十三の冥府 内田　康夫／著 東京：実業之日本社 F1 ｳﾁ 39

小樽北の墓標 西村　京太郎／著 東京：毎日新聞社 F1 ﾆｼ 39

華の棺 西村　京太郎／著 東京：朝日新聞社 F1 ﾆｼ 38

三年目の真実 西村　京太郎／著 東京：双葉社 F1 ﾆｼ 38

あやしうらめしあなかなし 浅田　次郎／著 東京：双葉社 F1 ｱｻ 37

まとい大名 山本　一力／著 東京：毎日新聞社 F1 ﾔﾏ 37

牡丹酒 山本　一力／著 東京：講談社 F1 ﾔﾏ 37

十津川警部幻想の天橋立 西村　京太郎／著 東京：集英社 F1 ﾆｼ 37

棟居刑事の殺人の隙間（スリット） 森村　誠一／著 東京：双葉社 F1 ﾓﾘ 37

かんじき飛脚 山本　一力／著 東京：新潮社 F1 ﾔﾏ 36

銀しゃり 山本　一力／著 東京：小学館 F1 ﾔﾏ 36

十津川警部捜査行　〔９〕 西村　京太郎／著 東京：有楽出版社 F1 ﾆｼ 36

逃げろ光彦 内田　康夫／著 東京：有楽出版社 F1 ｳﾁ 36

羽越本線北の追跡者 西村　京太郎／〔著〕 東京：徳間書店 F1 ﾆｼ 35

孤宿の人　上・下 宮部　みゆき／著 東京：新人物往来社 F1 ﾐﾔ 1 35

上海迷宮 内田　康夫／著 東京：徳間書店 F1 ｳﾁ 35

氷の人形（アイス・ドール） 森村　誠一／著 東京：幻冬舎 F1 ﾓﾘ 35

オーラの条件 林　真理子／著 東京：文芸春秋 9146 ﾊﾔ 34

おんぶにだっこ さくら　ももこ／絵と文 東京：小学館 9146 ｻｸ 34

月島慕情 浅田　次郎／著 東京：文芸春秋 F1 ｱｻ 34

42 十津川村天誅殺人事件 西村　京太郎／著 東京：小学館 F1 ﾆｼ 33

東京タワー リリー・フランキー／著 東京：扶桑社 F1 ﾘﾘ 32

峠越え 山本　一力／著 東京：ＰＨＰ研究所 F1 ﾔﾏ 32

片づけられない女のためのこんどこそ！片づける技術 池田　暁子／著 東京：文芸春秋 597 N7 32

北リアス線の天使 西村　京太郎／著 東京：光文社 F1 ﾆｼ 32

予知夢 東野　圭吾／著 東京：文芸春秋 F1 ﾋｶ 32

17

24

26

31

35

39

43
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順位 書名 著者名 出版社
請求
記号

貸出
回数

がばいばあちゃんの笑顔で生きんしゃい！ 島田　洋七／著 東京：徳間書店 779 N5 31

悪魔の種子 内田　康夫／著 東京：幻冬舎 F1 ｳﾁ 31

脅迫者 西村　京太郎／著 東京：双葉社 F1 ﾆｼ 31

三河恋唄 西村　京太郎／著 東京：双葉社 F1 ﾆｼ 31

秋の森の奇跡 林　真理子／著 東京：小学館 F1 ﾊﾔ 31

十津川警部湯けむりの殺意 西村　京太郎／著 東京：徳間書店 F1 ﾆｼ 31

北への逃亡者 西村　京太郎／著 東京：中央公論新社 F1 ﾆｼ 31

にぎやかな天地　上・下 宮本　輝／著 東京：中央公論新社 F1 ﾐﾔ 1 30

愛の流刑地　上・下 渡辺　淳一／著 東京：幻冬舎 F1 ﾜﾀ 1 30

十津川警部捜査行　古都に殺意の風が吹く 西村　京太郎／著 東京：有楽出版社 F1 ﾆｼ 30

震度０ 横山　秀夫／著 東京：朝日新聞社 F1 ﾖｺ 30

夜警 赤川　次郎／著 東京：双葉社 F1 ｱｶ 30

ＪＲ周遊殺人事件 西村　京太郎／著 東京：向陽舎 F1 ﾆｼ 29

がばいばあちゃんの勇気がわく５０の言葉 島田　洋七／著 東京：徳間書店 159 N7 29

家日和 奥田　英朗／著 東京：集英社 F1 ｵｸ 29

月下の恋人 浅田　次郎／著 東京：光文社 F1 ｱｻ 29

十津川警部「家族」 西村　京太郎／著 東京：祥伝社 F1 ﾆｼ 29

小判商人 平岩　弓枝／著 東京：文芸春秋 F1 ﾋﾗ 29

生協の白石さん 白石　昌則／著 東京：講談社 049 N5 29

草津逃避行 西村　京太郎／著 東京：徳間書店 F1 ﾆｼ 29

他殺の効用 内田　康夫／著 東京：有楽出版社 F1 ｳﾁ 29

秘花 瀬戸内　寂聴／著 東京：新潮社 F1 ｾﾄ 29

お神酒徳利 山本　一力／著 東京：祥伝社 F1 ﾔﾏ 28

ひとり日和 青山　七恵／著 東京：河出書房新社 F1 ｱｵ 28

逆髪 沢田　ふじ子／著 東京：光文社 F1 ｻﾜ 28

警察庁から来た男 佐々木　譲／〔著〕 東京：角川春樹事務所 F1 ｻｻ 28

心まで盗んで 赤川　次郎／著 東京：徳間書店 F1 ｱｶ 28

天璋院篤姫　上・下 宮尾　登美子／著 東京：講談社 F1 ﾐﾔ 28

北前船の事件 平岩　弓枝／著 東京：講談社 F1 ﾋﾗ 28

暗殺の牒状 沢田　ふじ子／著 東京：徳間書店 F1 ｻﾜ 27

外房線６０秒の罠 西村　京太郎／著 東京：実業之日本社 F1 ﾆｼ 27

十津川警部捜査行　〔１０〕 西村　京太郎／著 東京：有楽出版社 F1 ﾆｼ 27

十津川警部二つの「金印」の謎 西村　京太郎／著 東京：祥伝社 F1 ﾆｼ 27

喪失 森村　誠一／著 東京：徳間書店 F1 ﾓﾘ 27

48

55

60

70

77
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順位 書名 著者名 出版社
請求
記号

貸出
回数

三毛猫ホームズの暗黒迷路 赤川　次郎／著 東京：光文社 F1 ｱｶ 26

山姥の夜 沢田　ふじ子／著 東京：徳間書店 F1 ｻﾜ 26

草笛の音次郎 山本　一力／著 東京：文芸春秋 F1 ﾔﾏ 26

背負い富士 山本　一力／著 東京：文芸春秋 F1 ﾔﾏ 26

眠れぬ真珠 石田　衣良／著 東京：新潮社 F1 ｲｼ 26

夜明けの街で 東野　圭吾／著 東京：角川書店 F1 ﾋｶ 26

恋空　上・下 美嘉／著 東京：スターツ出版 F1 ﾐｶ 26

スッキリ！ 上大岡　トメ／著 東京：幻冬舎 159 N5 25

一瞬でいい 唯川　恵／著 東京：毎日新聞社 F1 ﾕｲ 25

一瞬の風になれ　１～３ 佐藤　多佳子／著 東京：講談社 F1 ｻﾄ 25

紀伊半島殺人事件 西村　京太郎／著 東京：双葉社 F1 ﾆｼ 25

古都萩・指月城址の殺人 川崎　貴人／著 東京：有楽出版社 Y 990 ｶﾜ 25

手紙 東野　圭吾／著 東京：毎日新聞社 F1 ﾋｶ 25

十津川警部「幻覚」 西村　京太郎／著 東京：角川書店 F1 ﾆｼ 25

世間の辻 沢田　ふじ子／著 東京：幻冬舎 F1 ｻﾜ 25

道三堀のさくら 山本　一力／著 東京：角川書店 F1 ﾔﾏ 25

憑神 浅田　次郎／著 東京：新潮社 F1 ｱｻ 25

スピリチュアル・ジャッジ 江原　啓之／著 東京：三笠書房 147 N6 24

ちんぷんかん 畠中　恵／著 東京：新潮社 F1 ﾊﾀ 24

ミッキーマウス名作漫画集　Ｖｏｌｕｍｅ　１ 東京：エグモント・ジャパン 726 M9 1 24

圧力鍋スイスイ料理術 江島　雅歌／著 東京：サンマーク出版 596 N5 24

鬼しぐれ 花家　圭太郎／著 東京：集英社 F1 ﾊﾅ 24

吉原手引草 松井　今朝子／著 東京：幻冬舎 F1 ﾏﾂ 24

私のスフレ 林　真理子／著 東京：マガジンハウス 9146 ﾊﾔ 24

十津川警部愛憎の街東京 西村　京太郎／〔著〕 東京：徳間書店 F1 ﾆｼ 24

誰か 宮部　みゆき／著 東京：実業之日本社 F1 ﾐﾔ 24

知床望郷の殺意 西村　京太郎／著 東京：新潮社 F1 ﾆｼ 24

棟居刑事の荒野の証明 森村　誠一／著 東京：双葉社 F1 ﾓﾘ 24

同級生 東野　圭吾／著 東京：祥伝社 F1 ﾋｶ 24

貧困の光景 曽野　綾子／著 東京：新潮社 9146 ｿﾉ 24

分身 東野　圭吾／著 東京：集英社 F1 ﾋｶ 24

野分ノ灘 佐伯　泰英／著 東京：双葉社 F1 ｻｴ 24

82

89

99
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順位 書名 著者名 出版社
請求
記号

貸出
回数

はじめての家づくり基本レッスン 主婦の友社／編 東京：主婦の友社 527 N6 23

歌枕殺人事件 内田　康夫／著 東京：双葉社 F1 ｳﾁ 23

倉敷・宮島殺人回廊 梓　林太郎／〔著〕 東京：徳間書店 F1 ｱｽ 23

中禅寺湖心中事件 森村　誠一／著 東京：ワンツーマガジン社 F1 ﾓﾘ 23

秘剣孤座 佐伯　泰英／著 東京：祥伝社 F1 ｻｴ 23

竜神の女（ひと） 内田　康夫／著 東京：有楽出版社 F1 ｳﾁ 23

３６５日の使い切り献立＆おかず決定版 東京：学研 596 N7 22

５０円１００円ふだんの和食２５０品 東京：主婦と生活社 596 N4 22

キッパリ！ 上大岡　トメ／著 東京：幻冬舎 159 N4 22

さまよう刃 東野　圭吾／著 東京：朝日新聞社 F1 ﾋｶ 22

はやぶさ新八御用旅 平岩　弓枝／著 東京：講談社 F1 ﾋﾗ 22

ひとつ灯せ 宇江佐　真理／著 東京：徳間書店 F1 ｳｴ 22

ぼく、オタリーマン。 よしたに／著 東京：中経出版 726 N7 22

まとめ買い食材の１週間献立×８ 村田　裕子／著 東京：地球丸 596 N5 22

悪意 東野　圭吾／著 東京：双葉社 F1 ﾋｶ 22

恐山殺人事件 内田　康夫／著 東京：広済堂出版 F1 ｳﾁ 22

幻覚 渡辺　淳一／著 東京：中央公論新社 F1 ﾜﾀ 22

黒笑小説 東野　圭吾／著 東京：集英社 F1 ﾋｶ 22

佐賀のがばいばあちゃん 島田　洋七／著 東京：徳間書店 779 N6 22

殺人の門 東野　圭吾／著 東京：角川書店 F1 ﾋｶ 22

鯖雲ノ城 佐伯　泰英／著 東京：双葉社 F1 ｻｴ 22

市川吉恵さんのパッパッとできるおしゃれ収納 東京：主婦と生活社 597 N3 22

捨雛ノ川 佐伯　泰英／著 東京：双葉社 F1 ｻｴ 22

終幕（フイナーレ）のない殺人 内田　康夫／著 東京：祥伝社 F1 ｳﾁ 22

十津川警部「故郷」 西村　京太郎／著 東京：祥伝社 F1 ﾆｼ 22

十津川警部「子守唄殺人事件」 西村　京太郎／著 東京：祥伝社 F1 ﾆｼ 22

青春の雲海 森村　誠一／著 東京：中央公論新社 F1 ﾓﾘ 22

赤絵の桜 山本　一力／著 東京：文芸春秋 F1 ﾔﾏ 22

標的は花嫁衣裳 赤川　次郎／著 東京：実業之日本社 F1 ｱｶ 22

無頼の絵師 沢田　ふじ子／著 東京：幻冬舎 F1 ｻﾜ 22

夜行快速（ムーンライト）えちご殺人事件 西村　京太郎／著 東京：祥伝社 F1 ﾆｼ 22

誘拐の季節 西村　京太郎／著 東京：双葉社 F1 ﾆｼ 22

120

114
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順位 書名 著者名 出版社
請求
記号

貸出
回数

１人前３品で８０円献立 東京：主婦の友社 596 N2 21

お腹召しませ 浅田　次郎／著 東京：中央公論新社 F1 ｱｻ 21

がらくた 江国　香織／著 東京：新潮社 F1 ｴｸ 21

グダグダの種 阿川　佐和子／著 東京：大和書房 9146 ｱｶ 21

しまなみ幻想 内田　康夫／著 東京：光文社 F1 ｳﾁ 21

しゃぼん玉 乃南　アサ／著 東京：朝日新聞社 F1 ﾉﾅ 21

とびきりおやつ３３０種 東京：主婦の友社 596 N0 21

ぬるい生活 群　ようこ／著 東京：朝日新聞社 9146 ﾑﾚ 21

ハッピーバースデー　上・下 青木　和雄／原作 東京：金の星社 726 N6 2 21

ひょうたん 宇江佐　真理／著 東京：光文社 F1 ｳｴ 21

間宮兄弟 江国　香織／著 東京：小学館 F1 ｴｸ 21

京都渡月橋殺人事件 木谷　恭介／著 東京：ワンツーマガジン社 F1 ｺﾀ 21

妻の顔は通知表 天野　周一／著 東京：講談社 367 N7 21

十津川警部「悪夢」通勤快速の罠 西村　京太郎／著 東京：講談社 F1 ﾆｼ 21

十津川警部「射殺」 西村　京太郎／著 東京：角川書店 F1 ﾆｼ 21

十日えびす 宇江佐　真理／著 東京：祥伝社 F1 ｳｴ 21

鐘 内田　康夫／著 東京：講談社 F1 ｳﾁ 21

節約献立 東京：主婦と生活社 596 N2 21

体に効く！酢をおいしくたっぷり食べるレシピ 落合　敏／監修 東京：成美堂出版 596 N4 21

天保暴れ奉行 中村　彰彦／著 東京：実業之日本社 F1 ﾅｶ 21

秘密 東野　圭吾／著 東京：文芸春秋 F1 ﾋｶ 21

病気にならない生き方　２ 新谷　弘実／著 東京：サンマーク出版 498 N7 2 21

無事、これ名馬 宇江佐　真理／著 東京：新潮社 F1 ｳｴ 21

離婚美人 藤本　ひとみ／著 東京：文芸春秋 F1 ﾌｼ 21

欅しぐれ 山本　一力／著 東京：朝日新聞社 F1 ﾔﾏ 21

贄門島　上・下 内田　康夫／著 東京：文芸春秋 F1 ｳﾁ 21

順位 書名 著者名 出版社
請求
記号

貸出
回数
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Ａ・ＮＯ・ＹＯ 江原　啓之／編集長 東京：新潮社 147 N6 20

ＮＨＫためしてガッテン食の知恵袋事典 ＮＨＫ科学・環境番組部 東京：アスコム 596 N4 20

Ｚ式マスターウィンドウズＶｉｓｔａ アスキー書籍編集部／編 東京：アスキー 007 N7 20

キレイをつくる朝の習慣 友利　あらた／著 東京：ベストセラーズ 595 N7 20

これは、こうするんじゃ！ おばあちゃんの知恵袋の会／監修 東京：白泉社 590 N7 20

なわとび千夜一夜 林　真理子／著 東京：文芸春秋 9146 ﾊﾔ 20

パッと作れるおかず７５３品 東京：世界文化社 596 N0 20

ハリー・ポッターとアズカバンの囚人 Ｊ．Ｋ．ローリング／ 静山社 F9 ﾛﾘ 20

芋たこなんきん　上・下巻 田辺　聖子／原案 東京：講談社 F1 ﾀﾅ 20

陰の声 逢坂　剛／著 東京：講談社 F1 ｵｳ 20

影踏み 横山　秀夫／著 東京：祥伝社 F1 ﾖｺ 20

家庭園芸栽培大百科 江尻　光一／監修 東京：家の光協会 620 N4 20

火のみち　上・下 乃南　アサ／著 東京：講談社 F1 ﾉﾅ 1 20

疑惑 折原　一／著 東京：文芸春秋 F1 ｵﾘ 20

苦情こそ我が人生 関名　ひろい／著 東京：文芸社 F1 ｾｷ 20

決定版節約の裏ワザ知得（しっとく）メモ９９９ 主婦の友社／編 東京：主婦の友社 591 N6 20

幻夜 東野　圭吾／著 東京：集英社 F1 ﾋｶ 20

志摩半島殺人事件 内田　康夫／著 東京：祥伝社 F1 ｳﾁ 20

失踪 西村　京太郎／著 東京：小学館 F1 ﾆｼ 20

十津川警部幻想の信州上田 西村　京太郎／著 東京：講談社 F1 ﾆｼ 20

十津川警部湖北の幻想 西村　京太郎／著 東京：講談社 F1 ﾆｼ 20

十津川警部推理行 西村　京太郎／著 東京：双葉社 F1 ﾆｼ 20

十津川警部捜査行　愛と絶望の瀬戸内海流 西村　京太郎／著 東京：有楽出版社 F1 ﾆｼ 20

所轄刑事・麻生竜太郎 柴田　よしき／著 東京：新潮社 F1 ｼﾊ 20

戦力外通告 藤田　宜永／著 東京：講談社 F1 ﾌｼ 20

銭売り賽蔵 山本　一力／著 東京：集英社 F1 ﾔﾏ 20

辰巳八景 山本　一力／著 東京：新潮社 F1 ﾔﾏ 20

探偵ガリレオ 東野　圭吾／著 東京：文芸春秋 F1 ﾋｶ 20

中央構造帯 内田　康夫／著 東京：講談社 F1 ｳﾁ 20

沈底魚 曽根　圭介／著 東京：講談社 F1 ｿﾈ 20

梅雨ノ蝶 佐伯　泰英／著 東京：双葉社 F1 ｻｴ 20

麦屋町昼下がり 藤沢　周平／著 東京：文芸春秋 F1 ﾌｼ 20

片づけ収納一発解決アイディア５００ 東京：主婦の友社 597 N2 20

恋せども、愛せども 唯川　恵／著 東京：新潮社 F1 ﾕｲ 20
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