
順位 書名 著者名 出版社
貸出
回数

1 生協の白石さん 白石　昌則／著 講談社 52

2 孤宿の人　上 宮部　みゆき／著 新人物往来社 50

孤宿の人　下 宮部　みゆき／著 新人物往来社 46

三年目の真実(Ｆｕｔａｂａ　ｎｏｖｅｌｓ) 西村　京太郎／著 双葉社 46

5 他殺の効用(内田康夫ミステリー・ワールド) 内田　康夫／著 有楽出版社 45

小判商人(御宿かわせみ) 平岩　弓枝／著 文芸春秋 43

容疑者Ｘの献身 東野　圭吾／著 文芸春秋 43

棄霊島　下 内田　康夫／著 文芸春秋 42

棄霊島　上 内田　康夫／著 文芸春秋 42

湖西線１２×４の謎 西村　京太郎／著 角川書店 42

11 三河恋唄 西村　京太郎／著 双葉社 41

悪魔の種子 内田　康夫／著 幻冬舎 40

京都感情案内　下 西村　京太郎／著 中央公論新社 40

上海迷宮 内田　康夫／著 徳間書店 40

峠越え 山本　一力／著 ＰＨＰ研究所 40

16 脅迫者 西村　京太郎／著 双葉社 39

愛の流刑地　下 渡辺　淳一／著 幻冬舎 38

韓国新幹線を追え 西村　京太郎／著 光文社 38

ダ・ヴィンチ・コード　下 ダン・ブラウン／著 角川書店 38

山姥の夜(足引き寺閻魔帳) 沢田　ふじ子／著 徳間書店 38

愛の流刑地　上 渡辺　淳一／著 幻冬舎 37

京都感情案内　上 西村　京太郎／著 中央公論新社 37

草津逃避行 西村　京太郎／著 徳間書店 37

五能線の女 西村　京太郎／著 新潮社 37

ダ・ヴィンチ・コード　上 ダン・ブラウン／著 角川書店 37

赤い指 東野　圭吾／著 講談社 36

お神酒徳利(深川駕籠) 山本　一力／著 祥伝社 36

化生の海 内田　康夫／著 新潮社 36

東京タワー(オカンとボクと、時々、オトン) リリー・フランキー／著 扶桑社 36

十津川警部「家族」 西村　京太郎／著 祥伝社 36

名もなき毒 宮部　みゆき／著 幻冬舎 36

日暮らし　上 宮部　みゆき／著 講談社 36

3

6

8

12

17

21

26

平成18年度　貸出ベスト200

平成18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、コミックス(サザエさん、はだしのゲン、ハムスターの研究レポート等)は除きます。

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。



浮かれ黄蝶(御宿かわせみ) 平岩　弓枝／著 文芸春秋 35

風の盆幻想 内田　康夫／著 幻冬舎 35

かんじき飛脚 山本　一力／著 新潮社 35

キッパリ！(たった５分間で自分を変える方法) 上大岡　トメ／著 幻冬舎 35

十三の冥府 内田　康夫／著 実業之日本社 35

スッキリ！(たった５分間で余分なものをそぎ落とす方法) 上大岡　トメ／著 幻冬舎 35

ブレイブ・ストーリー　上 宮部　みゆき／著 角川書店 35

十津川警部、海峡をわたる(春香伝物語) 西村　京太郎／著 文芸春秋 34

十津川警部「故郷」 西村　京太郎／著 祥伝社 34

十津川警部捜査行　伊豆箱根事件簿 西村　京太郎／著 有楽出版社 34

逃げろ光彦(内田康夫と５人の女たち) 内田　康夫／著 有楽出版社 34

子どもとでかける山口あそび場ガイド 童楽ネットやまぐち／著 メイツ出版 33

背負い富士 山本　一力／著 文芸春秋 33

外房線６０秒の罠 西村　京太郎／著 実業之日本社 33

ブレイブ・ストーリー　下 宮部　みゆき／著 角川書店 33

哀しみの余部鉄橋(十津川警部) 西村　京太郎／著 小学館 32

ＪＲ周遊殺人事件 西村　京太郎／著 向陽舎 32

十津川村天誅殺人事件 西村　京太郎／著 小学館 32

志摩半島殺人事件 内田　康夫／著 祥伝社 31

十津川警部湖北の幻想 西村　京太郎／著 講談社 31

狐官女(土御門家・陰陽事件簿) 沢田　ふじ子／著 光文社 30

草笛の音次郎 山本　一力／著 文芸春秋 30

今夜は心だけ抱いて 唯川　恵／著 朝日新聞社 30

天使のナイフ 薬丸　岳／著 講談社 30

十津川警部捜査行　神話と殺意の中国路 西村　京太郎／著 有楽出版社 30

にぎやかな天地　上 宮本　輝／著 中央公論新社 30

小樽北の墓標 西村　京太郎／著 毎日新聞社 29

北への逃亡者 西村　京太郎／著 中央公論新社 29

幻覚 渡辺　淳一／著 中央公論新社 29

震度０ 横山　秀夫／著 朝日新聞社 29

十津川警部「生命」　下 西村　京太郎／著 有楽出版社 29

にぎやかな天地　下 宮本　輝／著 中央公論新社 29

オーラの条件 林　真理子／著 文芸春秋 28

戦後事件史(“あの時”何が起きたのか) 学研 28

十津川警部「生命」　上 西村　京太郎／著 有楽出版社 28

眠れぬ真珠 石田　衣良／著 新潮社 28

見えない貌 夏樹　静子／著 光文社 28

十津川警部「ある女への挽歌」 西村　京太郎／著 小学館 27

余命 谷村　志穂／著 新潮社 27

48

51

33

53

59

65

70

40

44



秋の森の奇跡 林　真理子／著 小学館 26

風に舞いあがるビニールシート 森　絵都／著 文芸春秋 26

殺人の門 東野　圭吾／著 角川書店 26

三州吉良殺人事件 内田　康夫／著 実業之日本社 26

殉愛 結城　五郎／〔著〕 角川春樹事務所 26

だいこん 山本　一力／著 光文社 26

魂萌え！ 桐野　夏生／著 毎日新聞社 26

贄門島　下 内田　康夫／著 文芸春秋 26

ニッポン泥棒 大沢　在昌／著 文芸春秋 26

魔女の笑窪 大沢　在昌／著 文芸春秋 26

ももこの２１世紀日記　Ｎ’０５ さくら　ももこ／著 幻冬舎 26

青い国から来た殺人者 西村　京太郎／著 光文社 25

憑神 浅田　次郎／著 新潮社 25

十津川警部湯けむりの殺意 西村　京太郎／著 徳間書店 25

贄門島　上 内田　康夫／著 文芸春秋 25

嫁盗み(重蔵始末  ４　長崎篇) 逢坂　剛／著 講談社 25

夜の狙撃 西村　京太郎／著 双葉社 25

氷の人形（アイス・ドール） 森村　誠一／著 幻冬舎 24

あやしうらめしあなかなし 浅田　次郎／著 双葉社 24

道三堀のさくら 山本　一力／著 角川書店 24

中仙道六十九次(はやぶさ新八御用旅) 平岩　弓枝／著 講談社 24

虹の彼方 小池　真理子／著 毎日新聞社 24

無頼の絵師(公事宿事件書留帳) 沢田　ふじ子／著 幻冬舎 24

ああ息子 西原理恵子＋母さんズ／著 毎日新聞社 23

１週間３０００円献立(食費節約に役立つ！) 学研 23

色と咲く順でわかる花の名前事典(最新品種＋人気の花々４６０種) 長岡　求／監修 永岡書店 23

お腹召しませ 浅田　次郎／著 中央公論新社 23

哀しみの終着駅(ＳＵＺＵＭＥ　ＢＵＳ) 赤川　次郎／著 集英社 23

国家の品格(新潮新書  １４１) 藤原　正彦／著 新潮社 23

仙台・青葉の殺意(十津川警部) 西村　京太郎／著 双葉社 23

十津川警部「悪夢」通勤快速の罠 西村　京太郎／著 講談社 23

十津川警部ＳＬを追う！ 西村　京太郎／著 徳間書店 23

十津川警部「荒城の月」殺人事件 西村　京太郎／著 講談社 23

十津川警部「子守唄殺人事件」 西村　京太郎／著 祥伝社 23

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 23

比丘尼茶碗(公事宿事件書留帳) 沢田　ふじ子／著 幻冬舎 23

日暮らし　下 宮部　みゆき／著 講談社 23

秘密 東野　圭吾／著 文芸春秋 23

ひょうたん 宇江佐　真理／著 光文社 23

三毛猫ホームズの降霊会 赤川　次郎／著 光文社 23

72

83

89

95



青森ねぶた殺人事件 西村　京太郎／著 文芸春秋 22

石狩川殺人事件 西村　京太郎／著 文芸春秋 22

隠し剣秋風抄 藤沢　周平／著 文芸春秋 22

片づけ収納一発解決アイディア５００ 主婦の友社 22

ガール 奥田　英朗／著 講談社 22

紀伊半島殺人事件 西村　京太郎／著 双葉社 22

今夜は眠れない 宮部　みゆき／著 中央公論社 22

さくら日和 さくら　ももこ／絵と文 集英社 22

さすらい 赤川　次郎／著 新潮社 22

三姉妹探偵団　２０ 赤川　次郎／著 講談社 22

中国は日本を併合する 平松　茂雄／著 講談社インターナショナル 22

十津川警部捜査行　愛と哀しみの信州 西村　京太郎／著 有楽出版社 22

十津川警部特急「雷鳥」蘇る殺意 西村　京太郎／著 集英社 22

肉料理の百変化(賢く作ると、なるほどおいしい！) 集英社 22

松山・道後十七文字の殺人 西村　京太郎／著 新潮社 22

まほろ駅前多田便利軒 三浦　しをん／著 文芸春秋 22

間宮兄弟 江国　香織／著 小学館 22

美濃路殺人事件 内田　康夫／著 徳間書店 22

ＩＣＯ(霧の城) 宮部　みゆき／著 講談社 21

兇悪な街 西村　京太郎／著 小学館 21

恋バナ　赤 Ｙｏｓｈｉ／著 スターツ出版 21

小林カツ代の基本のおかず 小林　カツ代／著 主婦の友社 21

失踪(私立探偵左文字進) 西村　京太郎／著 小学館 21

損料屋喜八郎始末控え 山本　一力／著 文芸春秋 21

超・殺人事件(推理作家の苦悩) 東野　圭吾／著 新潮社 21

電車男 中野　独人／著 新潮社 21

同級生 東野　圭吾／著 祥伝社 21

十津川警部「オキナワ」 西村　京太郎／著 光文社 21

１００円グッズとリサイクルグッズでスッキリ！テキパキ！キッチン収納 学研 21

１００円で楽しむ主役おかず 講談社 21

終幕（フイナーレ）のない殺人 内田　康夫／著 祥伝社 21

本当に暮らしやすい間取り１３８の条件 成美堂出版編集部／編集 成美堂出版 21

棟居刑事の荒野の証明 森村　誠一／著 双葉社 21

有名料理人が選んだおいしいお取り寄せ ＪＴＢパブリッシング 21

竜神の女（ひと）(内田康夫と５人の名探偵) 内田　康夫／著 有楽出版社 21

レイクサイド 東野　圭吾／著 実業之日本社 21

130

112



愛がいない部屋 石田　衣良／著 集英社 20

悪の条件(牛尾刑事・事件簿) 森村　誠一／著 双葉社 20

１人前３品で８０円献立(カンタン節約献立１５９レシピ) 主婦の友社 20

隠蔽捜査 今野　敏／著 新潮社 20

裏ワザＣｏｏｋｉｎｇカンタンレシピブック　２ 日本テレビ放送網 20

おいしい！豆腐ざんまい(健康食卓、毎日の定番) 林　幸子／著 永岡書店 20

大分　２００２年版(湯布院・別府・国東半島・日田) 昭文社 20

沖で待つ 糸山　秋子／著 文芸春秋 20

おりがみ世界のカブトムシ 川畑　文昭／著 いしずえ 20

陰日向に咲く 劇団ひとり／著 幻冬舎 20

鐘 内田　康夫／著 講談社 20

かもめ食堂 群　ようこ／著 幻冬舎 20

かんたん！ナチュラルなお菓子 小田　真規子／〔著〕 主婦の友社 20

剣客春秋　かどわかし 鳥羽　亮／著 幻冬舎 20

高札の顔(酒解神社・神灯日記) 沢田　ふじ子／著 徳間書店 20

近藤典子の快適！生活Ｇメン　収納編 ＳＳコミュニケーションズ 20

さまよう刃 東野　圭吾／著 朝日新聞社 20

たかこさんの１２カ月のかんたん焼き菓子 稲田　多佳子／著 アスコム 20

手紙 東野　圭吾／著 毎日新聞社 20

十津川警部推理行 西村　京太郎／著 双葉社 20

十津川警部捜査行　北陸事件簿 西村　京太郎／著 有楽出版社 20

十津川警部「友への挽歌」 西村　京太郎／著 文芸春秋 20

とびきりおやつ３３０種(ワザなし！手間なし！失敗なし！) 主婦の友社 20

ドリームバスター　３ 宮部　みゆき／著 徳間書店 20

日本沈没　第２部 小松　左京／著 小学館 20

萩の歴史 萩市郷土博物館友の会／編 萩市郷土博物館友の会 20

はじめてのおもてなしレシピ(段取りがわかる！) 河村　みち子／著 成美堂出版 20

花まんま 朱川　湊人／著 文芸春秋 20

火のみち　上 乃南　アサ／著 講談社 20

火のみち　下 乃南　アサ／著 講談社 20

標的は花嫁衣裳 赤川　次郎／著 実業之日本社 20

風味絶佳 山田　詠美／著 文芸春秋 20

４０翼ふたたび 石田　衣良／著 講談社 20

まる子だった さくら　ももこ／絵と文 集英社 20

焼きそばうえだ さくら　ももこ／絵と文 小学館 20

野菜のおかずは無限大(１８９レシピ) 扶桑社 20

幼稚園のおべんとう全書 ブティック社 20

148



赤絵の桜(損料屋喜八郎始末控え) 山本　一力／著 文芸春秋 19

イタリア幻想曲(貴賓室の怪人　２) 内田　康夫／著 角川書店 19

いま、会いにゆきます 市川　拓司／著 小学館 19

梅咲きぬ 山本　一力／著 潮出版社 19

ＮＨＫためしてガッテン食の知恵袋事典 ＮＨＫ科学・環境番組部季刊「ＮＨＫためし アスコム 19
江原啓之への質問状(スピリチュアルな法則で人は救われるのか) 江原　啓之／著 徳間書店 19

奥飛騨・穂高殺人怪路 梓　林太郎／著 徳間書店 19

恐山殺人事件 内田　康夫／著 広済堂出版 19

夫の息子 藤堂　志津子／著 角川書店 19

鬼首殺人事件 内田　康夫／著 光文社 19

お弁当の知恵(賢く作ると、なるほどおいしい！) 集英社 19
上沼恵美子のおしゃべりクッキング(放送開始２０００回記念スペシャル総集版) ＡＢＣ／編 学研 19

グッチ裕三のパパッとレシピ(ＮＨＫきょうの料理シリーズ) グッチ裕三／著 日本放送出版協会 19

黒い太陽 新堂　冬樹／著 祥伝社 19

クワガタ選び方・育て方 安斉　裕司／著 立風書房 19

刑事の墓場 首藤　瓜於／著 講談社 19

恋バナ　青 Ｙｏｓｈｉ／著 スターツ出版 19

５０円１００円ふだんの和食２５０品 主婦と生活社 19

佐賀のがばいばあちゃん 島田　洋七／著 徳間書店 19

しゃばけ 畠中　恵／著 新潮社 19

白萩屋敷の月(御宿かわせみ　８) 平岩　弓枝／著 文芸春秋 19

新生きかた上手 日野原　重明／著 ユーリーグ 19

心霊探偵八雲(赤い瞳は知っている) 神永　学／著 文芸社 19

心霊探偵八雲　２(魂をつなぐもの) 神永　学／著 文芸社 19

蒼竜 山本　一力／著 文芸春秋 19

たば風(蝦夷拾遺) 宇江佐　真理／著 実業之日本社 19

地下街の雨 宮部　みゆき／著 集英社 19

中央構造帯 内田　康夫／著 講談社 19

町長選挙 奥田　英朗／著 文芸春秋 19

チョコレートコスモス 恩田　陸／著 毎日新聞社 19

津軽殺人事件 内田　康夫／著 光文社 19

徳大寺有恒のクルマ運転術 徳大寺　有恒／著 草思社 19

十津川警部雪と戦う 西村　京太郎／著 中央公論社 19

２００円べんとうとおかず８００(材料別オールカロリーつき) 主婦と生活社 19

博士の愛した数式 小川　洋子／著 新潮社 19

半次捕物控　泣く子と小三郎 佐藤　雅美／著 講談社 19
１００円と５０円大満足おかず７００(パパッとできる３６５日の材料別レシピ集) 主婦と生活社 19

白夜行 東野　圭吾／著 集英社 19

病気にならない生き方(ミラクル・エンザイムが寿命を決める) 新谷　弘実／著 サンマーク出版 19

広島ベストスポット　’０４(マップルマガジン  ３４１) 昭文社 19

風葬の城 内田　康夫／著 講談社 19

プラチナレシピ８７(はなまるマーケット) ＴＢＳ「はなまるマーケット」制作スタッフ ソニー・マガジンズ 19

毎日をちょっぴりていねいに暮らす４３のヒント 金子　由紀子／著 すばる舎 19

毎日のおべんとう オレンジページ 19

ミーナの行進 小川　洋子／著 中央公論新社 19

麦屋町昼下がり 藤沢　周平／著 文芸春秋 19

もっとひとりごはん(手軽なのにとびきりおいしい) 柳沢　英子／著 西東社 19

約束の冬　上 宮本　輝／著 文芸春秋 19

やさしい生活やさしい時間 雅姫／著 集英社 19

夜のピクニック 恩田　陸／著 新潮社 19

るるぶ山陰　’０５～’０６(るるぶ情報版) ＪＴＢパブリッシング 19

冷蔵庫徹底使いこなしで冷凍節約おかず 学研 19

私の好きな「暮らし」のかたち(ＬＥＥ) 雅姫／〔著〕 集英社 19

わたしの味(選びに選んだ８０のレシピ) 栗原　はるみ／著 集英社 19
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