
平成平成平成平成１７１７１７１７年度上半期貸出年度上半期貸出年度上半期貸出年度上半期貸出ベストベストベストベスト２００２００２００２００　（　（　（　（コミックスコミックスコミックスコミックスはのぞくはのぞくはのぞくはのぞく））））

順位 書名 著者 出版社 請求記号
1 小判商人（御宿かわせみ） 平岩　弓枝／著 東京：文芸春秋 F1 ﾋﾗ

世界の中心で、愛をさけぶ 片山　恭一／著 東京：小学館 F1 ｶﾀ
3 怪殺日光・戦場ケ原 梓　林太郎／著 東京：徳間書店 F1 ｱｽ

十津川警部「故郷」 西村　京太郎／著 東京：祥伝社 F1 ﾆｼ
5 十三歳の仲人（御宿かわせみ） 平岩　弓枝／著 東京：文芸春秋 F1 ﾋﾗ

他殺の効用 内田　康夫／著 東京：有楽出版社 F1 ｳﾁ
7 十七年の空白 西村　京太郎／著 東京：実業之日本社 F1 ﾆｼ
8 キッパリ！ 上大岡　トメ／著 東京：幻冬舎 159 N4

銀行仕置人 池井戸　潤／著 東京：双葉社 F1 ｲｹ
草津・白根殺人回廊 梓　林太郎／著 東京：徳間書店 F1 ｱｽ
鯨の哭く海 内田　康夫／著 東京：祥伝社 F1 ｳﾁ
自分を生きる人たち 追分　日出子／著 東京：晶文社 281 N4
世界の路地裏１００ 東京：ピエ・ブックス 290 N4
天国の階段　下 パク　ヘギョン／〔ほか〕脚本 東京：角川書店 F9 ｷﾑ
十津川警部「ある女への挽歌」 西村　京太郎／著 東京：小学館 F1 ﾆｼ
十津川警部姫路・千姫殺人事件 西村　京太郎／著 東京：講談社 F1 ﾆｼ
ブレイブ・ストーリー　上 宮部　みゆき／著 東京：角川書店 F1 ﾐﾔ

19 焦げた密室 西村　京太郎／著 東京：幻冬舎 F1 ﾆｼ
災厄の「つばさ」１２１号 西村　京太郎／著 東京：新潮社 F1 ﾆｼ
中央構造帯 内田　康夫／著 東京：講談社 F1 ｳﾁ
天国の階段　上 パク　ヘギョン／〔ほか〕脚本 東京：角川書店 F9 ｷﾑ
東京発ひかり１４７号 西村　京太郎／著 東京：祥伝社 F1 ﾆｼ
東京湾アクアライン十五・一キロの罠 西村　京太郎／著 東京：新潮社 F1 ﾆｼ
十津川警部「裏切り」 西村　京太郎／著 東京：角川書店 F1 ﾆｼ
十津川警部影を追う 西村　京太郎／著 東京：徳間書店 F1 ﾆｼ
十津川警部「家族」 西村　京太郎／著 東京：祥伝社 F1 ﾆｼ
果てしなき渇き 深町　秋生／著 東京：宝島社 F1 ﾌｶ
反自殺クラブ（池袋ウエストゲートパーク） 石田　衣良／著 東京：文芸春秋 F1 ｲｼ
ブレイブ・ストーリー　下 宮部　みゆき／著 東京：角川書店 F1 ﾐﾔ
用心棒風来剣　東国篇 八剣　浩太郎／著 東京：広済堂出版 F1 ﾔﾂ
夜のピクニック 恩田　陸／著 東京：新潮社 F1 ｵﾝ
和風が暮らしいい。　Ｎｏ．１９ 東京：主婦と生活社 597 N4 19

35 哀歌　下 曽野　綾子／著 東京：毎日新聞社 F1 ｿﾉ 2
哀歌　上 曽野　綾子／著 東京：毎日新聞社 F1 ｿﾉ 1
青森ねぶた殺人事件 西村　京太郎／著 東京：文芸春秋 F1 ﾆｼ
悪の条件（牛尾刑事・事件簿） 森村　誠一／著 東京：双葉社 F1 ﾓﾘ
あなたが怖い（すっぴん魂　5） 室井　滋／著 東京：文芸春秋 9146 ﾑﾛ
１週間はこう使え！ 中島　孝志／著 東京：主婦と生活社 159 N4
海へ！川へ！どこでもできる釣り入門 池田　健吾／監修 東京：ナツメ社 787 N4
梅咲きぬ 山本　一力／著 東京：潮出版社 F1 ﾔﾏ

ＮＨＫためしてガッテンおいしい健康メニュー
ＮＨＫ科学・環境番組
部／編

東京：アスキー・コ
ミュニケーションズ

596 N3

溺れる人 藤崎　麻里／〔ほか〕著 東京：中央公論新社 916 ｵﾎ
義八郎商店街 東　直己／著 東京：双葉社 F1 ｱｽ
「血管年齢」が若返る本 高沢　謙二／監修 東京：マキノ出版 493 N4
欅しぐれ 山本　一力／著 東京：朝日新聞社 F1 ﾔﾏ
幻覚 渡辺　淳一／著 東京：中央公論新社 F1 ﾜﾀ
こころ残り 阿刀田　高／著 東京：角川書店 F1 ｱﾄ
５０円１００円ふだんの和食２５０品 東京：主婦と生活社 596 N4
サラリーマン、やめました 田沢　拓也／著 東京：小学館 366 N4
上海特急殺人事件 西村　京太郎／著 東京：実業之日本社 F1 ﾆｼ
上海迷宮 内田　康夫／著 東京：徳間書店 F1 ｳﾁ
「スーパー隠岐」殺人特急 西村　京太郎／著 東京：実業之日本社 F1 ﾆｼ
関野裕子さんの小さな家のすてき収納 関野　裕子／著 東京：主婦と生活社 597 N2
銭売り賽蔵 山本　一力／著 東京：集英社 F1 ﾔﾏ
背の眼 道尾　秀介／著 東京：幻冬舎 F1　ﾐﾁ
仙台・青葉の殺意（十津川警部） 西村　京太郎／著 東京：双葉社 F1 ﾆｼ
だいこん 山本　一力／著 東京：光文社 F1 ﾔﾏ
黄昏に歌え なかにし　礼／著 東京：朝日新聞社 F1 ﾅｶ
チャイナ・リスク 黄　文雄／著 東京：海竜社 302 N5



順位 書名 著者 出版社 請求記号
とげ 山本　甲士／著 東京：小学館 F1　ﾔﾏ
十津川警部「生命」　上 西村　京太郎／著 東京：有楽出版社 F1 ﾆｼ
十津川警部「生命」　下 西村　京太郎／著 東京：有楽出版社 F1 ﾆｼ
十津川警部「目撃」 西村　京太郎／著 東京：有楽出版社 F1 ﾆｼ
贄門島　下 内田　康夫／著 東京：文芸春秋 F1 ｳﾁ
日光例幣使道の殺人（はやぶさ新八御用旅） 平岩　弓枝／著 東京：講談社 F1 ﾋﾗ
能登半島殺人事件 西村　京太郎／著 東京：双葉社 F1 ﾆｼ
バカの壁 養老　孟司／著 東京：新潮社 304 N3
萩の歴史 萩市郷土博物館友の会 萩市郷土博物館友の会 H 219 L4
場所別・家中のすきまぴったんこ収納アイデア実例ＢＯＯＫ 東京：主婦と生活社 597 N4
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
ハリー・ポッターと秘密の部屋 Ｊ．Ｋ．ローリング／作 東京：静山社 F9 ﾛﾘ
卑弥呼の殺人 篠田　秀幸／著 東京：角川春樹事務所 F1 ｼﾉ
１００円と５０円大満足おかず７００ 東京：主婦と生活社 596 N4
深尾くれない 宇江佐　真理／著 東京：新潮社 F1 ｳｴ
豚肉番付レシピ１００ 東京：主婦と生活社 596 N4
間宮兄弟 江国　香織／著 東京：小学館 F1 ｴｸ
霧笛荘夜話 浅田　次郎／著 東京：角川書店 F1 ｱｻ
ももこの２１世紀日記　Ｎ’０２ さくら　ももこ／著 東京：幻冬舎 9146 ｻｸ 2
山の遭難生きた、還った 永田　秀樹／編 東京：東京新聞出版局 786 N4
冷蔵庫徹底使いこなしで冷凍節約おかず 東京：学研 596 N4
冷凍保存で節約おかず 東京：主婦の友社 596 N3
恋愛小説 川上　弘美／〔ほか〕著 東京：新潮社 F1 ﾚﾝ
和ごころ 東京：宝島社 590 N4
悪い棺（公事宿事件書留帳） 沢田　ふじ子／著 東京：幻冬舎 F1 ｻﾜ

87 ああ言えばこう嫁行く 阿川　佐和子／著 東京：集英社 9146 ｱｶ
愛がなくてははじまらない。 唯川　恵／著 東京：大和書房 9146 ﾕｲ
頭のいい人の片づけ方 マイク・ネルソン／著 東京：ＰＨＰ研究所 002 N4
あなた 乃南　アサ／〔著〕 東京：新潮社 F1 ﾉﾅ
あやめ横丁の人々 宇江佐　真理／著 東京：講談社 F1 ｳｴ
有元葉子の無水鍋料理 有元　葉子／著 東京：文化出版局 596 N4
生きのびる（横浜異人街事件帳） 白石　一郎／著 東京：文芸春秋 F1 ｼﾗ
イタリア幻想曲〈貴賓室の怪人　2） 内田　康夫／著 東京：角川書店 F1 ｳﾁ
今さらながらの和食修業 阿川　佐和子／〔著〕 東京：集英社 596 M9
うたう警官 佐々木　譲／〔著〕 東京：角川春樹事務所 F1 ｻｻ
恵比寿町火事(公事宿事件書留帳) 沢田　ふじ子／著 東京：幻冬舎 F1 ｻﾜ
教えて！『血液型』 能見　俊賢／監修 東京：すばる舎 141 N4
夫の息子 藤堂　志津子／著 東京：角川書店 F1 ﾄｳ
「男の子」って、どう育てるの？ 金盛　浦子／著 東京：ＰＨＰ研究所 379 N4
親子でつくろう！簡単おやつＢＯＯＫ イー・マザーズ・ネット／著 東京：メイツ出版 596 N2
おりおりに和暦のあるくらし 旧暦くらし研究会／著 東京：角川書店 386 N4
家事をとことん減らす５０のコツ 佐光　紀子／著 東京：大和出版 590 N3
風のように　女がわからない 渡辺　淳一／著 東京：講談社 9146 ﾜﾀ
家族芝居 佐川　光晴／著 東京：文芸春秋 F1 ｻｶ
鎌倉・流鏑馬神事の殺人 西村　京太郎／著 東京：文芸春秋 F1 ﾆｼ
機会不平等 斎藤　貴男／著 東京：文芸春秋 304 N3
『ギロチン城』殺人事件 北山　猛邦／著 東京：講談社 F1 ｷﾀ
銀座開化事件帖 松井　今朝子／著 東京：新潮社 F1 ﾏﾂ
決戦・郵政民営化 猪瀬　直樹／著 東京：ＰＨＰ研究所 693 N4
剣客商売全集　第１巻 池波　正太郎／著 東京：新潮社 F1 ｲｹ
豪華客船を愉しむ 森　隆行／著 東京：ＰＨＰ研究所 556 N4
号泣する準備はできていた 江国　香織／著 東京：新潮社 F1 ｴｸ
小林カツ代のやさしいおかず２００ 小林　カツ代／著 東京：講談社 596 N0
古布に魅せられた暮らし　其の７ 東京：学研 597 N4 7
５分から２４時間で作れる漬けものの本 小川　聖子／〔著〕 東京：グラフ社 596 N2
御用盗銀次郎 東郷　隆／著 東京：徳間書店 F1 ﾄｳ
これだけやれば充分手抜き家事のコツ 阿部　絢子／著 東京：岩波書店 590 N4
こんがり、焼き菓子のシンプルレシピ 上田　悦子／著 東京：学研 596 N4
さすが電子レンジ！料理大全集 村上　祥子／〔ほか〕監修・執筆 東京：講談社 596 N3
薩摩半島知覧殺人事件 梓　林太郎／著 東京：祥伝社 F1 ｱｽ
三姉妹探偵団　２０ 赤川　次郎／著 東京：講談社 F1 ｱｶ 20
１０分でラクうまおうちごはん！ 金本　Ｊ．ノリツグ／著 東京：学研 596 N4
三味線ざんまい 群　ようこ／著 東京：角川書店 9146 ﾑﾚ



順位 書名 著者 出版社 請求記号
十三の冥府 内田　康夫／著 東京：実業之日本社 F1 ｳﾁ
終着駅 白川　道／著 東京：新潮社 F1 ｼﾗ
週末婚 内館　牧子／著 東京：幻冬舎 F1 ｳﾁ
修善寺・紅葉の誘拐ライン 若桜木　虔／著 東京：有楽出版社 F1 ﾜｶ
ジロジロ見ないで 高橋　聖人／撮影 東京：扶桑社 281 N3
人生ベストテン 角田　光代／著 東京：講談社 F1 ｶｸ
水滸伝　１５ 北方　謙三／著 東京：集英社 F1 ｷﾀ
銭とり橋(高瀬川女船歌) 沢田　ふじ子／著 東京：幻冬舎 F1 ｻﾜ
草原からの使者(沙高楼綺譚) 浅田　次郎／著 東京：徳間書店 F1 ｱｻ
蒼煌 黒川　博行／著 東京：文芸春秋 F1 ｸﾛ
タオル一本で家中ピッカピカ 沖　幸子／著 東京：大和出版 597 N4
中国人を理解する３０の「ツボ」 李　景芳／〔著〕 東京：講談社 361 N4
長州藩部落民幕末伝説 西田　秀秋／著 東京：社会評論社 F1 ﾆｼ
東北新幹線「はやて」殺人事件 西村　京太郎／著 東京：光文社 F1 ﾆｼ
どくろ化粧(鬼悠市風信帖) 高橋　義夫／著 東京：文芸春秋 F1 ﾀｶ
とせい 今野　敏／著 東京：実業之日本社 F1 ｺﾝ
十津川警部「荒城の月」殺人事件 西村　京太郎／著 東京：講談社 F1 ﾆｼ
十津川警部ロマンの死、銀山温泉 西村　京太郎／著 東京：光文社 F1 ﾆｼ
飛石なぎさ式たったの２ステップで超ラクチン早ワザ料理 東京：主婦と生活社 596 N3
トリニティ・ブラッド 吉田　直／〔著〕 東京：角川書店 F1 ﾖｼ
泣かない女はいない 長嶋　有／著 東京：河出書房新社 F1 ﾅｶ
名古屋・静岡 〔東京〕：ＪＴＢ 291 M6
謎の後見人(ハーレクイン・クラシックス  Ｃ５６８) キャロル・モーティマー／作 東京：ハーレクイン F9 ﾓﾃ
贄門島　上 内田　康夫／著 東京：文芸春秋 F1 ｳﾁ
２００８年破綻する家計生き残る家計 荻原　博子／著 東京：ダイヤモンド社 332 N4
日本の黄金時代が始まる 竹村　健一／著 東京：太陽企画出版 304 N5
日本の路地裏１００ 佐藤　秀明／監修・写真 東京：ピエ・ブックス 291 N4
野ばら 林　真理子／著 東京：文芸春秋 F1 ﾊﾔ
野ブタ。をプロデュース 白岩　玄／著 東京：河出書房新社 F1 ｼﾗ
のほほん絵日記 さくら　ももこ／絵と文 東京：集英社 9146　ｻｸ
藩医宮坂涼庵 和田　はつ子／著 東京：新日本出版社 F1 ﾜﾀ
ピーコとサワコ ピーコ／著 東京：文芸春秋 9146 ﾋｺ
眉山 さだ　まさし／著 東京：幻冬舎 F1 ｻﾀ
ビーズ・ニュース　５ 東京：光文社 594 N3

１００歳時代がやってくる！
産経新聞「生命」取材
班／著

東京：産経新聞
ニュースサービス

491 N4

氷雪の殺人 内田　康夫／著 東京：文芸春秋 F1 ｳﾁ
ほんとにこれだけ、フライパンだけ。 東京：主婦と生活社 596 N4
間違いだらけのクルマ選び　０４年夏版 徳大寺　有恒／著 東京：草思社 537 N4
丸山晴美の「その買い物ちょっと待った！」 丸山　晴美／著 東京：日本放送出版協会 591 N3
三毛猫ホームズの降霊会 赤川　次郎／著 東京：光文社 F1 ｱｶ
もうひとつの冬のソナタ キム　ウニ／著 東京：ワニブックス 778 N4
ももこの２１世紀日記　Ｎ’０１ さくら　ももこ／著 東京：幻冬舎 9146 ｻｸ 1
野獣と花嫁 赤川　次郎／著 東京：実業之日本社 F1 ｱｶ
山口県広域・詳細道路地図 東京：昭文社 291 N2
やればできるんよ 山広　康子／著 東京：ダイヤモンド社 370 N4
夢にも思わない 宮部　みゆき／著 東京：中央公論社 F1 ﾐﾔ
よくわかる家電量販店業界 山名　一郎／著 東京：日本実業出版社 673 N4
義経　前編(ＮＨＫ大河ドラマ・ストーリー) 東京：日本放送出版協会 699 N4
義経伝説 鈴木　健一／編 東京：小学館 289 ﾐﾅ
夜ふけのなわとび 林　真理子／著 東京：文芸春秋 9146 ﾊﾔ
夜夢 柴田　よしき／著 東京：祥伝社 F1 ｼﾊ
竜臥亭幻想　上 島田　荘司／著 東京：光文社 F1 ｼﾏ 1
和風が暮らしいい。　Ｎｏ．１６ 東京：主婦と生活社 597 N4 16

178 愛知　２００２年版 東京：昭文社 291 N2 02
青い国から来た殺人者 西村　京太郎／著 東京：光文社 F1 ﾆｼ
赤い長靴 江国　香織／著 東京：文芸春秋 F1 ｴｸ
あかね空 山本　一力／著 東京：文芸春秋 F1　ﾔﾏ
赤まんま(慶次郎縁側日記) 北原　亜以子／著 東京：新潮社 F1 ｷﾀ
あかんべえ 宮部　みゆき／著 東京：ＰＨＰ研究所 F1 ﾐﾔ
秋に墓標を 大沢　在昌／著 東京：角川書店 F1 ｵｵ
アキハバラ＠ＤＥＥＰ 石田　衣良／著 東京：文芸春秋 F1 ｲｼ
頭のいい整理・整頓術、教えます 阿部　絢子／著 東京：リヨン社 597 N3



順位 書名 著者 出版社 請求記号
新しいお菓子とおやつ 学習研究社／編 学研 596 M9
あなたはお金が貯まらないＡ子さん？上手に
使うＢ子さん？

デボラ・ナッキー／著 東京：三笠書房 591 N3

ありがとう！電車男 宝島編集部／編 東京：宝島社 9102 ﾅｶ
いくつもの週末 江国　香織／著 東京：世界文化社 9146 ｴｸ
池波正太郎 東京：河出書房新社 9102 ｲｹ
ＩＣＯ 宮部　みゆき／著 東京：講談社 F1　ﾐﾔ
出雲松江殺人事件 木谷　恭介／著 東京：有楽出版社 F1 ｺﾀ
１ポンドの悲しみ 石田　衣良／著 東京：集英社 F1 ｲｼ
五日間のパリ ダニエル・スティール／作 東京：アカデミー出版 F9 ｽﾃ
一気にわかる朝鮮半島 鄭　銀淑／著 東京：池田書店 221 N4
一寸法師殺人事件 田島　恒／著 東京：文芸社 F1 ﾀｼ
今さらこんなこと他人（ひと）には聞けない大疑問！ 日本の常識研究会／編 東京：ベストセラーズ 049 N4

いまどきの中国人
サーチナ・中国情報
局／著

東京：ソフトバンク
パブリッシング

302 N4

色いろ花骨牌 黒鉄　ヒロシ／著 東京：講談社 9146 ｸﾛ
色でひける花の名前がわかる事典 高橋　竜次／著 東京：成美堂出版 627 N1
歌で味わう日本の食べもの 塩田　丸男／著 東京：白水社 9110 ｼｵ
うなされ上手 中川　いさみ／著 東京：晶文社 9146 ﾅｶ
英語ができない私をせめないで！ 小栗　左多里／著 東京：大和書房 830 N4
栄養の基本がわかる図解事典 中村　丁次／監修 東京：成美堂出版 498 N4
絵で見るおいしい野菜の見分け方・育て方 武田　健／著 東京：農山漁村文化協会 626 N4
ＮＨＫためしてガッテン　８ ＮＨＫ科学・環境番組部／編 東京：日本放送出版協会 049 N4 8
ＮＨＫためしてガッテン定番の裏ワザ「和食」 ＮＨＫ科学・環境番組部／編 東京：アスコム 596 N4
ＮＨＫためしてガッテンレシピ集　２ ＮＨＫ科学番組部／編 東京：アスキー 596 N0 2
エリカ 小池　真理子／著 東京：中央公論新社 F1 ｺｲ
天使の卵（エンジェルス・エッグ） 村山　由佳／著 東京：集英社 F1 ﾑﾗ
老いる準備 上野　千鶴子／著 東京：学陽書房 369 N4
ＯＬまりえの超～節約術！！ 白石　まりえ／著 東京：青春出版社 591 N4

岡江久美子のチャチャッとレシピ
ＴＢＳ「はなまるマー
ケット」制作スタッフ

東京：ワニブックス 596 N3

男鹿・角館殺しのスパン 西村　京太郎／著 東京：徳間書店 F1 ﾆｼ
奥薗寿子の超簡単！子どもレシピ 奥薗　寿子／著 東京：ＰＨＰ研究所 596 N4
御蔵堀情話 矢野　弘／著 東京：新風舎 F1 ﾔﾉ
おしゃれなアイディアガーデン 東京：パッチワーク通信社 629 N3
お茶のお稽古茶道入門 松井　宗幸／監修 東京：成美堂出版 791 N3
大っきいおかず小っちゃいおかず ケンタロウ／著 東京：講談社 596 N1
オテルモル 栗田　有起／著 東京：集英社 F1 ｸﾘ
鬼を斬る(山田浅右衛門涅槃斬り) 鳥羽　亮／著 東京：徳間書店 F1 ﾄﾊ
おばあちゃんの知恵袋 東京：宝島社 590 N4
帯留 池田　重子／著 東京：アシェット婦人画報社 755 N4
覚えておきたい母の味 栗原　はるみ／著 東京：扶桑社 596 N3
おりがみ　つつむ 布施　知子／著 東京：誠文堂新光社 754 N4
オレンジページお菓子教室 東京：オレンジページ 596 N2
おんみつ蜜姫 米村　圭伍／著 東京：新潮社 F1 ﾖﾈ
恩はあだで返せ 逢坂　剛／著 東京：集英社 F1 ｵｳ
九竜に昇る日は 高野　裕美子／著 東京：集英社 F1 ﾀｶ
駆けこみ交番 乃南　アサ／著 東京：新潮社 F1 ﾉﾅ
風の陣　大望篇 高橋　克彦／著 東京：ＰＨＰ研究所 F1 ﾀｶ
カツ代流ほのぼのおかずケンタロウ流思いっきりメシ 小林　カツ代／著 東京：講談社 596 N2
家庭園芸栽培大百科 江尻　光一／監修 東京：家の光協会 620 N4
ガーデニング・タブー集 江尻　光一／著 東京：講談社 627 M8
カーマロカ 三雲　岳斗／著 東京：双葉社 F1 ﾐｸ
上沼恵美子のおしゃべりクッキング ＡＢＣ／編 東京：学研 596 N3
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
雁の橋 沢田　ふじ子／著 東京：幻冬舎 F1 ｻﾜ
カントリーキルトデイズ 三上　奈津子／〔著〕 東京：パッチワーク通信社 594 N4
紀伊半島殺人事件 西村　京太郎／著 東京：双葉社 F1 ﾆｼ
鬼女面殺人事件 西村　京太郎／著 東京：徳間書店 F1 ﾆｼ
キッチン 吉本　ばなな／著 東京：福武書店 F1 ﾖｼ
貴賓室の怪人　「飛鳥」編 内田　康夫／著 東京：角川書店 F1 ｳﾁ
君を乗せる舟(髪結い伊三次捕物余話) 宇江佐　真理／著 東京：文芸春秋 F1 ｳｴ



順位 書名 著者 出版社 請求記号

気持ちいいほどピッカピカ！超カンタン「お掃除」術
日本ハウスクリーニ
ング協会／監修

東京：青春出版社 597 N4

九州ドライブ王
〔宮崎〕：九州タウン
情報ネットワーク

291 N3

兇悪な街 西村　京太郎／著 東京：小学館 F1 ﾆｼ
凶刃(用心棒日月抄) 藤沢　周平／著 東京：新潮社 F1 ﾌｼ
京てぬぐい 永楽屋細辻伊兵衛商店／監修 東京：ピエ・ブックス 753 N4
虚構金融 高嶋　哲夫／著 東京：実業之日本社 F1 ﾀｶ
銀弾の森 逢坂　剛／著 東京：文芸春秋 F1 ｵｳ
九月が永遠に続けば 沼田　まほかる／著 東京：新潮社 F1 ﾇﾏ
クライマーズ・ハイ 横山　秀夫／著 東京：文芸春秋 F1 ﾖｺ
黒く塗れ(髪結い伊三次捕物余話) 宇江佐　真理／著 東京：文芸春秋 F1　ｳｴ
黒の闘魂 広山　義慶／著 東京：有楽出版社 F1 ﾋﾛ
剣客春秋(かどわかし) 鳥羽　亮／著 東京：幻冬舎 F1 ﾄﾊ
玄関前ガーデニング　２ 東京：世界文化社 629 N2 2
ケンタロウの和食ムズカシイことぬき！ ケンタロウ／著 東京：講談社 596 N0
小悪魔な女になる方法 蝶々／著 東京：大和出版 159 N4
皇居の花 中野　正皓／著 東京：学研 472 N4
高知・竜馬殺人街道 西村　京太郎／著 東京：新潮社 F1 ﾆｼ
告白 町田　康／著 東京：中央公論新社 F1 ﾏﾁ
心ひだひだ 室井　滋／著 東京：マガジンハウス 9146　ﾑﾛ
５０円１００円手間なし！１０分おかず得選 東京：学研 596 N4
孤虫症 真梨　幸子／著 東京：講談社 F1 ﾏﾘ
子どもが喜ぶおやつ 上田　淳子／著 東京：文化出版局 596 N4
小林カツ代の基本のおかず 小林　カツ代／著 東京：主婦の友社 596 N2
コレステロールを減らす！血液サラサラ料理術 斎藤　康／医学監修 東京：日本放送出版協会 493 N4
近藤典子が建てた家 近藤　典子／著 東京：ＳＳコミュニケーションズ 527 N4
近藤典子の快適！生活Ｇメン　収納編 東京：ＳＳコミュニケーションズ 590 N3
近藤典子の収納の基本 近藤　典子／〔監修〕 東京：主婦の友社 597 N3
堺屋太一の見方 堺屋　太一／著 東京：ＰＨＰ研究所 304 N4
桜花（さくら）を見た 宇江佐　真理／著 東京：文芸春秋 F1 ｳｴ
さくら日和 さくら　ももこ／絵と文 東京：集英社 9146 ｻｸ
篠山早春譜(高瀬川女船歌) 沢田　ふじ子／著 東京：幻冬舎 F1 ｻﾜ
サプリメント事典 蒲原　聖可／著 東京：平凡社 498 N4
さまよう刃 東野　圭吾／著 東京：朝日新聞社 F1 ﾋｶ
山陰殺人事件 津村　秀介／著 東京：ワンツーマガジン社 F1 ﾂﾑ
三国志　第１巻 宮城谷　昌光／著 東京：文芸春秋 F1 ﾐﾔ
三年目の真実 西村　京太郎／著 東京：双葉社 F1 ﾆｼ
幸せ顔になれるメイク！ かづき　れいこ／著 東京：大和書房 595 N4
資格取り方選び方全ガイド　２００６年版 高橋書店編集部／編 東京：高橋書店 366 N4 06
時雨みち 藤沢　周平／著 東京：青樹社 F1 ﾌｼ
事件を追いかけろ 日本推理作家協会／編 東京：光文社 F1 ｼｹ
死小説 福沢　徹三／著 東京：幻冬舎 F1 ﾌｸ
７月２４日通り 吉田　修一／〔著〕 東京：新潮社 F1 ﾖｼ
死なないで 赤川　次郎／著 東京：双葉社 F1 ｱｶ
志麻子のしびれフグ日記 岩井　志麻子／著 東京：光文社 9146 ｲﾜ
しゃぼん玉 乃南　アサ／著 東京：朝日新聞社 F1 ﾉﾅ
女子中高生のお弁当２９６レシピ 東京：ブティック社 596 N3
女性のためのはじめての漢方 劉　影／監修 東京：池田書店 495 N4
白い息(物書同心居眠り紋蔵) 佐藤　雅美／著 東京：講談社 F1 ｻﾄ
新円切替 藤井　厳喜／著 東京：光文社 338 N4
新感覚の住まいの庭 講談社／編 東京：講談社 629 M2
シンプルなお菓子 藤野　真紀子／〔著〕 東京：オレンジページ 596 N3
新・和風スタイルを愉しむ住まいと暮らし ユーイーピー／編 東京：永岡書店 597 N3
炊飯器でお菓子も、パンも、軽食も。 阿部　剛子／著 東京：文化出版局 596 N4
蛇の指輪（スネーク・リング） 太田　蘭三／著 東京：祥伝社 F1 ｵｵ
スピードおべんとう 東京：世界文化社 596 N4
スピリチュアル夢百科 江原　啓之／著 東京：主婦と生活社 147 N4
「須磨明石」殺人事件 内田　康夫／著 東京：光文社 F1 ｳﾁ
スローな手づくり調味料 林　弘子／著 東京：晶文社 596 N4
税金を払う人、もらう人 今村　仁／著 東京：アスカ・エフ・プロダクツ 345 N4
聖殺人者 新堂　冬樹／著 東京：光文社 F1 ｼﾝ
青春１８きっぷパーフェクト・ガイド　２００３－２００４ 神戸　寧彦／著 東京：イカロス出版 291 N3



順位 書名 著者 出版社 請求記号
節約食生活の裏ワザ便利帳 ホームライフセミナー／編 東京：青春出版 596 N1
ぜ～んぶホットケーキミックスのパン・パン・パン 東京：学研 596 N5
千里眼トランス・オブ・ウォー 松岡　圭祐／著 東京：小学館 F1 ﾏﾂ
そうだ。お菓子を作ろう！ 行正　り香／著 東京：文化出版局 596 N2
空耳アワワ 阿川　佐和子／著 東京：中央公論新社 9146 ｱｶ
孫文の女 西木　正明／著 東京：文芸春秋 F1 ﾆｼ
体温免疫力 安保　徹／著 東京：ナツメ社 491 N4
大豆ダイエットレシピ 家森　幸男／編著 東京：法研 498 N4
大豆と豆腐の料理ノート 深町　さえ子／著 福岡：弦書房 596 N4
大満足！肉のおかず 東京：日本放送出版協会 596 N3
太陽と砂 西村　京太郎／著 東京：講談社 F1 ﾆｼ
出したらしまえない人へ 荒井　有里／著 東京：主婦の友社 597 N4
たのしいリメイクソーイング ピースフル・ピーセズ／編 東京：二見書房 594 N4
ダ・ヴィンチ・コード　上 ダン・ブラウン／著 東京：角川書店 F9 ﾌﾗ 1
卵のふわふわ(八丁堀喰い物草紙・江戸前でもなし) 宇江佐　真理／著 東京：講談社 F1 ｳｴ
ダーリンは外国人　２ 小栗　左多里／著 東京：メディアファクトリー 726 N4
ダーリンは外国人 小栗　左多里／著 東京：メディアファクトリー 726 N4
男女中高生のお弁当 ほりえ　さわこ／監修 東京：ブティック社 596 N4
小さな小さな物語 しふぉん／著 東京：碧天舎 F1 ｼﾌ
中国・四国小さな町小さな旅 東京：山と渓谷社 291 N4
天使の梯子 村山　由佳／著 東京：集英社 F1 ﾑﾗ
透明な歳月の光 曽野　綾子／著 東京：講談社 9146 ｿﾉ
十津川警部愛と死の伝説　下 西村　京太郎／著 東京：講談社 F1 ﾆｼ 2
十津川警部「記憶」 西村　京太郎／著 東京：角川書店 F1 ﾆｼ
十津川警部「告発」 西村　京太郎／著 東京：角川書店 F1 ﾆｼ
十津川警部「射殺」 西村　京太郎／著 東京：角川書店 F1 ﾆｼ
十津川警部の青春 西村　京太郎／著 東京：徳間書店 F1 ﾆｼ
とっても不幸な幸運 畠中　恵／著 東京：双葉社 F1 ﾊﾀ
トップモデルが教える「女が惚れる女」のルール 宇佐美　恵子／著 東京：青春出版社 159 N4
とても大切な暮らしのマナー 東京：宝島社 385 N4
トリニティ・ブラッド 吉田　直／〔著〕 東京：角川書店 F1 ﾖｼ
２０種の素材で２４５のおかず 浜内　千波／〔著〕 東京：グラフ社 596 N2

２０分で２品おかず ベターホーム協会／編集
〔東京〕：ベターホー
ム出版局

596 N3

ニッポン泥棒 大沢　在昌／著 東京：文芸春秋 F1 ｵｵ
ニート 玄田　有史／著 東京：幻冬舎 367 N4
２００円べんとうとおかず８００ 東京：主婦と生活社 596 N1
日本列島鉄道の旅 桜井　寛／編著 東京：小学館 686 N5
庭を素敵にするプランとアイデア 成美堂出版編集部／編 東京：成美堂出版 629 N3
庭の桜、隣の犬 角田　光代／著 東京：講談社 F1 ｶｸ
盗みとバラの日々 赤川　次郎／著 東京：徳間書店 F1 ｱｶ
ネグレクト 杉山　春／著 東京：小学館 369 N4
吐きたいほど愛してる。 新堂　冬樹／著 東京：新潮社 F1 ｼﾝ
萩・津和野・門司港レトロ地区 東京：実業之日本社 291 N2
萩・津和野・山口を歩く　〔２００４〕 〔東京〕：ＪＴＢパブリッシング 291 N4 04
幕末・維新 高野　澄／著 東京：ナツメ社 215 N4
はぐれ牡丹 山本　一力／〔著〕 東京：角川春樹事務所 F1 ﾔﾏ
箱根愛と死のラビリンス 西村　京太郎／著 東京：新潮社 F1 ﾆｼ
破婚の条件 森村　誠一／著 東京：幻冬舎 F1 ﾓﾘ
箸墓幻想 内田　康夫／著 東京：毎日新聞社 F1 ｳﾁ
はじめての果樹ガーデニング 小林　幹夫／監修 東京：永岡書店 625 N2
パッと作れるおかず７５３品 東京：世界文化社 596 N0
花いっぱいの小さな庭作り 成美堂出版編集部／編集 東京：成美堂出版 629 N3
花暦 沢田　ふじ子／著 東京：中央公論社 F1 ｻﾜ
はなまるＴｈｅレシピ問い合わせ殺到！！特選
３０＋１０メニュー

ＴＢＳ「はなまるマー
ケット」制作スタッフ

東京：ソニー・マガジンズ 596 N4

花嫁よ、永遠なれ 赤川　次郎／著 東京：実業之日本社 F1 ｱｶ
パパッとおうちで人気居酒屋レシピ２００ 東京：主婦の友社 596 N2
パパッと作れるおかず 東京：主婦の友社 5964 M7
早引き看護に役立つ基礎事典 西崎　統／監修 東京：ナツメ社 492 N2
早わかり花と庭木５５０種園芸１２か月 阿武　恒夫／監修 東京：主婦と生活社 627 N4
薔薇の殺人 西村　京太郎／著 東京：双葉社 F1 ﾆｼ
半落ち 横山　秀夫／著 東京：講談社 F1 ﾖｺ



順位 書名 著者 出版社 請求記号
半島を出よ　上 村上　竜／著 東京：幻冬舎 F1 ﾑﾗ 1
パンドラ・アイランド 大沢　在昌／著 東京：徳間書店 F1 ｵｵ
火を喰う者たち デイヴィッド・アーモンド／著 東京：河出書房新社 F9 ｱﾓ
秘史を伝える石造遺物　山口県北部の歴史と文化 古里の歴史保存会／編者 モルフプランニング Y 714 N4
美女に幸あり 林　真理子／著 東京：マガジンハウス 9146 ﾊﾔ
ビーズ・ニュース　４ 東京：光文社 594 N2
ひとり暮らしの簡単料理 あべ　みえこ／著 東京：ブティック社 596 N4
火のみち　下 乃南　アサ／著 東京：講談社 F1 ﾉﾅ 2
火のみち　上 乃南　アサ／著 東京：講談社 F1 ﾉﾅ 1
１００円グッズで家中スッキリ収納宣言！ 東京：学研 597 N1
１００万回の言い訳 唯川　恵／著 東京：新潮社 F1 ﾕｲ
飆風 車谷　長吉／著 東京：講談社 F1 ｸﾙ
弘海 市川　拓司／著 東京：朝日新聞社 F1 ｲﾁ
不運な女神 唯川　恵／著 東京：文芸春秋 F1 ﾕｲ
深追い 横山　秀夫／著 東京：実業之日本社 F1 ﾖｺ
福岡県広域・詳細道路地図 東京：昭文社 291 N2
ブランドと百円ショップ 堺屋　太一／著 東京：朝日新聞社 304 N4
プリンセスの願い(ハーレクイン・イマージュ  Ｉ１６３７) ジル・シャルヴィス／作 東京：ハーレクイン F9 ｼﾔ
ブルータワー 石田　衣良／著 東京：徳間書店 F1 ｲｼ
平家物語の女たち 宮尾　登美子／著 東京：朝日新聞社 9134 ﾐﾔ
ペーパークイリング 日名子　豊美／著 東京：ブティック社 754 N4
ほうれん草、大根、かぶ、白菜、ねぎのおかず 小川　聖子／料理 東京：グラフ社 596 N4
ホットケーキミックスでパパッと作れる！うちカフェおやつ 東京：主婦と生活社 596 N4
ホームメイドのチーズケーキ 六名　泰子／著 東京：成美堂出版 596 N2
本格ミステリ　０４ 本格ミステリ作家クラブ／編 東京：講談社 F1 ﾎﾝ 04
毎日つくれるお弁当レシピ 日本放送出版協会／編 東京：日本放送出版協会 596 N4
毎日のおべんとう 東京：オレンジページ 596 N2
魔女おばさんの毎日が１００倍、楽しくなる魔法ノート 三角　久美子／著 東京：大和出版 590 N4
魔女とプレイボーイ(ハーレクイン・イマージュ  Ｉ１７０２) リズ・フィールディング／作 東京：ハーレクイン F9 ﾌｲ
猿屋形(鬼悠市風信帖) 高橋　義夫／著 東京：文芸春秋 F1 ﾀｶ
松山・道後十七文字の殺人 西村　京太郎／著 東京：新潮社 F1 ﾆｼ
祭ジャック・京都祇園祭 西村　京太郎／著 東京：文芸春秋 F1 ﾆｼ
間取りの読み方・描き方 生活デザイン設計室・サンク／著 東京：日本実業出版社 527 N4
丸山晴美のらくらく節約生活 丸山　晴美／著 東京：婦人生活社 591 N1
ミニチュアフード 東京：ブティック社 751 N4
みみずくの日々好日 五木　寛之／著 東京：幻冬舎 9146 ｲﾂ
みんな大好き。手作りお菓子 柳瀬　久美子／著 東京：新星出版社 596 N2
昔なつかし　３ 東京：パッチワーク通信社 781 N4 3
むかしのはなし 三浦　しをん／著 東京：幻冬舎 F1 ﾐｳ
棟居刑事の追跡 森村　誠一／著 東京：実業之日本社 F1 ﾓﾘ
村上祥子の電子レンジでらくらくパン作り 村上　祥子／著 東京：ブックマン社 596 N3
室の梅(おろく医者覚え帖) 宇江佐　真理／著 東京：講談社 F1 ｳｴ
名探偵を追いかけろ 日本推理作家協会／編 東京：光文社 F1 ﾒｲ
免疫力を高める毎日の健康おかず 牧野　直子／監修 東京：成美堂出版 596 N4
木綿のプリントが好きだから 斉藤　謡子／著 東京：文化出版局 594 N4
ももこの話 さくら　ももこ／絵と文 東京：集英社 9146 ｻｸ
野菜コトコトスープ！スープ！ 井上　由香理／料理 東京：成美堂出版 596 N4
やさしい生活やさしい時間 雅姫／著 東京：集英社 590 N4
やさしい昔の針仕事 東京：日本ヴォーグ社 594 N4
野草を食べる 川原　勝征／著 鹿児島：南方新社 657 N4
やっぱり肉のおかず 日本放送出版協会／編 東京：日本放送出版協会 596 N4
闇を引き継ぐ者 西村　京太郎／著 東京：角川書店 F1 ﾆｼ
闇先案内人 大沢　在昌／著 東京：文芸春秋 F1 ｵｵ
幽霊列車で来た女 中野　圭一郎／著 東京：有楽出版社 F1 ﾅｶ
ユグノーの呪い 新井　政彦／著 東京：光文社 F1 ｱﾗ
ユージニア 恩田　陸／著 東京：角川書店 F1 ｵﾝ
用心棒日月抄 藤沢　周平／著 東京：新潮社 F1 ﾌｼ
横田浜夫と丸山晴美の明るい節約生活入門 横田　浜夫／著 東京：経済界 591 N3
四日間の奇蹟 浅倉　卓弥／著 東京：宝島社 F1 ｱｻ

夜回り先生 水谷　修／著
東京：サンクチュア
リ・パブリッシング

367 N4

夜回り先生の卒業証書 水谷　修／著 東京：日本評論社 367 N4
読む力は生きる力 脇　明子／著 東京：岩波書店 019 N4



順位 書名 著者 出版社 請求記号
夜は満ちる 小池　真理子／著 東京：新潮社 F1 ｺｲ
リネンで雑貨 石川　ゆみ／著 東京：文化出版局 594 N4
竜臥亭幻想　下 島田　荘司／著 東京：光文社 F1 ｼﾏ 2
レイクサイド 東野　圭吾／著 東京：実業之日本社 F1 ﾋｶ
冷凍保存でかんたん節約おかず 吉田　瑞子／著 東京：西東社 596 N4
老人自立宣言！ 村山　孚／著 東京：草思社 367 N4
６０歳のラブレター　４ ＮＨＫ出版／編 東京：日本放送出版協会 367 N4 4
ロシアン・ルーレット 山田　正紀／著 東京：集英社 F1 ﾔﾏ
和食教室　たっぷり野菜編 日本放送出版協会／編 東京：日本放送出版協会 596 N2
私の人生ア・ラ・カルト 岸　惠子／著 東京：講談社 778 N5
和風が暮らしいい。　Ｎｏ．１２ 東京：主婦と生活社 597 N3 12
和風が暮らしいい。　Ｎｏ．９ 東京：主婦と生活社 597 N2 9
和風が暮らしいい。　Ｎｏ．１５ 東京：主婦と生活社 597 N4 15
笑いの力 河合　隼雄／著 東京：岩波書店 141 N4
笑う茶碗 南　伸坊／著 東京：筑摩書房 9146 ﾐﾅ
笑って仕事をしてますか？ デイル・ドーテン／著 東京：小学館プロダクション 159 N4
悪刑事（わるでこ） 森巣　博／著 東京：徳間書店 F1　ﾓﾘ

　２階のコミックスは除外させていただきました。

　（「ハムスター研究レポート」「サザエさん」「ブラック・ジャック」などが除外した主なコミックスです）

　上記のリストには、複数の予約の付いている本が含まれています。お急ぎでない方はカウンターにて

ご予約ください。

平成平成平成平成１７１７１７１７年度上半期貸出年度上半期貸出年度上半期貸出年度上半期貸出ベストベストベストベスト２００２００２００２００よりよりよりより　　　　小説小説小説小説のみのみのみのみ（（（（１９０１９０１９０１９０冊冊冊冊））））

順位 書名 著者 出版社 請求記号
1 小判商人（御宿かわせみ） 平岩　弓枝／著 東京：文芸春秋 F1 ﾋﾗ

世界の中心で、愛をさけぶ 片山　恭一／著 東京：小学館 F1 ｶﾀ
3 怪殺日光・戦場ケ原 梓　林太郎／著 東京：徳間書店 F1 ｱｽ

十津川警部「故郷」 西村　京太郎／著 東京：祥伝社 F1 ﾆｼ
5 十三歳の仲人（御宿かわせみ） 平岩　弓枝／著 東京：文芸春秋 F1 ﾋﾗ

他殺の効用 内田　康夫／著 東京：有楽出版社 F1 ｳﾁ
7 十七年の空白 西村　京太郎／著 東京：実業之日本社 F1 ﾆｼ
8 銀行仕置人 池井戸　潤／著 東京：双葉社 F1 ｲｹ

草津・白根殺人回廊 梓　林太郎／著 東京：徳間書店 F1 ｱｽ
鯨の哭く海 内田　康夫／著 東京：祥伝社 F1 ｳﾁ
天国の階段　下 パク　ヘギョン／〔ほか〕脚本 東京：角川書店 F9 ｷﾑ
十津川警部「ある女への挽歌」 西村　京太郎／著 東京：小学館 F1 ﾆｼ
十津川警部姫路・千姫殺人事件 西村　京太郎／著 東京：講談社 F1 ﾆｼ
ブレイブ・ストーリー　上 宮部　みゆき／著 東京：角川書店 F1 ﾐﾔ

19 焦げた密室 西村　京太郎／著 東京：幻冬舎 F1 ﾆｼ
災厄の「つばさ」１２１号 西村　京太郎／著 東京：新潮社 F1 ﾆｼ
中央構造帯 内田　康夫／著 東京：講談社 F1 ｳﾁ
天国の階段　上 パク　ヘギョン／〔ほか〕脚本 東京：角川書店 F9 ｷﾑ
東京発ひかり１４７号 西村　京太郎／著 東京：祥伝社 F1 ﾆｼ
東京湾アクアライン十五・一キロの罠 西村　京太郎／著 東京：新潮社 F1 ﾆｼ
十津川警部「裏切り」 西村　京太郎／著 東京：角川書店 F1 ﾆｼ
十津川警部影を追う 西村　京太郎／著 東京：徳間書店 F1 ﾆｼ
十津川警部「家族」 西村　京太郎／著 東京：祥伝社 F1 ﾆｼ
果てしなき渇き 深町　秋生／著 東京：宝島社 F1 ﾌｶ
反自殺クラブ(池袋ウエストゲートパーク  ５) 石田　衣良／著 東京：文芸春秋 F1 ｲｼ
ブレイブ・ストーリー　下 宮部　みゆき／著 東京：角川書店 F1 ﾐﾔ
用心棒風来剣　東国篇 八剣　浩太郎／著 東京：広済堂出版 F1 ﾔﾂ
夜のピクニック 恩田　陸／著 東京：新潮社 F1 ｵﾝ

35 哀歌　下 曽野　綾子／著 東京：毎日新聞社 F1 ｿﾉ 2
哀歌　上 曽野　綾子／著 東京：毎日新聞社 F1 ｿﾉ 1
青森ねぶた殺人事件 西村　京太郎／著 東京：文芸春秋 F1 ﾆｼ
悪の条件(牛尾刑事・事件簿) 森村　誠一／著 東京：双葉社 F1 ﾓﾘ
梅咲きぬ 山本　一力／著 東京：潮出版社 F1 ﾔﾏ
義八郎商店街 東　直己／著 東京：双葉社 F1 ｱｽ
欅しぐれ 山本　一力／著 東京：朝日新聞社 F1 ﾔﾏ



順位 書名 著者 出版社 請求記号
幻覚 渡辺　淳一／著 東京：中央公論新社 F1 ﾜﾀ
こころ残り 阿刀田　高／著 東京：角川書店 F1 ｱﾄ
上海特急殺人事件 西村　京太郎／著 東京：実業之日本社 F1 ﾆｼ
上海迷宮 内田　康夫／著 東京：徳間書店 F1 ｳﾁ
「スーパー隠岐」殺人特急 西村　京太郎／著 東京：実業之日本社 F1 ﾆｼ
銭売り賽蔵 山本　一力／著 東京：集英社 F1 ﾔﾏ
背の眼 道尾　秀介／著 東京：幻冬舎 F1　ﾐﾁ
仙台・青葉の殺意(十津川警部) 西村　京太郎／著 東京：双葉社 F1 ﾆｼ
だいこん 山本　一力／著 東京：光文社 F1 ﾔﾏ
黄昏に歌え なかにし　礼／著 東京：朝日新聞社 F1 ﾅｶ
とげ 山本　甲士／著 東京：小学館 F1　ﾔﾏ
十津川警部「生命」　上 西村　京太郎／著 東京：有楽出版社 F1 ﾆｼ
十津川警部「生命」　下 西村　京太郎／著 東京：有楽出版社 F1 ﾆｼ
十津川警部「目撃」 西村　京太郎／著 東京：有楽出版社 F1 ﾆｼ
贄門島　下 内田　康夫／著 東京：文芸春秋 F1 ｳﾁ
日光例幣使道の殺人(はやぶさ新八御用旅) 平岩　弓枝／著 東京：講談社 F1 ﾋﾗ
能登半島殺人事件 西村　京太郎／著 東京：双葉社 F1 ﾆｼ
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
ハリー・ポッターと秘密の部屋 Ｊ．Ｋ．ローリング／作 東京：静山社 F9 ﾛﾘ
卑弥呼の殺人 篠田　秀幸／著 東京：角川春樹事務所 F1 ｼﾉ
間宮兄弟 江国　香織／著 東京：小学館 F1 ｴｸ
霧笛荘夜話 浅田　次郎／著 東京：角川書店 F1 ｱｻ
恋愛小説 川上　弘美／〔ほか〕著 東京：新潮社 F1 ﾚﾝ
悪い棺(公事宿事件書留帳) 沢田　ふじ子／著 東京：幻冬舎 F1 ｻﾜ

87 あなた 乃南　アサ／〔著〕 東京：新潮社 F1 ﾉﾅ
あやめ横丁の人々 宇江佐　真理／著 東京：講談社 F1 ｳｴ
生きのびる(横浜異人街事件帖) 白石　一郎／著 東京：文芸春秋 F1 ｼﾗ
イタリア幻想曲(貴賓室の怪人　２) 内田　康夫／著 東京：角川書店 F1 ｳﾁ
うたう警官 佐々木　譲／〔著〕 東京：角川春樹事務所 F1 ｻｻ
恵比寿町火事(公事宿事件書留帳) 沢田　ふじ子／著 東京：幻冬舎 F1 ｻﾜ
夫の息子 藤堂　志津子／著 東京：角川書店 F1 ﾄｳ
家族芝居 佐川　光晴／著 東京：文芸春秋 F1 ｻｶ
鎌倉・流鏑馬神事の殺人 西村　京太郎／著 東京：文芸春秋 F1 ﾆｼ
『ギロチン城』殺人事件 北山　猛邦／著 東京：講談社 F1 ｷﾀ
銀座開化事件帖 松井　今朝子／著 東京：新潮社 F1 ﾏﾂ
剣客商売全集　第１巻 池波　正太郎／著 東京：新潮社 F1 ｲｹ
号泣する準備はできていた 江国　香織／著 東京：新潮社 F1 ｴｸ
御用盗銀次郎 東郷　隆／著 東京：徳間書店 F1 ﾄｳ
薩摩半島知覧殺人事件 梓　林太郎／著 東京：祥伝社 F1 ｱｽ
三姉妹探偵団　２０ 赤川　次郎／著 東京：講談社 F1 ｱｶ 20
十三の冥府 内田　康夫／著 東京：実業之日本社 F1 ｳﾁ
終着駅 白川　道／著 東京：新潮社 F1 ｼﾗ
週末婚 内館　牧子／著 東京：幻冬舎 F1 ｳﾁ
修善寺・紅葉の誘拐ライン 若桜木　虔／著 東京：有楽出版社 F1 ﾜｶ
人生ベストテン 角田　光代／著 東京：講談社 F1 ｶｸ
水滸伝　１５(折戟の章) 北方　謙三／著 東京：集英社 F1 ｷﾀ
銭とり橋(高瀬川女船歌) 沢田　ふじ子／著 東京：幻冬舎 F1 ｻﾜ
草原からの使者(沙高楼綺譚) 浅田　次郎／著 東京：徳間書店 F1 ｱｻ
蒼煌 黒川　博行／著 東京：文芸春秋 F1 ｸﾛ
長州藩部落民幕末伝説 西田　秀秋／著 東京：社会評論社 F1 ﾆｼ
東北新幹線「はやて」殺人事件 西村　京太郎／著 東京：光文社 F1 ﾆｼ
どくろ化粧(鬼悠市風信帖) 高橋　義夫／著 東京：文芸春秋 F1 ﾀｶ
とせい 今野　敏／著 東京：実業之日本社 F1 ｺﾝ
十津川警部「荒城の月」殺人事件 西村　京太郎／著 東京：講談社 F1 ﾆｼ
十津川警部ロマンの死、銀山温泉 西村　京太郎／著 東京：光文社 F1 ﾆｼ
トリニティ・ブラッド(リボーン・オン・ザ・マルス　３) 吉田　直／〔著〕 東京：角川書店 F1 ﾖｼ
泣かない女はいない 長嶋　有／著 東京：河出書房新社 F1 ﾅｶ
謎の後見人(ハーレクイン・クラシックス  Ｃ５６８) キャロル・モーティマー／作 東京：ハーレクイン F9 ﾓﾃ
贄門島　上 内田　康夫／著 東京：文芸春秋 F1 ｳﾁ
野ばら 林　真理子／著 東京：文芸春秋 F1 ﾊﾔ
野ブタ。をプロデュース 白岩　玄／著 東京：河出書房新社 F1 ｼﾗ
藩医宮坂涼庵 和田　はつ子／著 東京：新日本出版社 F1 ﾜﾀ
眉山 さだ　まさし／著 東京：幻冬舎 F1 ｻﾀ



順位 書名 著者 出版社 請求記号
氷雪の殺人 内田　康夫／著 東京：文芸春秋 F1 ｳﾁ
三毛猫ホームズの降霊会 赤川　次郎／著 東京：光文社 F1 ｱｶ
野獣と花嫁 赤川　次郎／著 東京：実業之日本社 F1 ｱｶ
夢にも思わない 宮部　みゆき／著 東京：中央公論社 F1 ﾐﾔ
夜夢 柴田　よしき／著 東京：祥伝社 F1 ｼﾊ
竜臥亭幻想　上 島田　荘司／著 東京：光文社 F1 ｼﾏ 1

178 青い国から来た殺人者 西村　京太郎／著 東京：光文社 F1 ﾆｼ
赤い長靴 江国　香織／著 東京：文芸春秋 F1 ｴｸ
あかね空 山本　一力／著 東京：文芸春秋 F1　ﾔﾏ
赤まんま(慶次郎縁側日記) 北原　亜以子／著 東京：新潮社 F1 ｷﾀ
あかんべえ 宮部　みゆき／著 東京：ＰＨＰ研究所 F1 ﾐﾔ
秋に墓標を 大沢　在昌／著 東京：角川書店 F1 ｵｵ
アキハバラ＠ＤＥＥＰ 石田　衣良／著 東京：文芸春秋 F1 ｲｼ
ＩＣＯ 宮部　みゆき／著 東京：講談社 F1　ﾐﾔ
出雲松江殺人事件 木谷　恭介／著 東京：有楽出版社 F1 ｺﾀ
１ポンドの悲しみ 石田　衣良／著 東京：集英社 F1 ｲｼ
五日間のパリ ダニエル・スティール／作 東京：アカデミー出版 F9 ｽﾃ
一寸法師殺人事件 田島　恒／著 東京：文芸社 F1 ﾀｼ
エリカ 小池　真理子／著 東京：中央公論新社 F1 ｺｲ
天使の卵（エンジェルス・エッグ） 村山　由佳／著 東京：集英社 F1 ﾑﾗ
男鹿・角館殺しのスパン 西村　京太郎／著 東京：徳間書店 F1 ﾆｼ
御蔵堀情話 矢野　弘／著 東京：新風舎 F1 ﾔﾉ
オテルモル 栗田　有起／著 東京：集英社 F1 ｸﾘ
鬼を斬る(山田浅右衛門涅槃斬り) 鳥羽　亮／著 東京：徳間書店 F1 ﾄﾊ
おんみつ蜜姫 米村　圭伍／著 東京：新潮社 F1 ﾖﾈ
恩はあだで返せ 逢坂　剛／著 東京：集英社 F1 ｵｳ
九竜に昇る日は 高野　裕美子／著 東京：集英社 F1 ﾀｶ
駆けこみ交番 乃南　アサ／著 東京：新潮社 F1 ﾉﾅ
風の陣　大望篇 高橋　克彦／著 東京：ＰＨＰ研究所 F1 ﾀｶ
カーマロカ(将門異聞) 三雲　岳斗／著 東京：双葉社 F1 ﾐｸ
雁の橋 沢田　ふじ子／著 東京：幻冬舎 F1 ｻﾜ
紀伊半島殺人事件 西村　京太郎／著 東京：双葉社 F1 ﾆｼ
鬼女面殺人事件 西村　京太郎／著 東京：徳間書店 F1 ﾆｼ
キッチン 吉本　ばなな／著 東京：福武書店 F1 ﾖｼ
貴賓室の怪人　「飛鳥」編 内田　康夫／著 東京：角川書店 F1 ｳﾁ
君を乗せる舟(髪結い伊三次捕物余話) 宇江佐　真理／著 東京：文芸春秋 F1 ｳｴ
兇悪な街 西村　京太郎／著 東京：小学館 F1 ﾆｼ
凶刃(用心棒日月抄) 藤沢　周平／著 東京：新潮社 F1 ﾌｼ
虚構金融 高嶋　哲夫／著 東京：実業之日本社 F1 ﾀｶ
銀弾の森(禿鷹  ３) 逢坂　剛／著 東京：文芸春秋 F1 ｵｳ
九月が永遠に続けば 沼田　まほかる／著 東京：新潮社 F1 ﾇﾏ
クライマーズ・ハイ 横山　秀夫／著 東京：文芸春秋 F1 ﾖｺ
黒く塗れ(髪結い伊三次捕物余話) 宇江佐　真理／著 東京：文芸春秋 F1　ｳｴ
黒の闘魂 広山　義慶／著 東京：有楽出版社 F1 ﾋﾛ
剣客春秋(かどわかし) 鳥羽　亮／著 東京：幻冬舎 F1 ﾄﾊ
高知・竜馬殺人街道 西村　京太郎／著 東京：新潮社 F1 ﾆｼ
告白 町田　康／著 東京：中央公論新社 F1 ﾏﾁ
孤虫症 真梨　幸子／著 東京：講談社 F1 ﾏﾘ
桜花（さくら）を見た 宇江佐　真理／著 東京：文芸春秋 F1 ｳｴ
篠山早春譜(高瀬川女船歌) 沢田　ふじ子／著 東京：幻冬舎 F1 ｻﾜ
さまよう刃 東野　圭吾／著 東京：朝日新聞社 F1 ﾋｶ
山陰殺人事件 津村　秀介／著 東京：ワンツーマガジン社 F1 ﾂﾑ
三国志　第１巻 宮城谷　昌光／著 東京：文芸春秋 F1 ﾐﾔ
三年目の真実 西村　京太郎／著 東京：双葉社 F1 ﾆｼ
時雨みち 藤沢　周平／著 東京：青樹社 F1 ﾌｼ
事件を追いかけろ 日本推理作家協会／編 東京：光文社 F1 ｼｹ
死小説 福沢　徹三／著 東京：幻冬舎 F1 ﾌｸ
７月２４日通り 吉田　修一／〔著〕 東京：新潮社 F1 ﾖｼ
死なないで 赤川　次郎／著 東京：双葉社 F1 ｱｶ
しゃぼん玉 乃南　アサ／著 東京：朝日新聞社 F1 ﾉﾅ
白い息(物書同心居眠り紋蔵) 佐藤　雅美／著 東京：講談社 F1 ｻﾄ
蛇の指輪（スネーク・リング）(顔のない刑事・迷宮捜査) 太田　蘭三／著 東京：祥伝社 F1 ｵｵ
「須磨明石」殺人事件 内田　康夫／著 東京：光文社 F1 ｳﾁ



順位 書名 著者 出版社 請求記号
聖殺人者 新堂　冬樹／著 東京：光文社 F1 ｼﾝ
千里眼トランス・オブ・ウォー 松岡　圭祐／著 東京：小学館 F1 ﾏﾂ
孫文の女 西木　正明／著 東京：文芸春秋 F1 ﾆｼ
太陽と砂 西村　京太郎／著 東京：講談社 F1 ﾆｼ
ダ・ヴィンチ・コード　上 ダン・ブラウン／著 東京：角川書店 F9 ﾌﾗ 1
卵のふわふわ(八丁堀喰い物草紙・江戸前でもなし) 宇江佐　真理／著 東京：講談社 F1 ｳｴ
小さな小さな物語(ピカピカ・キョロキョロ・グーグーの不思議な旅) しふぉん／著 東京：碧天舎 F1 ｼﾌ
天使の梯子 村山　由佳／著 東京：集英社 F1 ﾑﾗ
十津川警部愛と死の伝説　下 西村　京太郎／著 東京：講談社 F1 ﾆｼ 2
十津川警部「記憶」 西村　京太郎／著 東京：角川書店 F1 ﾆｼ
十津川警部「告発」 西村　京太郎／著 東京：角川書店 F1 ﾆｼ
十津川警部「射殺」 西村　京太郎／著 東京：角川書店 F1 ﾆｼ
十津川警部の青春 西村　京太郎／著 東京：徳間書店 F1 ﾆｼ
とっても不幸な幸運 畠中　恵／著 東京：双葉社 F1 ﾊﾀ
トリニティ・ブラッド(リボーン・オン・ザ・マルス　２) 吉田　直／〔著〕 東京：角川書店 F1 ﾖｼ
ニッポン泥棒 大沢　在昌／著 東京：文芸春秋 F1 ｵｵ
庭の桜、隣の犬 角田　光代／著 東京：講談社 F1 ｶｸ
盗みとバラの日々 赤川　次郎／著 東京：徳間書店 F1 ｱｶ
吐きたいほど愛してる。 新堂　冬樹／著 東京：新潮社 F1 ｼﾝ
はぐれ牡丹 山本　一力／〔著〕 東京：角川春樹事務所 F1 ﾔﾏ
箱根愛と死のラビリンス 西村　京太郎／著 東京：新潮社 F1 ﾆｼ
破婚の条件 森村　誠一／著 東京：幻冬舎 F1 ﾓﾘ
箸墓幻想 内田　康夫／著 東京：毎日新聞社 F1 ｳﾁ
花暦 沢田　ふじ子／著 東京：中央公論社 F1 ｻﾜ
花嫁よ、永遠なれ 赤川　次郎／著 東京：実業之日本社 F1 ｱｶ
薔薇の殺人 西村　京太郎／著 東京：双葉社 F1 ﾆｼ
半落ち 横山　秀夫／著 東京：講談社 F1 ﾖｺ
半島を出よ　上 村上　竜／著 東京：幻冬舎 F1 ﾑﾗ 1
パンドラ・アイランド 大沢　在昌／著 東京：徳間書店 F1 ｵｵ
火を喰う者たち デイヴィッド・アーモンド／著 東京：河出書房新社 F9 ｱﾓ
火のみち　下 乃南　アサ／著 東京：講談社 F1 ﾉﾅ 2
火のみち　上 乃南　アサ／著 東京：講談社 F1 ﾉﾅ 1
１００万回の言い訳 唯川　恵／著 東京：新潮社 F1 ﾕｲ
飆風 車谷　長吉／著 東京：講談社 F1 ｸﾙ
弘海 市川　拓司／著 東京：朝日新聞社 F1 ｲﾁ
不運な女神 唯川　恵／著 東京：文芸春秋 F1 ﾕｲ
深追い 横山　秀夫／著 東京：実業之日本社 F1 ﾖｺ
プリンセスの願い(ハーレクイン・イマージュ  Ｉ１６３７) ジル・シャルヴィス／作 東京：ハーレクイン F9 ｼﾔ
ブルータワー 石田　衣良／著 東京：徳間書店 F1 ｲｼ
本格ミステリ　０４ 本格ミステリ作家クラブ／編 東京：講談社 F1 ﾎﾝ 04
魔女とプレイボーイ(ハーレクイン・イマージュ  Ｉ１７０２) リズ・フィールディング／作 東京：ハーレクイン F9 ﾌｲ
猿屋形(鬼悠市風信帖) 高橋　義夫／著 東京：文芸春秋 F1 ﾀｶ
松山・道後十七文字の殺人 西村　京太郎／著 東京：新潮社 F1 ﾆｼ
祭ジャック・京都祇園祭 西村　京太郎／著 東京：文芸春秋 F1 ﾆｼ
むかしのはなし 三浦　しをん／著 東京：幻冬舎 F1 ﾐｳ
棟居刑事の追跡 森村　誠一／著 東京：実業之日本社 F1 ﾓﾘ
室の梅(おろく医者覚え帖) 宇江佐　真理／著 東京：講談社 F1 ｳｴ
名探偵を追いかけろ 日本推理作家協会／編 東京：光文社 F1 ﾒｲ
闇を引き継ぐ者 西村　京太郎／著 東京：角川書店 F1 ﾆｼ
闇先案内人 大沢　在昌／著 東京：文芸春秋 F1 ｵｵ
幽霊列車で来た女 中野　圭一郎／著 東京：有楽出版社 F1 ﾅｶ
ユグノーの呪い 新井　政彦／著 東京：光文社 F1 ｱﾗ
ユージニア 恩田　陸／著 東京：角川書店 F1 ｵﾝ
用心棒日月抄 藤沢　周平／著 東京：新潮社 F1 ﾌｼ
四日間の奇蹟 浅倉　卓弥／著 東京：宝島社 F1 ｱｻ
夜は満ちる 小池　真理子／著 東京：新潮社 F1 ｺｲ
竜臥亭幻想　下 島田　荘司／著 東京：光文社 F1 ｼﾏ 2
レイクサイド 東野　圭吾／著 東京：実業之日本社 F1 ﾋｶ
ロシアン・ルーレット 山田　正紀／著 東京：集英社 F1 ﾔﾏ
悪刑事（わるでこ） 森巣　博／著 東京：徳間書店 F1　ﾓﾘ


