
所蔵館：伊達本館

No. 資料コード 資料名 著者名 No. 資料コード 著者名

1 2110623283 室生犀星詩集 　 室生 犀星／著 26 2110623879 暗殺の年輪 　 藤沢 周平著

2 2110623648 金環蝕 　上 石川 達三著 27 2110623846 愛子いとしや 　 川口 松太郎著

3 2110623655 金環蝕 　中 石川 達三著 28 2110623853 時々の花 　上 網野 菊著

4 2110623663 金環蝕 　下 石川 達三著 29 2110623861 時々の花 　下 網野 菊著

5 2110537715 おとこ鷹 　(一) 子母澤 寛著 30 2110623242 旅人 　上 湯川 秀樹著

6 2110537723 おとこ鷹 　(二) 子母澤 寛著 31 2110623259 旅人 　下 湯川 秀樹著

7 2110537731 おとこ鷹 　(三) 子母澤 寛著 32 2110623275 とっておきの魚の話 　 末廣 恭雄著

8 2110537822 おとこ鷹 　(四) 子母澤 寛著 33 2110623317 短歌への出発 　 生方 たつゑ著

9 2110537830 おとこ鷹 　(五) 子母澤 寛著 34 2110623291 無名仮名人名簿 　上 向田 邦子／著

10 2110623762 大炊介始末 　 山本 周五郎著 35 2110623309 無名仮名人名簿 　下 向田 邦子／著

11 2110623754 落葉の隣り 　 山本 周五郎著 36 2110623374 走れメロス 　 太宰 治／著

12 2110623770 白い人・黄色い人 　 遠藤 周作著 37 2110623390 潮騒 上巻 三島 由紀夫著

13 2110623721 よじょう 　 山本 周五郎著 38 2110623408 潮騒 下巻 三島 由紀夫著

14 2110623697 挽歌 　下 原田 康子著 39 2110623366 天の夕顔 　 中河 与一著

15 2110623689 挽歌 　上 原田 康子著 40 2110623416 おはん 　 宇野 千代著

16 2110623788 台所太平記 　 谷崎 潤一郎著 41 2110623341 老妓抄 　 岡本 かの子著

17 2110623739 仕立屋銀次隠し台帳 　上 結城 昌治著 42 2110623457 強力伝 　 新田 次郎著

18 2110623747 仕立屋銀次隠し台帳 　下 結城 昌治著 43 2110623432 銀心中 　 田宮 虎彦著

19 2110623705 赤い猫 　上 仁木 悦子著 44 2110623440 ぼく東綺譚 　 永井 荷風著

20 2110623713 赤い猫 　下 仁木 悦子著 45 2110623358 富岳百景 　 太宰 治／著

21 2110623671 本覚坊遺文 　 井上 靖著 46 2110623424 山犬物語 　 新田 次郎著

22 2110623820 春の海 　上 宮城 道雄著 47 2110623382 ぎんの一生 　 田宮 虎彦著

23 2110623838 春の海 　下 宮城 道雄著 48 2110623465 花の文化史 上巻 松田 修著

24 2110623812 川柳の作り方・味わい方 　 神田 忙人著 49 2110623473 花の文化史 下巻 松田 修著

25 2110623267 わたしの三面鏡 　 沢村 貞子著 50 2110623333 蔦の門 　 岡本 かの子著

資料名
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51 2110623481 赤光 　 斎藤 茂吉著 76 2110624422 太陽の子 中巻 灰谷 健次郎著

52 2110623887 鉄道員(ぽっぽや)*ラブ・レター 　9 浅田 次郎著 77 2110624430 太陽の子 下巻 灰谷 健次郎著

53 2110623796 青玉獅子香炉 　 陳 舜臣著 78 2110624448 ガラスのうさぎ 　 高木 敏子著

54 2110624315 門 下巻 夏目 漱石著 79 2110624505 少年少女シートン動物記 　1 E・T・シートン著

55 2110624323 門 上巻 夏目 漱石著 80 2110624521 少年少女シートン動物記 　3 E・T・シートン著

56 2110624778 雁 　 森 鴎外著 81 2110624513 少年少女シートン動物記 　2 E・T・シートン著

57 2110624695 田舎教師 下巻 田山 花袋／著 82 2110624539 少年少女シートン動物記 　4 E・T・シートン著

58 2110624687 田舎教師 上巻 田山 花袋／著 83 2110624547 少年少女シートン動物記 　5 E・T・シートン著

59 2110624307 小僧の神様 　 志賀 直哉著 84 2110624554 少年少女シートン動物記 　6 E・T・シートン著

60 2110624299 歯車 　 芥川 龍之介著 85 2110624562 少年少女シートン動物記 　7 E・T・シートン著

61 2110624331 河童 　 芥川 龍之介著 86 2110624463 ことばの歳時記 上巻 金田一 春彦著

62 2110624349 野菊の墓 　 伊藤 左千夫著 87 2110624398 路傍の石 上巻 山本 有三著

63 2110624455 植物名の由来 　 中村 浩著 88 2110624406 路傍の石 下巻 山本 有三著

64 2110624364 短歌添削教室 　 木俣 修著 89 2110624570 兎の眼 上巻 灰谷 健次郎著

65 2110624596 アンデルセン童話選 　1 アンデルセン著 90 2110624588 兎の眼 下巻 灰谷 健次郎著

66 2110624604 アンデルセン童話選 　2 アンデルセン著 91 2110623598 二十四の瞳 上巻 壷井 栄著

67 2110624372 銀河鉄道の夜 　 宮沢 賢治著 92 2110623606 二十四の瞳 下巻 壷井 栄著

68 2110624620 十五少年漂流記 　Ⅱ ジュール・ベルヌ著 93 2110623531 王子とこじき 　上 マーク=トウェイン著

69 2110624638 十五少年漂流記 　Ⅲ ジュール・ベルヌ著 94 2110623549 王子とこじき 　中 マーク=トウェイン著

70 2110624612 十五少年漂流記 　Ⅰ ジュール・ベルヌ著 95 2110623556 王子とこじき 　下 マーク=トウェイン著

71 2110624356 私の動物誌 　 古賀 忠道著 96 2110623564 山のトムさん 　 石井 桃子著

72 2110624380 町かどの福祉 　 秋山 ちえ子著 97 2110623572 向こう横町のおいなりさん 上巻 長崎 源之助著

73 2110624489 俳句日暦 上巻 石 寒太著 98 2110623580 向こう横町のおいなりさん 下巻 長崎 源之助著

74 2110624497 俳句日暦 下巻 石 寒太著 99 2110623614 窓ぎわのトットちゃん 　 黒柳 徹子著

75 2110624414 太陽の子 上巻 灰谷 健次郎著 100 2110623630 猫ふえちゃった 　2 ジェルミ・エンジェル著
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101 2110623622 ギリシア神話 　1 串田 孫一著 126 2110624117 赤穂浪士 第三巻 大佛 次郎著

102 2110623986 月山 　 森 敦著 127 2110624125 赤穂浪士 第四巻 大佛 次郎著

103 2110624018 桜島 日の果て 上巻 梅崎 春生著 128 2110624133 赤穂浪士 第五巻 大佛 次郎著

104 2110624026 桜島 日の果て 下巻 梅崎 春生著 129 2110624141 赤穂浪士 第六巻 大佛 次郎著

105 2110624059 ぐうたら人間学 上巻 遠藤 周作著 130 2110623911 雨やどり 　 半村 良著

106 2110623937 落城 足摺岬 　 田宮 虎彦著 131 2110623895 リツ子・その愛 上巻 檀 一雄著

107 2110624208 千羽鶴 　 川端 康成著 132 2110623903 リツ子・その愛 下巻 檀 一雄著

108 2110624034 土と兵隊 　 火野 葦平著 133 2110624158 如何なる星の下に 　 高見 順著

109 2110624000 伊豆の踊り子 　 川端 康成著 134 2110624240 虫のいろいろ 　 尾崎 一雄著

110 2110624232 蓼喰う虫 　 谷崎 潤一郎著 135 2110623994 天平の甍 　 井上 靖著

111 2110623960 ちくしょう谷 　 山本 周五郎著 136 2110624752 こころ 上巻 夏目 漱石著

112 2110624174 さぶ 下巻 山本 周五郎著 137 2110624760 こころ 下巻 夏目 漱石著

113 2110624190 ちいさこべ 　 山本 周五郎著 138 2110624729 三四郎 上巻 夏目 漱石著

114 2110624075 くるま椅子の歌 上巻 水上 勉著 139 2110624737 三四郎 下巻 夏目 漱石著

115 2110624083 くるま椅子の歌 下巻 水上 勉著 140 2110624786 戯作三昧 　 芥川 龍之介著

116 2110624166 さぶ 上巻 山本 周五郎著 141 2110623952 青べか物語 下巻 山本 周五郎／著

117 2110624265 雪国 　 川端 康成著 142 2110623945 青べか物語 上巻 山本 周五郎／著

118 2110624216 しろばんば 前編 井上 靖著 143 2110624653 坊っちゃん 　 夏目 漱石著

119 2110624224 しろばんば 後編 井上 靖著 144 2110624273 山椒大夫 高瀬舟 　 森 鴎外著

120 2110624091 赤穂浪士 第一巻 大佛 次郎著 145 2110538051 吾輩は猫である 　上 夏目 漱石著

121 2110623978 女坂 　 円地 文子著 146 2110538069 吾輩は猫である 　中 夏目 漱石著

122 2110624182 吉野葛 盲目物語 　 谷崎 潤一郎著 147 2110538077 吾輩は猫である 　下 夏目 漱石著

123 2110624257 麦と兵隊 　 火野 葦平著 148 2110624679 恩讐の彼方に 　 菊池 寛著

124 2110624042 春琴抄 　 谷崎 潤一郎著 149 2110624703 それから 上巻 夏目 漱石著

125 2110624109 赤穂浪士 第二巻 大佛 次郎著 150 2110624711 それから 下巻 夏目 漱石著
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151 2110624745 草枕 　 夏目 漱石著 176 2110461536
新田次郎集
　大きな活字で読みやすい本 　11 新田 次郎著

152 2110624471 ことばの歳時記 下巻 金田一 春彦著 177 2110460751
滝口康彦集
　大きな活字で読みやすい本 　12 滝口 康彦著

153 2110623929 雨やどり 　 半村 良著 178 2110073372
綱淵謙錠集
　大きな活字で読みやすい本 　13 綱淵 謙錠著

154 2110624067 ぐうたら人間学 下巻 遠藤 周作著 179 2110461544
神坂次郎集
　大きな活字で読みやすい本 　14 神坂 次郎著

155 2110460835 傑作捕物ワールド 　 　 180 2110073380
白石一郎集
　大きな活字で読みやすい本 　15 白石 一郎著

156 2110071095 傑作捕物ワールド 　 　 181 2110624646 十五少年漂流記 　Ⅳ ジュール・ベルヌ著

157 2110460827 傑作捕物ワールド 　 　 182 2110460736
津本陽集
　大きな活字で読みやすい本 　1 津本 陽著

158 2110071061 傑作捕物ワールド 　 　 183 2110073109
南原幹雄集
　大きな活字で読みやすい本 　2 南原 幹雄著

159 2110460819 傑作捕物ワールド 　 　 184 2110073117
童門冬二集
　大きな活字で読みやすい本 　3 童門 冬二著

160 2110071087 傑作捕物ワールド 　 　 185 2110073133
北原亜以子集
　大きな活字で読みやすい本 　4 北原 亞以子著

161 2110071103 傑作捕物ワールド 　 　 186 2110460744
戸部新十郎集
　大きな活字で読みやすい本 　5 戸部 新十郎著

162 2110623325 どくとるマンボウ航海記 　上 北 杜夫著 187 2110460918
泡坂妻夫集
　大きな活字で読みやすい本 　6 泡坂 妻夫著

163 2110623499 どくとるマンボウ航海記 　下 北 杜夫著 188 2110073125
古川薫集
　大きな活字で読みやすい本 　7 古川 薫著

164 2110624661 高野聖・歌行燈 　 泉 鏡花著 189 2110460728
宮部みゆき集
　大きな活字で読みやすい本 　8 宮部 みゆき著

165 2110624281 羅生門・鼻・芋粥・偸盗 　 芥川 龍之介著 190 2110461635
新宮正春集
　大きな活字で読みやすい本 　9 新宮 正春著

166 2110460769
池波正太郎集
　大きな活字で読みやすい本 　1 池波 正太郎著 191 2110460934

小松重男集
　大きな活字で読みやすい本 　10 小松 重男著

167 2110073406
杉本苑子集
　大きな活字で読みやすい本 　2 杉本 苑子著 192 2110460967

中村彰彦集
　大きな活字で読みやすい本 　11 中村 彰彦著

168 2110666811
山田風太郎集
　大きな活字で読みやすい本 　3 山田 風太郎著 193 2110460926 佐藤雅美集～大きな活字で読みやすい本 　12 佐藤 雅美著

169 2110460777
笹沢左保集
　大きな活字で読みやすい本 　4 笹沢 左保著 194 2110460959

佐江衆一集
　大きな活字で読みやすい本 　13 佐江 衆一著

170 2110073398
永井路子集
　大きな活字で読みやすい本 　5 永井 路子著 195 2110460942

高橋義夫集
　大きな活字で読みやすい本 　14 高橋 義夫著

171 2110666829
隆慶一郎集
　大きな活字で読みやすい本 　6 隆 慶一郎著 196 2110073141

澤田ふじ子集
　大きな活字で読みやすい本 　15 澤田 ふじ子著

172 2110666803
早乙女貢集
　大きな活字で読みやすい本 　7 早乙女 貢著 197 2110460793

五味康祐集
　大きな活字で読みやすい本 　1 五味 康祐著

173 2110666795
黒岩重吾集
　大きな活字で読みやすい本 　8 黒岩 重吾著 198 2110666886

海音寺潮五郎集
　大きな活字で読みやすい本 　2 海音寺 潮五郎著

174 2110073364
伊藤 桂一集
　大きな活字で読みやすい本 　9 伊藤 桂一著者 199 2110071137

柴田錬三郎集
　大きな活字で読みやすい本 　3 柴田 錬三郎著

175 2110666837
平岩弓枝集
大きな活字で読みやすい本

　10 平岩 弓枝著者 200 2110460801
山手樹一郎集
　大きな活字で読みやすい本

　4 山手 樹一郎著
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201 2110460785 村上元三集～大きな活字で読みやすい本 　5 村上 元三著 226 2110071731 香山滋集 　 香山 滋著

202 2110071178 南条範夫集～大きな活字で読みやすい本 　6 南条 範夫著 227 2110678105 都筑道夫集 　 都筑 道夫著

203 2110666878
中山義秀集
　大きな活字で読みやすい本 　7 中山 義秀著 228 2110666910 伴野朗集 　 伴野 朗著

204 2110071129
今東光集
　大きな活字で読みやすい本 　8 今 東光著 229 2110071673 皆川博子集 　 皆川 博子著

205 2110071145
山岡荘八集
　大きな活字で読みやすい本 　9 山岡 荘八著 230 2110071681 天藤真集 　 天藤 真著

206 2110666845
田岡典夫集
　大きな活字で読みやすい本 　10 田岡 典夫 231 2110666894 阿刀田高集 　 阿刀田 高著

207 2110071160
松本清張集
　大きな活字で読みやすい本 　11 松本 清張著 232 2110460900 泡坂妻夫集 　 泡坂 妻夫著

208 2110666852
井上靖集
　大きな活字で読みやすい本 　12 井上 靖著 233 2110071715 夏樹静子集 　 夏樹 静子著

209 2110071152
久生十蘭集
　大きな活字で読みやすい本 　13 久生 十蘭著 234 2110071699 斎藤栄集 　 斎藤 栄著

210 2110071111
富田常雄集
　大きな活字で読みやすい本 　14 富田 常雄著 235 2110071707 赤川次郎集 　 赤川 次郎著

211 2110666860
司馬遼太郎集
　大きな活字で読みやすい本 　15 司馬 遼太郎著 236 2110071343 藤田宣永集 　 藤田 宜永著

212 2110071020 文学賞受賞・名作集成 　 　 237 2110581499 法月綸太郎集 　 法月 綸太郎著

213 2110070972 文学賞受賞・名作集成 　 　 238 2110071285 今邑彩集 　 今邑 彩著

214 2110071046 文学賞受賞・名作集成 　 　 239 2110071319 北村薫集 　 北村 薫著

215 2110070980 文学賞受賞・名作集成 　 　 240 2110071301 服部まゆみ集 　 服部 まゆみ著

216 2110071053 文学賞受賞・名作集成 　 　 241 2110461023 加納朋子集 　 加納 朋子著

217 2110070998 文学賞受賞・名作集成 　 　 242 2110461031 黒川博行集 　 黒川 博行著

218 2110773203 文学賞受賞・名作集成 　 　 243 2110071327 有栖川有栖集 　 有栖川 有栖著

219 2110071038 文学賞受賞・名作集成 　 　 244 2110460686 二階堂黎人集 　 二階堂 黎人著

220 2110071012 文学賞受賞・名作集成 　 　 245 2110071335 折原一集 　 折原 一著

221 2110071723 内田康夫集 　 内田 康夫著 246 2110460694 森博嗣集 　 森 博嗣著

222 2110071640 山村美紗集 　 山村 美紗著 247 2110071293 高村薫集 　 高村 薫著

223 2110666902 三好徹集 　 三好 徹著 248 2110460702 連城三紀彦集 　 連城 三紀彦著

224 2110071657 多岐川恭集 　 多岐川 恭著 249 2110388044 強請 　一 池波 正太郎著

225 2110071665 大藪春彦集 　 大藪 春彦著 250 2110666936 秘図 　二 池波 正太郎著

資料名 資料名
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251 2110388028 江戸怪盗記 　三 池波 正太郎著 276 2110387970 日本人の手紙 　 紀田 順一郎監修

252 2110388069 敵 　四 池波 正太郎著 277 2110387988 日本人の手紙 　 紀田 順一郎監修

253 2110388051 首 　五 池波 正太郎著 278 2110387996 日本人の手紙 　 紀田 順一郎監修

254 2110388036 ごろんぼ佐之助 　六 池波 正太郎著 279 2110388002 日本人の手紙 　 紀田 順一郎監修

255 2110071079 傑作捕物ワールド 　 　 280 2110388010 日本人の手紙 　 紀田 順一郎監修

256 2110460843 傑作捕物ワールド 　 　 281 2110070782 豆腐屋の四季 ある青春の記録 　 松下 竜一著

257 2110460850 傑作捕物ワールド 　 　 282 2110070790 豆腐屋の四季 ある青春の記録 　 松下 竜一著

258 2110387863 瀬戸内寂聴随筆選 　 瀬戸内 寂聴著 283 2110070808 豆腐屋の四季 ある青春の記録 　 松下 竜一著

259 2110387871 瀬戸内寂聴随筆選 　 瀬戸内 寂聴著 284 2110070816 豆腐屋の四季 ある青春の記録 　 松下 竜一著

260 2110387889 瀬戸内寂聴随筆選 　 瀬戸内 寂聴著 285 2110070733 私の食自慢・味自慢 　 嵐山 光三郎監修

261 2110387905 瀬戸内寂聴随筆選 　 瀬戸内 寂聴著 286 2110070741 私の食自慢・味自慢 　 嵐山 光三郎監修

262 2110387897 瀬戸内寂聴随筆選 　 瀬戸内 寂聴著 287 2110070758 私の食自慢・味自慢 　 嵐山 光三郎監修

263 2110387913 瀬戸内寂聴随筆選 　 瀬戸内 寂聴著 288 2110070766 私の食自慢・味自慢 　 嵐山 光三郎監修

264 2110583776 松本清張自選短篇集 　 松本 清張著 289 2110070774 私の食自慢・味自慢 　 嵐山 光三郎監修

265 2110445513 松本清張自選短篇集 　 松本 清張著 290 2110460884 私の食自慢・味自慢 　 嵐山 光三郎監修

266 2110583784 松本清張自選短篇集 　 松本 清張著 291 2110460876 私の食自慢・味自慢 　 嵐山 光三郎監修

267 2110445521 松本清張自選短篇集 　 松本 清張著 292 2110460868 私の食自慢・味自慢 　 嵐山 光三郎監修

268 2110461619 恋愛小説・名作集成 　 　 293 2110070824 怪奇・ホラーワールド 　 二上 洋一監修

269 2110074164 恋愛小説・名作集成 　 　 294 2110070832 怪奇・ホラーワールド 　 二上 洋一監修

270 2110461569 恋愛小説・名作集成 　 　 295 2110070923 怪奇・ホラーワールド 　 二上 洋一監修

271 2110387921 日本人の手紙 　 紀田 順一郎監修 296 2110070840 怪奇・ホラーワールド 　 二上 洋一監修

272 2110387939 日本人の手紙 　 紀田 順一郎監修 297 2110070964 怪奇・ホラーワールド 　 二上 洋一監修

273 2110387947 日本人の手紙 　 紀田 順一郎監修 298 2110070857 怪奇・ホラーワールド 　 二上 洋一監修

274 2110387954 日本人の手紙 　 紀田 順一郎監修 299 2110070865 怪奇・ホラーワールド 　 二上 洋一監修

275 2110387962 日本人の手紙 　 紀田 順一郎監修 300 2110070873 怪奇・ホラーワールド 　 二上 洋一監修

資料名 資料名



所蔵館：伊達本館

No. 資料コード 　著者名 No. 資料コード 　著者名

301 2110070931 怪奇・ホラーワールド 　 二上 洋一監修 326 2110074081 悪知恵を働かせる盗人 　 野村 純一共監修

302 2110070881 怪奇・ホラーワールド 　 二上 洋一監修 327 2110074099 口やかましい魚たち 　 野村 純一共監修

303 2110070899 怪奇・ホラーワールド 　 二上 洋一監修 328 2110074107 山姥と天狗 　 野村 純一共監修

304 2110070956 怪奇・ホラーワールド 　 二上 洋一監修 329 2110074115 動物に取り憑かれる 　 野村 純一共監修

305 2110070907 怪奇・ホラーワールド 　 二上 洋一監修 330 2110074131 妖怪がいっぱい 　 野村 純一共監修

306 2110070915 怪奇・ホラーワールド 　 二上 洋一監修 331 2110074149 あの世からの手紙 　 野村 純一共監修

307 2110070949 怪奇・ホラーワールド 　 二上 洋一監修 332 2110074156 奇人、変人、大集合 　 野村 純一共監修

308 2110071186 著名人が語る〈学びのヒント〉 　 　 333 2110461015 木や草の伝説 　 野村 純一共監修

309 2110071194 著名人が語る〈学びのヒント〉 　 　 334 2110461007 石や岩の伝説 　 野村 純一共監修

310 2110071210 著名人が語る〈学びのヒント〉 　 　 335 2110460991 山や谷の伝説 　 野村 純一共監修

311 2110071228 著名人が語る〈学びのヒント〉 　 　 336 2110460983 川や沼の伝説 　 野村 純一共監修

312 2110071236 著名人が語る〈学びのヒント〉 　 　 337 2110460975 だいだらぼっちの伝説 　 野村 純一共監修

313 2110071202 著名人が語る〈学びのヒント〉 　 　 338 2110071517 さまよい歩く英雄たち 　 野村 純一共監修

314 2110071244 著名人が語る〈学びのヒント〉 　 　 339 2110071525 落ち武者たちのかなしみ 　 野村 純一共監修

315 2110071251 著名人が語る〈学びのヒント〉 　 　 340 2110071533 聖者たちの奇跡 　 野村 純一共監修

316 2110071269 著名人が語る〈学びのヒント〉 　 　 341 2110071541 お地蔵さまの奇跡 　 野村 純一共監修

317 2110071277 著名人が語る〈学びのヒント〉 　 　 342 2110071558 戦争をめぐる民話 　 野村 純一共監修

318 2110074016 ふしぎなめぐりあわせ 　 野村 純一共監修 343 2110071566 学校の怪談 　 野村 純一共監修

319 2110666928 愚か村の村人たち 　 野村 純一共監修 344 2110071574 乗物とメディアの怪 　 野村 純一共監修

320 2110074024
まのぬけた聟
　大きな活字で読みやすい本 野村 純一共監修 345 2110073992 家族と食べ物にまつわる民話 　 野村 純一共監修

321 2110074032 うっかりやの嫁 　 野村 純一共監修 346 2110074123 浮遊する現代の妖怪たち 　 野村 純一共監修

322 2110074040 あわてんぼうの早とちり 　 野村 純一共監修 347 2110074008 嘘のようなホントの話 　 野村 純一共監修

323 2110074057 陽気なほら吹き合戦 　 野村 純一共監修 348 2110071350 著名人が語る〈考えるヒント〉 　 　

324 2110074065 とんち小僧の大活躍 　 野村 純一共監修 349 2110071368 著名人が語る〈考えるヒント〉 　 　

325 2110074073 あっぱれおどけ者 　 野村 純一共監修 350 2110071376 著名人が語る〈考えるヒント〉 　 　

資料名 資料名
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351 2110071384 著名人が語る〈考えるヒント〉 　 　 376 2110074685 心にふるさとがある 　 作品社編集部編

352 2110071392 著名人が語る〈考えるヒント〉 　 　 377 2110074693 心にふるさとがある 　 作品社編集部編

353 2110071400 著名人が語る〈考えるヒント〉 　 　 378 2110074701 心にふるさとがある 　 作品社編集部編

354 2110071418 著名人が語る〈考えるヒント〉 　 　 379 2110074719 心にふるさとがある 　 作品社編集部編

355 2110071426 著名人が語る〈考えるヒント〉 　 　 380 2110074727 心にふるさとがある 　 作品社編集部編

356 2110071434 著名人が語る〈考えるヒント〉 　 　 381 2110074735 心にふるさとがある 　 作品社編集部編

357 2110071442 著名人が語る〈考えるヒント〉 　 　 382 2110940208 鱗光の剣 　上 鳥羽 亮／著

358 2110071459 著名人が語る〈考えるヒント〉 　 　 383 2110940216 鱗光の剣 　下 鳥羽 亮／著

359 2110071467 著名人が語る〈考えるヒント〉 　 　 384 2110940182 麦屋町昼下がり 　上 藤沢 周平／著

360 2110071475 著名人が語る〈考えるヒント〉 　 　 385 2110940190 麦屋町昼下がり 　下 藤沢 周平／著

361 2110071483 著名人が語る〈考えるヒント〉 　 　 386 2110940166 四文字の殺意 　上 夏樹 静子／著

362 2110071491 著名人が語る〈考えるヒント〉 　 　 387 2110940174 四文字の殺意 　下 夏樹 静子／著

363 2110071509 著名人が語る〈考えるヒント〉 　 　 388 2110940125 いつか陽のあたる場所で 　上 乃南 アサ／著

364 2110074578 心にふるさとがある 　 作品社編集部編 389 2110940133 いつか陽のあたる場所で 　下 乃南 アサ／著

365 2110074586 心にふるさとがある 　 作品社編集部編 390 2110940141 狸穴あいあい坂 　上 諸田 玲子／著

366 2110074594 心にふるさとがある 　 作品社編集部編 391 2110940158 狸穴あいあい坂 　下 諸田 玲子／著

367 2110074602 心にふるさとがある 　 作品社編集部編 392 2110940109 絹扇 　上 津村 節子／著

368 2110074610 心にふるさとがある 　 作品社編集部編 393 2110940117 絹扇 　下 津村 節子／著

369 2110074628 心にふるさとがある 　 作品社編集部編 394 2110940083 隠蔽捜査 　上 今野 敏／著

370 2110074636 心にふるさとがある 　 作品社編集部編 395 2110940091 隠蔽捜査 　下 今野 敏／著

371 2110074644 心にふるさとがある 　 作品社編集部編 396 2110940075 生きることの質 　 日野原 重明／著

372 2110074743 心にふるさとがある 　 作品社編集部編 397 2110461593 恋愛小説・名作集成 第3巻 清原 康正／監修

373 2110074651 心にふるさとがある 　 作品社編集部編 398 2110461585 恋愛小説・名作集成 第4巻 清原 康正／監修

374 2110074669 心にふるさとがある 　 作品社編集部編 399 2110461627 恋愛小説・名作集成 第5巻 清原 康正／監修

375 2110074677 心にふるさとがある 　 作品社編集部編 400 2110074172 恋愛小説・名作集成 第6巻 清原 康正／監修
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401 2110461577 恋愛小説・名作集成 第7巻 清原 康正／監修 426 2111018947 無用庵隠居修行 　下 海老沢 泰久／著

402 2110074180 恋愛小説・名作集成 第8巻 清原 康正／監修 427 2111018525 菊日和 　 津村 節子／著

403 2110461601 恋愛小説・名作集成 第9巻 清原 康正／監修 428 2110995608 螢草 　上 葉室 麟／著

404 2110940018 桜ハウス 　上 藤堂 志津子／著 429 2110995616 螢草 　下 葉室 麟／著

405 2110940026 桜ハウス 　下 藤堂 志津子／著 430 2111018954 和菓子のアン 　上 坂木 司／著

406 2110940042 女中譚 　 中島 京子／著 431 2111018962 和菓子のアン 　下 坂木 司／著

407 2110940034 養老訓 　 養老 孟司／著 432 2110995640 冥途のお客 　 佐藤 愛子／著

408 2110995665 駐在刑事 　上 笹本 稜平／著 433 2110995541 言葉のチカラ 　 香山 リカ／著

409 2110995673 駐在刑事 　下 笹本 稜平／著 434 2110071749 生きるってすばらしい 　1 作品社編集部／編集

410 2111019036 春告鳥 　上 杉本 章子／著 435 2110071756 生きるってすばらしい 　2 作品社編集部／編集

411 2111019044 春告鳥 　下 杉本 章子／著 436 2110071764 生きるってすばらしい 　3 作品社編集部／編集

412 2111018970 幕末新選組 　上 池波 正太郎／著 437 2110071772 生きるってすばらしい 　4 作品社編集部／編集

413 2111018988 幕末新選組 　下 池波 正太郎／著 438 2110071780 生きるってすばらしい 　5 作品社編集部／編集

414 2111018996 花あらし 　上 阿刀田 高／著 439 2110071798 生きるってすばらしい 　6 作品社編集部／編集

415 2111019002 花あらし 　下 阿刀田 高／著 440 2110071806 生きるってすばらしい 　7 作品社編集部／編集

416 2111019010 珈琲屋の人々 　上 池永 陽／著 441 2110071814 生きるってすばらしい 　8 作品社編集部／編集

417 2111019028 珈琲屋の人々 　下 池永 陽／著 442 2110071822 生きるってすばらしい 　9 作品社編集部／編集

418 2110995681 御家人斬九郎 　上 柴田 錬三郎／著 443 2110071830 生きるってすばらしい 　10 作品社編集部／編集

419 2110995699 御家人斬九郎 　下 柴田 錬三郎／著 444 2110071848 生きるってすばらしい 　11 作品社編集部／編集

420 2110995558 老いのかたち 　 黒井 千次／著 445 2110071855 生きるってすばらしい 　12 作品社編集部／編集

421 2111018897 プライド 　上 真山 仁／著 446 2110071863 生きるってすばらしい 　13 作品社編集部／編集

422 2111018905 プライド 　下 真山 仁／著 447 2110071871 生きるってすばらしい 　14 作品社編集部／編集

423 2111018913 かたみ歌 　上 朱川 湊人／著 448 2110460892 生きるってすばらしい 　15 作品社編集部／編集

424 2111018921 かたみ歌 　下 朱川 湊人／著 449 2110071889 生きるってすばらしい 　16 作品社編集部／編集

425 2111018939 無用庵隠居修行 　上 海老沢 泰久／著 450 2110071897 生きるってすばらしい 　17 作品社編集部／編集
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451 2110071905 生きるってすばらしい 　18 作品社編集部／編集 476 2111018889 難儀でござる 　下 岩井 三四二／著

452 2110071913 生きるってすばらしい 　19 作品社編集部／編集 477 2111018681 百戦百勝 　上 城山 三郎／著

453 2110074560 生きるってすばらしい 　20 作品社編集部／編集 478 2111018699 百戦百勝 　下 城山 三郎／著

454 2110995517 金沢あかり坂 　 五木 寛之／著 479 2111018731 蒼天見ゆ 　上 葉室 麟／著

455 2110995525 残り火 　上 小杉 健治／著 480 2111018749 蒼天見ゆ 　下 葉室 麟／著

456 2110995533 残り火 　下 小杉 健治／著 481 2111018590 深川恋物語 　上 宇江佐 真理／著

457 2110995624 おはぐろとんぼ 　上 宇江佐 真理／著 482 2111018608 深川恋物語 　下 宇江佐 真理／著

458 2110995632 おはぐろとんぼ 　下 宇江佐 真理／著 483 2111018640 怪談 　上 小池 真理子／著

459 2110995491 雲を斬る 　上 池永 陽／著 484 2111018657 怪談 　下 小池 真理子／著

460 2110995509 雲を斬る 　下 池永 陽／著 485 2111018624 さざなみ情話 　上 乙川 優三郎／著

461 2110995582 ポニーテール 　上 重松 清／著 486 2111018632 さざなみ情話 　下 乙川 優三郎／著

462 2110995590 ポニーテール 　下 重松 清／著 487 2111018616 まぶた 　 小川 洋子／著

463 2110995566 とりつくしま 　 東 直子／著 488 2111018772 お順 　1 諸田 玲子／著

464 2111018533 大事なものは見えにくい 　上 鷲田 清一／著 489 2111018780 お順 　2 諸田 玲子／著

465 2111018541 大事なものは見えにくい 　下 鷲田 清一／著 490 2111018798 お順 　3 諸田 玲子／著

466 2110995574 ぬるい生活 　 群 ようこ／著 491 2111018806 お順 　4 諸田 玲子／著

467 2110995707 人生論ノート 　 三木 清／著 492 2111018756 そして、星の輝く夜がくる 　上 真山 仁／著

468 2111018475 人情裏長屋 　上 山本 周五郎／著 493 2111018764 そして、星の輝く夜がくる 　下 真山 仁／著

469 2111018483 人情裏長屋 　下 山本 周五郎／著 494 2111018665 花まんま 　上 朱川 湊人／著

470 2111018491 遍路みち 　 津村 節子／著 495 2111018673 花まんま 　下 朱川 湊人／著

471 2111018855 老いの入舞い 　上 松井 今朝子／著 496 2111018707 私に似た人 　上 貫井 徳郎／著

472 2111018863 老いの入舞い 　下 松井 今朝子／著 497 2111018715 私に似た人 　中 貫井 徳郎／著

473 2111018509 真相 　上 横山 秀夫／著 498 2111018723 私に似た人 　下 貫井 徳郎／著

474 2111018517 真相 　下 横山 秀夫／著 499 2111018558 都と京(みやこ) 　上 酒井 順子／著

475 2111018871 難儀でござる 　上 岩井 三四二／著 500 2111018566 都と京(みやこ) 　下 酒井 順子／著

資料名 資料名



所蔵館：伊達本館

No. 資料コード 　著者名 No. 資料コード 　著者名

501 2111018574 旅をする木 　 　星野 道夫／著

502 2111018814 好運の条件 　 　五木 寛之／著

503 2111018582 水のなまえ 　 　高橋 順子／著

資料名 資料名


