
書　名 著　者 本体価格 刊  行 ジャンル
この国は恐ろしい国 関 千枝子 3,700¥    1992年 教養書
語源散策　上巻 岩淵 悦太郎 3,200¥    1992年 教養書
語源散策　下巻 岩淵 悦太郎 3,200¥    1992年 教養書
落語のみなもと 宇井 無愁 3,700¥    1992年 教養書
夜の太鼓 石垣 りん 3,500¥    1992年 教養書
山恋いの記　上巻 村井 米子 3,300¥    1993年 教養書
山恋いの記　下巻 村井 米子 3,400¥    1993年 教養書
食卓の微笑 戸板 康二 3,300¥    1993年 教養書
りんごとバイオリン　上巻 今西 祐行 3,500¥    1994年 児童書
りんごとバイオリン　下巻 今西 祐行 3,500¥    1994年 児童書
宮武外骨　上巻 吉野 孝雄 3,500¥    1995年 教養書
宮武外骨　下巻 吉野 孝雄 3,500¥    1995年 教養書
歌舞伎十八番 戸板 康二 3,700¥    1995年 教養書
山行　上巻 槇 有恒 3,300¥    1995年 教養書
山行　下巻 槇 有恒 3,300¥    1995年 教養書
戦争まで　上巻 中村 光夫 3,500¥    1995年 教養書
戦争まで　下巻 中村 光夫 3,700¥    1995年 教養書
花も実もある話 西川 勢津子 3,600¥    1995年 教養書
一匹や二匹　上巻 仁木 悦子 3,100¥    1996年 現代文学
一匹や二匹　下巻 仁木 悦子 3,400¥    1996年 現代文学
動物という文化 日高 敏隆 3,700¥    1996年 教養書
近代秀歌　上巻 木俣 修 3,300¥    1997年 教養書
近代秀歌　下巻 木俣 修 3,500¥    1997年 教養書
運転士 藤原 智美 3,500¥    1997年 現代文学
夢判断　上巻 阿刀田 高 3,500¥    1998年 現代文学
夢判断　下巻 阿刀田 高 3,400¥    1998年 現代文学
夢の始末書　上巻 村松 友視 3,500¥    1998年 現代文学
夢の始末書　下巻 村松 友視 3,400¥    1998年 現代文学
恋文 連城 三紀彦 3,700¥    1998年 現代文学
曲り角　上巻 神吉 拓郎 3,200¥    1998年 現代文学
曲り角　下巻 神吉 拓郎 3,200¥    1998年 現代文学
生物の世界 今西 錦司 3,700¥    1998年 教養書
北の海明け　上巻 佐江 衆一 3,700¥    1998年 現代文学
北の海明け　下巻 佐江 衆一 3,600¥    1998年 現代文学
帰りなん、いざ　上巻 志水 辰夫 3,400¥    1998年 現代文学
帰りなん、いざ　下巻 志水 辰夫 3,500¥    1998年 現代文学
「粗にして野だが卑ではない」 城山 三郎 3,700¥    1998年 現代文学
歴史の発見 木村 尚三郎 3,600¥    1998年 教養書
音楽を愛する人に　上巻 芥川 也寸志 3,200¥    1998年 教養書



書　名 著　者 本体価格 刊  行 ジャンル
音楽を愛する人に　下巻 芥川 也寸志 3,200¥    1998年 教養書
りんごの涙　上巻 俵 万智 3,000¥    1998年 教養書
りんごの涙　下巻 俵 万智 3,400¥    1998年 教養書
山椒魚　上巻 井伏 鱒二 3,200¥    1999年 現代文学
山椒魚　下巻 井伏 鱒二 3,200¥    1999年 現代文学
茜色の戦記　上巻 津村 節子 3,300¥    1999年 現代文学
茜色の戦記　下巻 津村 節子 3,000¥    1999年 現代文学
黄土の奔流　上巻 生島 治郎 3,200¥    1999年 現代文学
黄土の奔流　中巻 生島 治郎 3,200¥    1999年 現代文学
黄土の奔流　下巻 生島 治郎 3,400¥    1999年 現代文学
恋忘れ草　上巻 北原 亞以子 3,100¥    1999年 現代文学
恋忘れ草　下巻 北原 亞以子 3,200¥    1999年 現代文学
恵比寿屋喜兵衛手控え　上巻 佐藤 雅美 3,500¥    1999年 現代文学
恵比寿屋喜兵衛手控え　下巻 佐藤 雅美 3,600¥    1999年 現代文学
淀川にちかい町から　上巻 岩阪 恵子 3,200¥    1999年 現代文学
淀川にちかい町から　下巻 岩阪 恵子 3,200¥    1999年 現代文学
英語屋さん　上巻 源氏 鶏太 3,400¥    1999年 現代文学
英語屋さん　下巻 源氏 鶏太 3,400¥    1999年 現代文学
母の言いぶん 高森 和子 3,700¥    1999年 教養書
頭で勝つ法廷読本　上巻 和久 峻三 3,100¥    1999年 教養書
頭で勝つ法廷読本　下巻 和久 峻三 3,300¥    1999年 教養書
せまくても、わが家は花園 柳 宗民 3,600¥    1999年 教養書
勘三郎の天気 山川 静夫 3,600¥    1999年 教養書
兄 小林秀雄　上巻 高見沢 潤子 3,400¥    1999年 教養書
兄 小林秀雄　下巻 高見沢 潤子 3,400¥    1999年 教養書
食卓の情景　上巻 池波 正太郎 3,500¥    1999年 教養書
食卓の情景　下巻 池波 正太郎 3,500¥    1999年 教養書
考える葦 串田 孫一 3,300¥    1999年 教養書
ネコの住所録 群 ようこ 3,600¥    1999年 教養書
広島第二県女二年西組　上巻 関 千枝子 3,400¥    1999年 教養書
広島第二県女二年西組　下巻 関 千枝子 3,200¥    1999年 教養書
ロウソクの科学 ファラデー 3,600¥    1999年 教養書
横しぐれ　上巻 丸谷 才一 3,400¥    1999年 現代文学
横しぐれ　下巻 丸谷 才一 3,300¥    1999年 現代文学
佃島ふたり書房　上巻 出久根 達郎 3,500¥    1999年 現代文学
佃島ふたり書房　下巻 出久根 達郎 3,400¥    1999年 現代文学
銀幕の果てに　上巻 つか こうへい 3,500¥    1999年 現代文学
銀幕の果てに　中巻 つか こうへい 3,500¥    1999年 現代文学
銀幕の果てに　下巻 つか こうへい 3,500¥    1999年 現代文学



書　名 著　者 本体価格 刊  行 ジャンル
巴里からの遺言　上巻 藤田 宜永 3,400¥    1999年 現代文学
巴里からの遺言　下巻 藤田 宜永 3,500¥    1999年 現代文学
花実の森　上巻 保高 みさ子 3,600¥    1999年 現代文学
花実の森　下巻 保高 みさ子 3,600¥    1999年 現代文学
花森安治の仕事 酒井 寛 3,600¥    1999年 教養書
我が老後 佐藤 愛子 3,500¥    1999年 教養書
木に会う　上巻 高田 宏 3,200¥    1999年 教養書
木に会う　下巻 高田 宏 3,200¥    1999年 教養書
カルテの余白　上巻 なだ いなだ 3,300¥    1999年 教養書
カルテの余白　下巻 なだ いなだ 3,100¥    1999年 教養書
三界の家　上巻 林 京子 3,200¥    2000年 現代文学
三界の家　下巻 林 京子 3,300¥    2000年 現代文学
閃光の遺産　上巻 三好 徹 3,200¥    2000年 現代文学
閃光の遺産　下巻 三好 徹 3,500¥    2000年 現代文学
西鶴人情橋　上巻 吉村 正一郎 3,400¥    2000年 現代文学
西鶴人情橋　下巻 吉村 正一郎 3,400¥    2000年 現代文学
亀八　上巻 舟崎 靖子 3,500¥    2000年 児童書
亀八　下巻 舟崎 靖子 3,400¥    2000年 児童書
小伝抄　上巻 星川 清司 3,000¥    2000年 現代文学
小伝抄　下巻 星川 清司 3,200¥    2000年 現代文学
花を投げた女たち　上巻 永畑 道子 3,400¥    2000年 教養書
花を投げた女たち　下巻 永畑 道子 3,100¥    2000年 教養書
遠いリング　上巻 後藤 正治 3,500¥    2000年 教養書
遠いリング　中巻 後藤 正治 3,700¥    2000年 教養書
遠いリング　下巻 後藤 正治 3,300¥    2000年 教養書
どうぶつ白話 戸川 幸夫 3,700¥    2000年 教養書
風塵抄　上巻 司馬 遼太郎 3,200¥    2000年 教養書
風塵抄　下巻 司馬 遼太郎 3,300¥    2000年 教養書
しぐさの日本文化 多田 道太郎 3,700¥    2000年 教養書
北里大学病院24時　上巻 足立 倫行 3,400¥    2000年 教養書
北里大学病院24時　下巻 足立 倫行 3,500¥    2000年 教養書
兵隊宿 竹西 寛子 3,500¥    2000年 現代文学
海鳴りやまず　上巻 藤井 素介 3,500¥    2000年 現代文学
海鳴りやまず　下巻 藤井 素介 3,300¥    2000年 現代文学
砂の紋　上巻 清水 一行 3,500¥    2000年 現代文学
砂の紋　下巻 清水 一行 3,600¥    2000年 現代文学
遙かなるケンブリッジ　上巻 藤原 正彦 3,200¥    2000年 教養書
遙かなるケンブリッジ　下巻 藤原 正彦 3,300¥    2000年 教養書
検事調書の余白　上巻 佐藤 道夫 3,500¥    2000年 教養書



書　名 著　者 本体価格 刊  行 ジャンル
検事調書の余白　下巻 佐藤 道夫 3,100¥    2000年 教養書
百魚歳時記　上巻 岩満 重孝 3,500¥    2000年 教養書
百魚歳時記　下巻 岩満 重孝 3,100¥    2000年 教養書
頬をつたう涙　上巻 常盤 新平 3,200¥    2001年 現代文学
頬をつたう涙　下巻 常盤 新平 3,100¥    2001年 現代文学
お供え 吉田 知子 3,500¥    2001年 現代文学
オサムの朝　上巻 森 詠 3,200¥    2001年 現代文学
オサムの朝　下巻 森 詠 3,300¥    2001年 現代文学
動物紳士録 西丸 震哉 3,600¥    2001年 教養書
定本 千利休　上巻 桑田 忠親 3,200¥    2001年 教養書
定本 千利休　下巻 桑田 忠親 3,200¥    2001年 教養書
受け月　上巻 伊集院 静 3,300¥    2001年 現代文学
受け月　下巻 伊集院 静 3,200¥    2001年 現代文学
論語　上巻 桑原 武夫 3,100¥    2001年 教養書
論語　下巻 桑原 武夫 3,300¥    2001年 教養書
ふいに吹く風　上巻 南木 佳士 3,200¥    2001年 教養書
ふいに吹く風　下巻 南木 佳士 3,200¥    2001年 教養書
暗夜行路 前編　上巻 志賀 直哉 3,300¥    2002年 現代文学
暗夜行路 前編　下巻 志賀 直哉 3,300¥    2002年 現代文学
暗夜行路 後編　上巻 志賀 直哉 3,500¥    2002年 現代文学
暗夜行路 後編　下巻 志賀 直哉 3,400¥    2002年 現代文学
四十七人の刺客　上巻 池宮 彰一郎 3,500¥    2002年 現代文学
四十七人の刺客　中巻 池宮 彰一郎 3,600¥    2002年 現代文学
四十七人の刺客　下巻 池宮 彰一郎 3,600¥    2002年 現代文学
法師蝉 吉村 昭 3,600¥    2002年 現代文学
江戸切絵図貼交屏風　上巻 辻 邦生 3,600¥    2002年 現代文学
江戸切絵図貼交屏風　下巻 辻 邦生 3,500¥    2002年 現代文学
酒とバラの日々　上巻 清水 義範 3,100¥    2002年 現代文学
酒とバラの日々　下巻 清水 義範 3,200¥    2002年 現代文学
空白の起点　上巻 笹沢 左保 3,300¥    2002年 現代文学
空白の起点　下巻 笹沢 左保 3,400¥    2002年 現代文学
霧の橋　上巻 乙川 優三郎 3,500¥    2002年 現代文学
霧の橋　下巻 乙川 優三郎 3,300¥    2002年 現代文学
遠い螢　上巻 沢田 ふじ子 3,200¥    2002年 現代文学
遠い螢　下巻 沢田 ふじ子 3,400¥    2002年 現代文学
日の移ろい　上巻 島尾 敏雄 3,500¥    2002年 現代文学
日の移ろい　下巻 島尾 敏雄 3,600¥    2002年 現代文学
抱きしめる、東京　上巻 森 まゆみ 3,200¥    2002年 教養書
抱きしめる、東京　下巻 森 まゆみ 3,400¥    2002年 教養書



書　名 著　者 本体価格 刊  行 ジャンル
楽しき熱帯　上巻 奥本 大三郎 3,200¥    2002年 教養書
楽しき熱帯　下巻 奥本 大三郎 3,100¥    2002年 教養書
動物のこころを探る 小原 秀雄 3,600¥    2002年 教養書
万華鏡　上巻 遠藤 周作 3,200¥    2002年 教養書
万華鏡　下巻 遠藤 周作 3,100¥    2002年 教養書
牛久沼のほとり　上巻 住井 すゑ 3,500¥    2002年 教養書
牛久沼のほとり　下巻 住井 すゑ 3,600¥    2002年 教養書
風の中の子供 坪田 譲治 3,700¥    2002年 現代文学
中国畸人伝　上巻 陳 舜臣 3,200¥    2002年 現代文学
中国畸人伝　下巻 陳 舜臣 3,300¥    2002年 現代文学
絵合せ　上巻 庄野 潤三 3,400¥    2002年 現代文学
絵合せ　下巻 庄野 潤三 3,400¥    2002年 現代文学
不義にあらず　上巻 安西 篤子 3,300¥    2002年 現代文学
不義にあらず　下巻 安西 篤子 3,200¥    2002年 現代文学
ひとひらの舟 三枝 和子 3,500¥    2002年 現代文学
ダック・コール　上巻 稲見 一良 3,500¥    2002年 現代文学
ダック・コール　下巻 稲見 一良 3,600¥    2002年 現代文学
九頭竜川　上巻 大島 昌宏 3,600¥    2002年 現代文学
九頭竜川　下巻 大島 昌宏 3,600¥    2002年 現代文学
生きること考えること 田中 美知太郎 3,600¥    2002年 教養書
スローカーブを、もう一球　上巻山際 淳司 3,200¥    2002年 教養書
スローカーブを、もう一球　下巻山際 淳司 3,300¥    2002年 教養書
一期一会・さくらの花　上巻 網野 菊 2,900¥    2003年 現代文学
一期一会・さくらの花　下巻 網野 菊 3,100¥    2003年 現代文学
山猫の夏　第1巻 船戸 与一 3,200¥    2003年 現代文学
山猫の夏　第2巻 船戸 与一 3,200¥    2003年 現代文学
山猫の夏　第3巻 船戸 与一 3,200¥    2003年 現代文学
山猫の夏　第4巻 船戸 与一 3,200¥    2003年 現代文学
狼奉行　上巻 高橋 義夫 3,200¥    2003年 現代文学
狼奉行　下巻 高橋 義夫 2,600¥    2003年 現代文学
理由はいらない　上巻 藤田 宜永 2,900¥    2003年 現代文学
理由はいらない　下巻 藤田 宜永 2,900¥    2003年 現代文学
日曜日の夕刊　上巻 重松 清 3,200¥    2003年 現代文学
日曜日の夕刊　下巻 重松 清 3,200¥    2003年 現代文学
動物はなぜ動物になったか 日高 敏隆 3,300¥    2003年 教養書
わたしの脇役人生　上巻 沢村 貞子 2,800¥    2003年 教養書
わたしの脇役人生　下巻 沢村 貞子 2,700¥    2003年 教養書
落語への招待　上巻 江国 滋 3,000¥    2003年 教養書
落語への招待　下巻 江国 滋 2,900¥    2003年 教養書



書　名 著　者 本体価格 刊  行 ジャンル
『源氏物語』の男たち　上巻 田辺 聖子 2,700¥    2003年 教養書
『源氏物語』の男たち　下巻 田辺 聖子 2,800¥    2003年 教養書
ヴェネツィアの宿　上巻 須賀 敦子 2,900¥    2003年 教養書
ヴェネツィアの宿　下巻 須賀 敦子 2,900¥    2003年 教養書
ひとごろし　上巻 山本 周五郎 2,900¥    2003年 現代文学
ひとごろし　中巻 山本 周五郎 2,700¥    2003年 現代文学
ひとごろし　下巻 山本 周五郎 3,100¥    2003年 現代文学
いまひとたびの　上巻 志水 辰夫 3,000¥    2003年 現代文学
いまひとたびの　下巻 志水 辰夫 2,800¥    2003年 現代文学
夫の始末 田中 澄江 3,300¥    2003年 現代文学
テロリストのパラソル　上巻 藤原 伊織 3,200¥    2003年 現代文学
テロリストのパラソル　下巻 藤原 伊織 3,100¥    2003年 現代文学
希望　上巻 曽野 綾子 3,000¥    2003年 現代文学
希望　中巻 曽野 綾子 3,100¥    2003年 現代文学
希望　下巻 曽野 綾子 3,100¥    2003年 現代文学
やきもの師　上巻 平岩 弓枝 3,000¥    2003年 現代文学
やきもの師　下巻 平岩 弓枝 2,900¥    2003年 現代文学
八州廻り桑山十兵衛　上巻 佐藤 雅美 3,100¥    2003年 現代文学
八州廻り桑山十兵衛　下巻 佐藤 雅美 3,200¥    2003年 現代文学
翔べ麒麟　第1巻 辻原 登 3,000¥    2003年 現代文学
翔べ麒麟　第2巻 辻原 登 3,100¥    2003年 現代文学
翔べ麒麟　第3巻 辻原 登 3,100¥    2003年 現代文学
翔べ麒麟　第4巻 辻原 登 2,900¥    2003年 現代文学
翔べ麒麟　第5巻 辻原 登 3,000¥    2003年 現代文学
円周率を計算した男　上巻 鳴海 風 3,000¥    2003年 現代文学
円周率を計算した男　下巻 鳴海 風 3,100¥    2003年 現代文学
仏教とは何か 山折 哲雄 3,300¥    2003年 教養書
語りかける花　上巻 志村 ふくみ 2,700¥    2003年 教養書
語りかける花　下巻 志村 ふくみ 2,800¥    2003年 教養書
海路残照　上巻 森崎 和江 2,800¥    2003年 教養書
海路残照　下巻 森崎 和江 2,800¥    2003年 教養書
リターンマッチ　上巻 後藤 正治 3,300¥    2003年 教養書
リターンマッチ　下巻 後藤 正治 3,000¥    2003年 教養書
珍品堂主人 井伏 鱒二 3,000¥    2004年 現代文学
星祭りの町　上巻 津村 節子 2,900¥    2004年 現代文学
星祭りの町　下巻 津村 節子 2,600¥    2004年 現代文学
百　上巻 色川 武大 2,900¥    2004年 現代文学
百　下巻 色川 武大 2,800¥    2004年 現代文学
薩南示現流　上巻 津本 陽 3,000¥    2004年 現代文学



書　名 著　者 本体価格 刊  行 ジャンル
薩南示現流　下巻 津本 陽 2,900¥    2004年 現代文学
長崎ぶらぶら節　上巻 なかにし 礼 3,000¥    2004年 現代文学
長崎ぶらぶら節　下巻 なかにし 礼 2,900¥    2004年 現代文学
風塵地帯　上巻 三好 徹 2,900¥    2004年 現代文学
風塵地帯　下巻 三好 徹 3,000¥    2004年 現代文学
長い道程　上巻 堀 和久 2,900¥    2004年 現代文学
長い道程　下巻 堀 和久 2,900¥    2004年 現代文学
仲蔵狂乱　上巻 松井 今朝子 3,200¥    2004年 現代文学
仲蔵狂乱　下巻 松井 今朝子 3,100¥    2004年 現代文学
しのびよる月　上巻 逢坂 剛 3,100¥    2004年 現代文学
しのびよる月　下巻 逢坂 剛 3,200¥    2004年 現代文学
林蔵の貌　第1巻 北方 謙三 3,200¥    2004年 現代文学
林蔵の貌　第2巻 北方 謙三 3,200¥    2004年 現代文学
林蔵の貌　第3巻 北方 謙三 3,200¥    2004年 現代文学
林蔵の貌　第4巻 北方 謙三 3,200¥    2004年 現代文学
血汐笛　上巻 柴田 錬三郎 3,100¥    2004年 現代文学
血汐笛　中巻 柴田 錬三郎 2,900¥    2004年 現代文学
血汐笛　下巻 柴田 錬三郎 3,100¥    2004年 現代文学
花の脇役　上巻 関 容子 2,800¥    2004年 教養書
花の脇役　下巻 関 容子 2,800¥    2004年 教養書
酒と博奕と喝采の日日　上巻 矢野 誠一 2,900¥    2004年 教養書
酒と博奕と喝采の日日　下巻 矢野 誠一 2,800¥    2004年 教養書
句あれば楽あり 小沢 昭一 3,000¥    2004年 教養書
あの世からのことづて 松谷 みよ子 3,000¥    2004年 教養書
舌鼓ところどころ　上巻 吉田 健一 2,900¥    2004年 教養書
舌鼓ところどころ　下巻 吉田 健一 2,800¥    2004年 教養書
ナイン 井上 ひさし 3,100¥    2004年 現代文学
小川未明童話集　上巻 小川 未明 2,800¥    2004年 現代文学
小川未明童話集　下巻 小川 未明 2,700¥    2004年 現代文学
私生活　上巻 神吉 拓郎 2,800¥    2004年 現代文学
私生活　下巻 神吉 拓郎 2,900¥    2004年 現代文学
江戸風狂伝　上巻 北原 亞以子 2,800¥    2004年 現代文学
江戸風狂伝　下巻 北原 亞以子 2,800¥    2004年 現代文学
部長の大晩年　上巻 城山 三郎 2,800¥    2004年 現代文学
部長の大晩年　下巻 城山 三郎 2,700¥    2004年 現代文学
華やかな喪服　上巻 土屋 隆夫 3,000¥    2004年 現代文学
華やかな喪服　中巻 土屋 隆夫 3,100¥    2004年 現代文学
華やかな喪服　下巻 土屋 隆夫 2,900¥    2004年 現代文学
女ざかり　上巻 丸谷 才一 2,800¥    2004年 現代文学



書　名 著　者 本体価格 刊  行 ジャンル
女ざかり　中巻 丸谷 才一 3,100¥    2004年 現代文学
女ざかり　下巻 丸谷 才一 2,900¥    2004年 現代文学
妖恋 皆川 博子 3,200¥    2004年 現代文学
仁淀川　上巻 宮尾 登美子 3,100¥    2004年 現代文学
仁淀川　下巻 宮尾 登美子 3,100¥    2004年 現代文学
暗い落日　上巻 結城 昌治 2,900¥    2004年 現代文学
暗い落日　下巻 結城 昌治 2,900¥    2004年 現代文学
徳川千姫哀感 吉田 知子 3,000¥    2004年 現代文学
朱の丸御用船 吉村 昭 3,300¥    2004年 現代文学
寂しい声　上巻 工藤 美代子 3,000¥    2004年 教養書
寂しい声　下巻 工藤 美代子 3,000¥    2004年 教養書
太閤豊臣秀吉　上巻 桑田 忠親 2,700¥    2004年 教養書
太閤豊臣秀吉　下巻 桑田 忠親 2,700¥    2004年 教養書
イヌ・ネコ・ネズミ 戸川 幸夫 3,100¥    2004年 教養書
わが荷風　上巻 野口 富士男 2,800¥    2004年 教養書
わが荷風　下巻 野口 富士男 2,900¥    2004年 教養書
碁打秀行 藤沢 秀行 2,900¥    2004年 教養書
崩れる　上巻 佐野 洋 3,000¥    2005年 現代文学
崩れる　下巻 佐野 洋 3,200¥    2005年 現代文学
デュアル・ライフ　上巻 夏樹 静子 3,000¥    2005年 現代文学
デュアル・ライフ　中巻 夏樹 静子 2,900¥    2005年 現代文学
デュアル・ライフ　下巻 夏樹 静子 2,900¥    2005年 現代文学
天湖　上巻 石牟礼 道子 3,100¥    2005年 現代文学
天湖　下巻 石牟礼 道子 3,200¥    2005年 現代文学
箱の中　上巻 阿刀田 高 2,800¥    2005年 現代文学
箱の中　下巻 阿刀田 高 2,900¥    2005年 現代文学
もどり橋　上巻 澤田 ふじ子 3,100¥    2005年 現代文学
もどり橋　下巻 澤田 ふじ子 2,900¥    2005年 現代文学
おれは清海入道　上巻 東郷 隆 3,100¥    2005年 現代文学
おれは清海入道　中巻 東郷 隆 3,200¥    2005年 現代文学
おれは清海入道　下巻 東郷 隆 3,100¥    2005年 現代文学
冥途・旅順入城式　上巻 内田 百閒 3,200¥    2005年 現代文学
冥途・旅順入城式　下巻 内田 百閒 3,000¥    2005年 現代文学
明治の人物誌　上巻 星 新一 3,100¥    2005年 教養書
明治の人物誌　中巻 星 新一 3,000¥    2005年 教養書
明治の人物誌　下巻 星 新一 3,200¥    2005年 教養書
法廷解剖学　上巻 和久 峻三 2,800¥    2005年 教養書
法廷解剖学　下巻 和久 峻三 2,900¥    2005年 教養書
雑木林のモーツァルト 串田 孫一 3,000¥    2005年 教養書



書　名 著　者 本体価格 刊  行 ジャンル
霊長類ヒト科動物図鑑　上巻 向田 邦子 2,900¥    2005年 教養書
霊長類ヒト科動物図鑑　下巻 向田 邦子 2,900¥    2005年 教養書
浅草紅団　上巻 川端 康成 3,200¥    2005年 現代文学
浅草紅団　下巻 川端 康成 2,700¥    2005年 現代文学
上海 林 京子 3,200¥    2005年 現代文学
冬の蝉　上巻 杉本 苑子 2,800¥    2005年 現代文学
冬の蝉　下巻 杉本 苑子 3,000¥    2005年 現代文学
浄瑠璃坂の仇討ち　上巻 高橋 義夫 3,100¥    2005年 現代文学
浄瑠璃坂の仇討ち　中巻 高橋 義夫 3,100¥    2005年 現代文学
浄瑠璃坂の仇討ち　下巻 高橋 義夫 3,300¥    2005年 現代文学
兵庫頭の叛乱　上巻 神坂 次郎 2,700¥    2005年 現代文学
兵庫頭の叛乱　下巻 神坂 次郎 2,800¥    2005年 現代文学
取調室　上巻 笹沢 左保 2,900¥    2005年 現代文学
取調室　下巻 笹沢 左保 2,900¥    2005年 現代文学
江戸は廻灯籠　上巻 佐江 衆一 3,000¥    2005年 現代文学
江戸は廻灯籠　下巻 佐江 衆一 2,900¥    2005年 現代文学
機関車先生　上巻 伊集院 静 2,700¥    2005年 現代文学
機関車先生　下巻 伊集院 静 2,700¥    2005年 現代文学
小説・十五世羽左衛門　上巻 竹田 真砂子 2,800¥    2005年 現代文学
小説・十五世羽左衛門　下巻 竹田 真砂子 2,900¥    2005年 現代文学
天使たちの探偵　上巻 原 尞 3,000¥    2005年 現代文学
天使たちの探偵　下巻 原 尞 3,100¥    2005年 現代文学
五年の梅　上巻 乙川 優三郎 2,900¥    2005年 現代文学
五年の梅　下巻 乙川 優三郎 2,700¥    2005年 現代文学
ビタミンF　上巻 重松 清 3,100¥    2005年 現代文学
ビタミンF　下巻 重松 清 2,900¥    2005年 現代文学
日本語と私　上巻 大野 晋 3,000¥    2005年 教養書
日本語と私　下巻 大野 晋 2,700¥    2005年 教養書
医者がすすめる不養生　上巻 遠山 高史 2,600¥    2005年 教養書
医者がすすめる不養生　下巻 遠山 高史 2,900¥    2005年 教養書
ヴェテラン　上巻 海老沢 泰久 2,800¥    2005年 教養書
ヴェテラン　下巻 海老沢 泰久 2,800¥    2005年 教養書
夏目家の糠みそ　上巻 半藤 末利子 2,800¥    2005年 教養書
夏目家の糠みそ　下巻 半藤 末利子 2,700¥    2005年 教養書
事件　上巻 大岡 昇平 3,100¥    2006年 現代文学
事件　中巻 大岡 昇平 3,300¥    2006年 現代文学
事件　下巻 大岡 昇平 3,100¥    2006年 現代文学
浮かれ三亀松　上巻 吉川 潮 3,000¥    2006年 現代文学
浮かれ三亀松　中巻 吉川 潮 3,000¥    2006年 現代文学
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浮かれ三亀松　下巻 吉川 潮 2,900¥    2006年 現代文学
水無月の墓 小池 真理子 3,200¥    2006年 現代文学
群青の湖　上巻 芝木 好子 2,800¥    2006年 現代文学
群青の湖　中巻 芝木 好子 3,000¥    2006年 現代文学
群青の湖　下巻 芝木 好子 3,100¥    2006年 現代文学
花あざ伝奇　上巻 安西 篤子 2,700¥    2006年 現代文学
花あざ伝奇　下巻 安西 篤子 2,800¥    2006年 現代文学
逢わばや見ばや　上巻 出久根 達郎 2,900¥    2006年 現代文学
逢わばや見ばや　下巻 出久根 達郎 2,900¥    2006年 現代文学
秋草の渡し　上巻 伊藤 桂一 2,700¥    2006年 現代文学
秋草の渡し　下巻 伊藤 桂一 2,800¥    2006年 現代文学
かかし長屋　上巻 半村 良 3,200¥    2006年 現代文学
かかし長屋　下巻 半村 良 3,200¥    2006年 現代文学
秘剣奔る　上巻 新宮 正春 2,900¥    2006年 現代文学
秘剣奔る　下巻 新宮 正春 2,700¥    2006年 現代文学
損料屋喜八郎始末控え　上巻 山本 一力 2,900¥    2006年 現代文学
損料屋喜八郎始末控え　下巻 山本 一力 3,200¥    2006年 現代文学
石の来歴 奥泉 光 3,300¥    2006年 現代文学
30年の物語　上巻 岸 惠子 3,000¥    2006年 教養書
30年の物語　下巻 岸 惠子 2,900¥    2006年 教養書
きょうもいい塩梅　上巻 内館 牧子 2,800¥    2006年 教養書
きょうもいい塩梅　下巻 内館 牧子 2,800¥    2006年 教養書
三鬼の剣　上巻 鳥羽 亮 3,000¥    2007年 現代文学
三鬼の剣　下巻 鳥羽 亮 2,900¥    2007年 現代文学
路地　上巻 三木 卓 2,900¥    2007年 現代文学
路地　下巻 三木 卓 2,800¥    2007年 現代文学
長安牡丹花異聞　上巻 森福 都 2,800¥    2007年 現代文学
長安牡丹花異聞　下巻 森福 都 2,900¥    2007年 現代文学
異人たちとの夏 山田 太一 3,200¥    2007年 現代文学
きのうの空　上巻 志水 辰夫 3,200¥    2007年 現代文学
きのうの空　下巻 志水 辰夫 3,200¥    2007年 現代文学
藩校早春賦　上巻 宮本 昌孝 3,300¥    2007年 現代文学
藩校早春賦　下巻 宮本 昌孝 3,200¥    2007年 現代文学
あやし　上巻 宮部 みゆき 3,100¥    2007年 現代文学
あやし　下巻 宮部 みゆき 2,800¥    2007年 現代文学
遠き落日　第1巻 渡辺 淳一 3,000¥    2007年 現代文学
遠き落日　第2巻 渡辺 淳一 3,100¥    2007年 現代文学
遠き落日　第3巻 渡辺 淳一 3,100¥    2007年 現代文学
遠き落日　第4巻 渡辺 淳一 3,100¥    2007年 現代文学
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「般若心経」講義　上巻 紀野 一義 2,800¥    2007年 教養書
「般若心経」講義　下巻 紀野 一義 2,700¥    2007年 教養書
心のくすり箱　上巻 徳永 進 2,800¥    2007年 教養書
心のくすり箱　下巻 徳永 進 2,800¥    2007年 教養書
三十一文字のパレット 俵 万智 3,100¥    2007年 教養書
なじみの店 池内 紀 3,000¥    2007年 教養書
母の万年筆　上巻 太田 治子 2,800¥    2007年 教養書
母の万年筆　下巻 太田 治子 2,800¥    2007年 教養書
富豪刑事　上巻 筒井 康隆 2,700¥    2007年 現代文学
富豪刑事　下巻 筒井 康隆 2,900¥    2007年 現代文学
智恵子飛ぶ　上巻 津村 節子 3,100¥    2007年 現代文学
智恵子飛ぶ　下巻 津村 節子 3,000¥    2007年 現代文学
マークスの山　第1巻 高村 薫 3,100¥    2007年 現代文学
マークスの山　第2巻 高村 薫 3,200¥    2007年 現代文学
マークスの山　第3巻 高村 薫 3,200¥    2007年 現代文学
マークスの山　第4巻 高村 薫 3,100¥    2007年 現代文学
戦鬼たちの海　上巻 白石 一郎 3,100¥    2007年 現代文学
戦鬼たちの海　中巻 白石 一郎 2,900¥    2007年 現代文学
戦鬼たちの海　下巻 白石 一郎 3,100¥    2007年 現代文学
破門　上巻 羽山 信樹 2,800¥    2007年 現代文学
破門　下巻 羽山 信樹 2,700¥    2007年 現代文学
秋の猫　上巻 藤堂 志津子 3,000¥    2007年 現代文学
秋の猫　下巻 藤堂 志津子 2,600¥    2007年 現代文学
豪姫夢幻　上巻 中村 彰彦 3,200¥    2007年 現代文学
豪姫夢幻　中巻 中村 彰彦 3,000¥    2007年 現代文学
豪姫夢幻　下巻 中村 彰彦 3,000¥    2007年 現代文学
輓馬　上巻 鳴海 章 3,200¥    2007年 現代文学
輓馬　下巻 鳴海 章 2,700¥    2007年 現代文学
王朝懶夢譚 田辺 聖子 3,200¥    2007年 現代文学
辛夷の花　上巻 秋山 加代 2,800¥    2007年 教養書
辛夷の花　下巻 秋山 加代 2,900¥    2007年 教養書
スカウト　上巻 後藤 正治 3,000¥    2007年 教養書
スカウト　中巻 後藤 正治 3,000¥    2007年 教養書
スカウト　下巻 後藤 正治 2,900¥    2007年 教養書
独酌余滴　上巻 多田 富雄 2,900¥    2007年 教養書
独酌余滴　下巻 多田 富雄 2,900¥    2007年 教養書
寺暮らし 森 まゆみ 3,200¥    2007年 教養書
四十八歳の抵抗　上巻 石川 達三 3,100¥    2008年 現代文学
四十八歳の抵抗　下巻 石川 達三 3,100¥    2008年 現代文学
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相棒に気をつけろ　上巻 逢坂 剛 3,100¥    2008年 現代文学
相棒に気をつけろ　下巻 逢坂 剛 2,800¥    2008年 現代文学
退屈姫君伝　上巻 米村 圭伍 3,200¥    2008年 現代文学
退屈姫君伝　下巻 米村 圭伍 3,100¥    2008年 現代文学
胡蝶の剣　上巻 津本 陽 2,800¥    2008年 現代文学
胡蝶の剣　下巻 津本 陽 2,800¥    2008年 現代文学
扇形のアリバイ　上巻 山村 美紗 3,300¥    2008年 現代文学
扇形のアリバイ　下巻 山村 美紗 3,300¥    2008年 現代文学
おすず　上巻 杉本 章子 2,800¥    2008年 現代文学
おすず　下巻 杉本 章子 2,700¥    2008年 現代文学
本多の狐　上巻 羽太 雄平 3,200¥    2008年 現代文学
本多の狐　下巻 羽太 雄平 3,200¥    2008年 現代文学
艶めき　上巻 藤田 宜永 3,100¥    2008年 現代文学
艶めき　下巻 藤田 宜永 2,800¥    2008年 現代文学
破軍の星　上巻 北方 謙三 3,100¥    2008年 現代文学
破軍の星　中巻 北方 謙三 3,000¥    2008年 現代文学
破軍の星　下巻 北方 謙三 3,000¥    2008年 現代文学
心で見る世界 島崎 敏樹 3,100¥    2008年 教養書
まわりみち極楽論　上巻 玄侑 宗久 2,800¥    2008年 教養書
まわりみち極楽論　下巻 玄侑 宗久 2,700¥    2008年 教養書
素人庖丁記 嵐山 光三郎 3,200¥    2008年 教養書
芸づくし忠臣蔵　上巻 関 容子 3,200¥    2008年 教養書
芸づくし忠臣蔵　下巻 関 容子 3,100¥    2008年 教養書
のちの思いに　上巻 辻 邦生 2,800¥    2008年 教養書
のちの思いに　下巻 辻 邦生 2,700¥    2008年 教養書
多甚古村 井伏 鱒二 3,200¥    2008年 現代文学
赤い影法師　上巻 柴田 錬三郎 3,300¥    2008年 現代文学
赤い影法師　下巻 柴田 錬三郎 3,300¥    2008年 現代文学
いつか王子駅で 堀江 敏幸 2,900¥    2008年 現代文学
諸葛孔明　第1巻 陳 舜臣 3,100¥    2008年 現代文学
諸葛孔明　第2巻 陳 舜臣 3,200¥    2008年 現代文学
諸葛孔明　第3巻 陳 舜臣 3,200¥    2008年 現代文学
諸葛孔明　第4巻 陳 舜臣 3,200¥    2008年 現代文学
昨日の恋 北原 亞以子 3,300¥    2008年 現代文学
絆　上巻 小杉 健治 3,200¥    2008年 現代文学
絆　下巻 小杉 健治 2,900¥    2008年 現代文学
海神　上巻 安部 龍太郎 3,000¥    2008年 現代文学
海神　下巻 安部 龍太郎 3,200¥    2008年 現代文学
愛を乞うひと　上巻 下田 治美 2,900¥    2008年 現代文学
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愛を乞うひと　下巻 下田 治美 2,900¥    2008年 現代文学
似せ者　上巻 松井 今朝子 3,000¥    2008年 現代文学
似せ者　下巻 松井 今朝子 3,000¥    2008年 現代文学
家族善哉　上巻 島村 洋子 2,900¥    2008年 現代文学
家族善哉　下巻 島村 洋子 2,900¥    2008年 現代文学
新人生論ノート 木田 元 3,200¥    2008年 教養書
わたしのおせっかい談義 沢村 貞子 3,300¥    2008年 教養書
山の頂の向こうに 田部井 淳子 3,200¥    2008年 教養書
敗れざる者たち　上巻 沢木 耕太郎 2,900¥    2008年 教養書
敗れざる者たち　下巻 沢木 耕太郎 3,100¥    2008年 教養書
千曲川のスケッチ 島崎 藤村 3,100¥    2009年 現代文学
他人同士　上巻 阿刀田 高 2,900¥    2009年 現代文学
他人同士　下巻 阿刀田 高 2,900¥    2009年 現代文学
遠い幻影　上巻 吉村 昭 2,800¥    2009年 現代文学
遠い幻影　下巻 吉村 昭 2,900¥    2009年 現代文学
てのひらの闇　上巻 藤原 伊織 3,000¥    2009年 現代文学
てのひらの闇　中巻 藤原 伊織 3,000¥    2009年 現代文学
てのひらの闇　下巻 藤原 伊織 2,900¥    2009年 現代文学
高山右近　上巻 加賀 乙彦 3,300¥    2009年 現代文学
高山右近　下巻 加賀 乙彦 3,300¥    2009年 現代文学
中央構造帯　上巻 内田 康夫 3,100¥    2009年 現代文学
中央構造帯　中巻 内田 康夫 3,100¥    2009年 現代文学
中央構造帯　下巻 内田 康夫 3,200¥    2009年 現代文学
馬喰八十八伝　上巻 井上 ひさし 3,100¥    2009年 現代文学
馬喰八十八伝　中巻 井上 ひさし 2,900¥    2009年 現代文学
馬喰八十八伝　下巻 井上 ひさし 2,900¥    2009年 現代文学
武家用心集　上巻 乙川 優三郎 2,900¥    2009年 現代文学
武家用心集　下巻 乙川 優三郎 3,000¥    2009年 現代文学
漱石夫人は占い好き 半藤 末利子 3,100¥    2009年 教養書
遠い日のこと　上巻 飯田 龍太 2,800¥    2009年 教養書
遠い日のこと　下巻 飯田 龍太 2,700¥    2009年 教養書
眠る鯉 伊集院 静 3,300¥    2009年 現代文学
生家へ　上巻 色川 武大 2,900¥    2009年 現代文学
生家へ　下巻 色川 武大 2,900¥    2009年 現代文学
硝子のハンマー　上巻 貴志 祐介 3,300¥    2009年 現代文学
硝子のハンマー　中巻 貴志 祐介 3,200¥    2009年 現代文学
硝子のハンマー　下巻 貴志 祐介 3,300¥    2009年 現代文学
私の古典詩選　上巻 大岡 信 2,800¥    2009年 教養書
私の古典詩選　下巻 大岡 信 2,900¥    2009年 教養書
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こころの天気図 五木 寛之 3,100¥    2009年 教養書
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