
　  デイジー目録（越谷市立図書館・こだま文庫）　　2007.12.16～

通№ 目録№ ヨミ 書　　　　名 著　者 音訳者 校正者

1 46 ト 徳川家康　1　出世乱離の巻 山岡　荘八 岡本　市治 谷口　直枝

2 47 ト 徳川家康　2　獅子の座の巻 山岡　荘八 岡本　市治 谷口　直枝

3 48 ト 徳川家康　3　朝露の巻 山岡　荘八 岡本　市治 谷口　直枝

4 49 ト 徳川家康　4　葦かびの巻 山岡　荘八 岡本　市治 谷口　直枝

5 50 ト 徳川家康　5　うず潮の巻 山岡　荘八 岡本　市治 谷口　直枝

6 51 ト 徳川家康　6　燃える土の巻 山岡　荘八 岡本　市治 谷口　直枝

7 52 ト 徳川家康　7　颶風の巻 山岡　荘八 岡本　市治 谷口　直枝

8 53 ト 徳川家康　8　心火の巻 山岡　荘八 岡本　市治 谷口　直枝

9 54 ト 徳川家康　9　碧雲の巻 山岡　荘八 岡本　市治 谷口　直枝

10 55 ト 徳川家康　10　無相門の巻 山岡　荘八 岡本　市治 谷口　直枝

11 56 ト 徳川家康　11　竜虎の巻 山岡　荘八 岡本　市治 谷口　直枝

12 57 ト 徳川家康　12　華厳の巻 山岡　荘八 岡本　市治 谷口　直枝

13 58 ト 徳川家康　13　侘茶の巻 山岡　荘八 岡本　市治 谷口　直枝

14 59 ト 徳川家康　14　明星瞬くの巻 山岡　荘八 岡本　市治 谷口　直枝

15 60 ト 徳川家康　15　難波の夢の巻 山岡　荘八 岡本　市治 谷口　直枝

16 61 ト 徳川家康　16　日蝕月蝕の巻 山岡　荘八 岡本　市治 谷口　直枝

17 62 ト 徳川家康　17　軍茶利の巻 山岡　荘八 岡本　市治 谷口　直枝

18 63 ト 徳川家康　18　関ヶ原の巻 山岡　荘八 岡本　市治 谷口　直枝

19 64 ト 徳川家康　19　泰平胎動の巻 山岡　荘八 岡本　市治 谷口　直枝

20 65 ト 徳川家康　20　江戸・大坂の巻 山岡　荘八 岡本　市治 関根　三智子

21 66 ト 徳川家康　21　春雷遠雷の巻 山岡　荘八 岡本　市治 川俣　薫

22 67 ト 徳川家康　22　百雷落都つるの 山岡　荘八 岡本　市治 村山　君恵
23 68 ト 徳川家康　23　蕭風城の巻 山岡　荘八 岡本　市治 関根三智子

24 69 ト 徳川家康　24　戦争と平和の巻 山岡　荘八 岡本　市治 川俣　薫
25 70 ト 徳川家康　25　孤城落月の巻 山岡　荘八 岡本　市治 村山　君恵

26 71 ト 徳川家康　26　立命往生の巻 山岡　荘八 岡本　市治 関根三智子

27 95 ル ルルドの出来事 志村　辰弥 小林　芙美子 谷口　直枝

28 112 テ 天の梯子 三浦　綾子 曾倉　良江 谷口　直枝

29 245 フ 二つの祖国（上） 山崎　豊子 岡本　市治 谷口　直枝

30 251 フ 二つの祖国（中） 山崎　豊子 岡本　市治 谷口　直枝

31 259 フ 二つの祖国（下） 山崎　豊子 岡本　市治 谷口　直枝

32 315 コ 孤愁の岸（上） 杉本　苑子 台　和枝 新井　登茂子

33 348 コ 孤愁の岸（下） 杉本　苑子 台　和枝 高橋　智子

34 346 シ
失明者のための日本文学史
（再録）

岡村　文雄（編著） 柳沢　博夫 池田　經子

35 355 ト
豊臣秀長　上　ある補佐役の生
涯

堺屋　太一 岡本　市治 永井　孝子

36 361 ト
豊臣秀長　下　ある補佐役の生
涯

堺屋　太一 岡本　市治 窪田　弘子

37 429 エ エル（Ｌ）特急踊り子号殺人事件 西村　京太郎 峰崎　フサ

38 445 キ 気がつけば騎手の女房 吉永　みち子 台　和枝 太田　憲子

39 446 ニ
新美南吉童話全集　第一巻　ご
んぎつね

新美　南吉 小林　芙美子 窪田　弘子

40 474 チ チョッちゃんのここまで来た道 黒柳　朝 台　和枝 川俣　薫

41 512 イ 一弦の琴 宮尾　登美子 今村　典子 峰崎　フサ

42 601 ダ 大地の子（上） 山崎　豊子 岡本　市治

43 606 ダ 大地の子（中） 山崎　豊子 岡本　市治

44 607 ダ 大地の子（下） 山崎　豊子 岡本　市治
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45 621 ト 翔ぶが如く　３ 司馬　遼太郎 岡本　市治

46 623 ト 翔ぶが如く　１ 司馬　遼太郎 池田　經子 台　和枝

47 626 ト 翔ぶが如く　２ 司馬　遼太郎 峰崎　フサ

48 630 ト 翔ぶが如く　４ 司馬　遼太郎 岡本　市治

49 645 オ 鬼官兵衛烈風録 中村　彰彦 岡本　市治

50 646 ト 翔ぶが如く　５ 司馬　遼太郎 岡本　市治

51 651 ト 翔ぶが如く　６ 司馬　遼太郎 岡本　市治

52 657 ト 翔ぶが如く　７ 司馬　遼太郎 岡本　市治

53 684 シ 春燈 宮尾　登美子 米田　和子 岩下　妙子

54 705 ユ 夢にむかって飛べ 毛利　恒之 秋元　洋子 佃　陽子

55 721 ハ 服部半蔵　巻の１ 戸部　新十郎 長谷部　邦子 佃　陽子

56 722 ハ 服部半蔵　巻の２ 戸部　新十郎 渡辺　春子 渡辺　春子

57 723 ハ 服部半蔵　巻の３ 戸部　新十郎 岩下　妙子 岩下　妙子

58 724 ハ 服部半蔵　巻の４ 戸部　新十郎 池田　經子 池田　經子

59 753 ハ 服部半蔵　巻の５ 戸部　新十郎 長谷部　邦子 佃　陽子

60 786 ヒ 秀吉　上 堺屋　太一 岡本　市治

61 794 エ 越前竹人形 水上　勉 峰崎　フサ 小金平　佳代

62 795 セ 川柳入門・はじめのはじめ 田口　麦彦 柳沢　博夫 佃　陽子

63 799 ヒ 秀吉　中 堺屋　太一 岡本　市治

64 811 ヒ 秀吉　下 堺屋　太一 岡本　市治

65 848 サ 百日紅の咲かない夏 三浦　哲郎 米田　和子 境野　奎子

66 862 カ 活動写真の女 浅田　次郎 境野　奎子 村山　君恵

67 877 ゲ ゲルマニウムの夜 花村　萬月 竹村　三千代 武藤　富志子

68 886 レ レディ・ジョーカー（上） 高村　薫 長谷部　邦子 池田　經子

69 887 レ レディ・ジョーカー（下） 高村　薫 池田　經子 長谷部　邦子

70 896 ナ 長崎ぶらぶら節 なかにし　礼 池田　經子 岩下　妙子

71 900 コ 恋する罪びと 田辺　聖子 竹村　三千代 山岸　千枝子

72 906 キ 清川妙のすてきに年を重ねた 清川　妙 池田　隆彦 岩下　妙子

73 924 ウ 海を奪る 二宮　隆雄 池田　經子 小金平　佳代

74 930 カ 風のすがた 安岡　章太郎 台　和枝 岡本　市治

75 935 カ かまいたち 宮部　みゆき 長谷部　邦子 台　和枝

76 940 チ 地果て海尽きるまで（上） 森村　誠一 平澤　典子 鈴木　雅子

77 941 チ 地果て海尽きるまで（下） 森村　誠一 平澤　典子 鈴木　雅子

78 942 テ 天使は探偵 笠井　潔 米田　和子 池田　經子

79 944 ヒ 姫椿 浅田　次郎 池上　美智子 竹村　三千代

80 945 モ ものは言いよう 平岩　弓枝 境野　奎子 台　和枝

81 950 ア 赤い月（上） なかにし　礼 渡辺　春子 谷口　直枝

82 953 シ 女郎蜘蛛 富樫　倫太郎 池田　經子 岩下　妙子

83 957 ト 利家とまつ（上） 竹山　洋 岡本　市治 台　和枝

84 961 ア 赤い月（下） なかにし　礼 渡辺　春子 谷口　直枝

85 962 ト 利家とまつ（下） 竹山　洋 岡本　市治 台　和枝

86 964 カ 肩ごしの恋人 唯川　恵 米田　和子 長谷部　邦子

87 971 オ 王妃の館（上） 浅田　次郎 野中　祥子 榎本　和代

88 976 オ 王妃の館（下） 浅田　次郎 野中　祥子 谷口　直枝

89 978 ア ありがとう赤ちゃん 影山　百合子 谷口　直枝 台　和枝

90 979 ハ 母の微笑 三浦　哲郎 境野　奎子 竹村　三千代
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通№ 目録№ ヨミ 書　　　　名 著　者 音訳者 校正者

91 980 サ 坂の上の雲　一 司馬　遼太郎 岡本　市治 峰崎　フサ

92 981 ニ 日本語の歴史 小松　英雄 池田　經子 竹村　三千代

93 983 サ 坂の上の雲　二 司馬　遼太郎 岡本　市治 峰崎　フサ

94 984 サ 坂の上の雲　三 司馬　遼太郎 岡本　市治 峰崎　フサ

95 989 サ 坂の上の雲　四 司馬　遼太郎 岡本　市治 峰崎　フサ

96 990 サ 坂の上の雲　五 司馬　遼太郎 岡本　市治 峰崎　フサ

97 991 フ 冬の水練 南木　佳士 境野　奎子 春木　美香子

98 993 ソ 漱石先生の手紙 出久根　達郎 池田　經子 長谷部　邦子

99 999 サ 坂の上の雲　六 司馬　遼太郎 岡本　市治 峰崎　フサ

100 1003 カ 釜無川 御園　大介 池田　經子 岩下　妙子

101 1011 ツ 椿山課長の七日間 浅田　次郎 境野　奎子 竹村　三千代

102 1014 ミ 見えなくなって見えてきた 安田　章代 安井　美世寿 長谷部　邦子

103 1015 ア 茜空の彼方に 綾織　文 岡田　満喜子 山岸　千枝子

104 1016 シ 小説　太田道灌 大栗　丹後 岩下　妙子 竹村　三千代

105 1017 ニ 虹 吉本　ばなな 長谷部　邦子 峰崎　フサ

106 1018 カ 書き写したい言葉　漱石の巻 川島　幸希 榎本　和代 渡辺　春子

107 1020 ウ 海猫 谷村　志穂 池田　經子 米田　和子

108 1022 チ ちょいとかくせ 中川　由布子 西崎　寿子 谷口　直枝

109 1026 二 二宮金次郎の一生 三戸岡　道夫 柳沢　博夫 境野　奎子

110 1028 タ 玉川上水情死行 梶原　梯子 安藤　加世子 榎本　和代

111 1029 二 日本語つむぎ 大岡　信 台　和枝 池田　經子

112 1030 ウ 海鳴 明野　照葉 岩下　妙子 竹村　三千代

113 1032 エ 枝豆そら豆（上） 梓澤　要 米田　和子 山岸　千枝子

114 1033 ア あぶり絵（上） 星川　清司 池田　隆彦 台　和枝

115 1034 ア あぶり絵（下） 星川　清司 池田　隆彦 池田　經子

116 1036 コ ことば美人は一生の得 広瀬　久美子 岡田　満喜子 峰崎　フサ

117 1037 フ 冬のはなびら 伊集院　静 長谷部　邦子 竹村　三千代

118 1038 ヤ 焼け跡のナポレオン ねじめ　正一 土屋　裕子 竹村　三千代

119 1039 エ 枝豆そら豆（下） 梓澤　要 米田　和子 山岸　千枝子

120 1040 ヌ 塗仏の宴 京極　夏彦 平澤　典子 長谷部　邦子

121 1046 ム 武蔵の道 童門　冬二 野中　祥子 山岸　千枝子

122 1047 イ 異形の将軍（上） 津本　陽 池田　隆彦 小金平　佳代

123 1048 イ 異形の将軍（下） 津本　陽 池田　隆彦 小金平　佳代

124 1050 ダ 第三の時効 横山　秀夫 池田　經子 峰崎　フサ

125 1051 イ いっぽん桜（再録） 山本　一力 池田　隆彦 米田　和子

126 1052 ネ 猫月夜（上） 立松　和平 岩下　妙子 境野　奎子

127 1053 ネ 猫月夜（下） 立松　和平 岩下　妙子 境野　奎子

128 1055 ゴ 五郎治殿御始末 浅田　次郎 境野　奎子 岩下　妙子

129 1057 オ 尾道殺人事件 木谷　恭介 岡田　満喜子 谷口　直枝

130 1060 シ 小説　近藤勇 童門　冬二 池田　隆彦 岩下　妙子

131 1062 サ 三年目の真実 西村　京太郎 池田　經子
小金平　佳代/竹
村　三千代

132 1064 ツ 妻への詫び状 星野　哲郎 谷口　直枝 米田　和子

133 1065 ガ 岩柳佐々木小次郎 森本　繁 榎本　和代 小金井　佳代

134 1068 マ 魔王眼 菊地　秀行 渡辺　春子 上村　晶子

135 1069 バ 煤煙 北方　謙三 平澤　典子 池田　經子

136 1073 タ 黄昏の横浜 伊藤　秀哉 谷口　直枝 境野　奎子
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通№ 目録№ ヨミ 書　　　　名 著　者 音訳者 校正者

137 1074 サ さぶ（再録） 山本　周五郎 池田　經子 谷口　直枝

138 1075 ア 明日の記憶 荻原　浩 境野　奎子 池田　經子

139 1076 ハ 半夏生 今野　敏 土屋　裕子 境野　奎子

140 1077 ヒ 雛の家 久世　光彦 野中　祥子 米田　和子

141 1079 キ 鬼剣集　妖藩記 菊地　秀行 池田　隆彦 境野　奎子

142 1080 ジ 十人の戒められた奇妙な人々 倉阪　鬼一郎 野中　祥子 岩下　妙子

143 1081 ド ドクトル長英 ジェームス・三木 岩下　妙子 岩下　妙子

144 1082 ロ 60歳のラブレター③ 日本放送出版協会 峰崎　フサ 平沢　典子

145 1083 プ プリンスの墓標 桐山　秀樹 柳沢　博夫 池田　經子

146 1084 コ 今生のいまが倖せ… 本山　可久子 野中　祥子 台　和枝

147 1085 ノ 野垂れ死に 藤澤　秀行 岩下　妙子 池田　經子

148 1086 タ 太平洋の薔薇（上） 笹本　稜平 池田　隆彦 岩下　妙子

149 1087 タ 太平洋の薔薇（下） 笹本　稜平 池田　隆彦 岩下　妙子

150 1088 オ 終わりからの旅 辻井　喬 池田　隆彦 峰崎　フサ

151 1089 エ エリカ 小池　真理子 矢島　協子 台　和枝

152 1090 ダ だいこん 山本　一力 境野　奎子 竹村　三千代

153 1092 コ 孤宿の人（上） 宮部　みゆき 池田　經子 台　和枝

154 1093 コ 孤宿の人（下） 宮部　みゆき 池田　經子 台　和枝

155 1094 チ 父の肖像 辻井　喬 谷口　直枝 台　和枝

156 1095 ハ 流行歌　西条八十物語 吉川　潮 池田　經子 竹村　三千代

157 1096 ア あまのじゃく人間へ 遠藤　周作 田代　靖子 谷口　直枝

158 1097 シ 視覚障害被災者の10年 神戸アイライト協会 池田　經子 土屋　裕子

159 1098 ケ けい子ちゃんのゆかた 庄野　潤三 矢島　協子 台　和枝

160 1099 ゼ 銭売り賽蔵 山本　一力 岩下　妙子 峰崎　フサ

161 1100 タ 辰巳八景 山本　一力 谷口　直枝 台　和枝

162 1101 イ いつかパラソルの下で 森　絵都 長谷部　邦子 谷口　直枝

163 1102 キ 極点飛行 笹本　稜平 池田　經子 峰崎　フサ

164 1103 ハ 半熟ナース、病棟を行く 清水　みよこ 野中　祥子 台　和枝

165 1104 フ 古道具中野商店 川上　弘美 土屋　裕子 竹村　三千代

166 1105 サ 朔太郎とおだまきの花 萩原　葉子 峰崎　フサ 田代　靖子

167 1106 サ 櫻　平家夜話 早瀬　詠一郎 境野　奎子 池田　經子

168 1107 ヨ 四日間の奇蹟 浅倉　卓弥 谷口　直枝 岡田　満喜子

169 1108 チ チーム・バチスタの栄光 海堂　尊 岩下　妙子 峰崎　フサ

170 1109 ナ ナミイ！ 姜　信子 土屋　裕子 池田　經子

171 1110 キ 君の名残を 浅倉　卓弥 池田　經子 田代　靖子

172 1111 ト 東京タワー リリー・フランキー 岩下　妙子 池田　經子

173 1112 ケ ケッヘル（上） 中山　可穂 池田　經子 峰崎　フサ

174 1113 ケ ケッヘル（下） 中山　可穂 池田　經子 峰崎　フサ

175 1114 サ さざなみ情話 乙川　優三郎 境野　奎子 台　和枝

176 1115 ナ 名もなき毒 宮部　みゆき 岩下　妙子 長谷部邦子

177 1116 エ 絵はがきにされた少年 藤原　章生 土屋　裕子 池田　經子

178 1117 ス 水曜の朝、午前三時 蓮見　圭一 谷口　直枝 岡田　満喜子

179 1118 カ 枯葉色グッドバイ 樋口　有介 西本　恵子 境野　奎子

180 1119 メ 地下鉄（メトロ）に乗って　特別 浅田　次郎 太田　憲子 土屋　裕子

181 1120 ヨ 容疑者Ｘの献身 東野　圭吾 池田　隆彦 谷口　直枝

182 1121 シ 視覚障害被災者とボランティア
阪神大震災視覚障
害者支援対策本部

岩下　妙子 池田　經子

4



通№ 目録№ ヨミ 書　　　　名 著　者 音訳者 校正者

183 1122 ア 赤朽葉家の伝説 桜庭　一樹 池田　經子 岩下　妙子

184 1123 ア 青に候 志水　辰夫 土屋　裕子 境野　奎子

185 1124 ト
父さんの好きだったメンデルス
ゾーン

小野　肇 峰崎　フサ 池田　經子

186 1125 ド 鈍感力 渡辺　淳一 関根　三智子 谷口　直枝

187 1126 キ きみはポラリス 三浦　しをん 境野　奎子 岩下　妙子

188 1127 ア あなたがパラダイス 平　安寿子 中谷　澄子 竹村　三千代

189 1128 テ 手はいつ生えてくるの 小畑　延子 池田　經子 峰崎　フサ

190 1129 二 日本橋バビロン 小林　信彦 池田　隆彦 岩下　妙子

191 1130 ツ 追伸 真保　裕一 田代　靖子 境野　奎子

192 1131 ナ 夏光 乾　ルカ 長谷部　邦子 土屋　裕子

193 1132 ア 赤い崖の女 山崎　洋子 太田　憲子 池田　經子

194 1133 ヤ 夜叉桜 あさの　あつこ 谷口　直枝 台　和枝

195 1134 ク 黒髪 谷村　志穂 境野　奎子 岩下　妙子

196 1135 ワ 我、弁明せず。 江上　剛 池田　隆彦 長谷部　邦子

197 1136 ネ 猫と針 恩田　陸 島田　尚子 土屋　裕子

198 1137 イ いすゞ鳴る 山本　一力 池田　隆彦 境野　奎子

199 1138 モ 亡者の銭 澤田　ふじ子 西本　恵子 谷口　直枝

200 1139 ナ なげださない 鎌田　實 吉沢　純子 小金平　佳代

201 1140 ナ 菜種晴れ 山本　一力 重田　弘子 台　和枝

202 1141 ア 歩いても歩いても 是枝　裕和 川俣　薫 池田　經子

203 1142 イ 茨の木 さだ　まさし 関根　三智子 小金平　佳代

204 1143 シ 白蝶花 宮木　あや子 池田　經子 岩下　妙子

205 1144 ミ 見出された恋 岩下　尚史 土屋　裕子 米田　和子

206 1145 ホ 炎いくたび 内村　幹子 池田　隆彦 池田　經子

207 1146 ト 当マイクロフォン 三田　完 重田　弘子 田代　靖子

208 1147 サ 三月の招待状 角田　光代 池田　經子 吉沢　純子

209 1148 ミ 美作の風 今井　絵美子 岩下　妙子 土屋　裕子

210 1149 テ 鉄槌 高田　侑 西本　恵子 小金平　佳代

211 1150 イ いかだ満月 山本　一力 池田　隆彦 土屋　裕子

212 1151 シ 女子弁護士葵の事件ファイル 岩崎　健一 谷口　直枝 田代　靖子

213 1152 イ 岩倉具視　言葉の皮を剥きなが 永井　路子 長谷部　邦子 台　和枝

214 1153 シ 『十五少年漂流記』への旅 椎名　誠 中谷　澄子 池田　隆彦

215 1154 ホ ほうき星(上) 山本　一力 重田　弘子 境野　奎子

216 1155 ホ ほうき星(下) 山本　一力 重田　弘子 境野　奎子

217 1156 ア 雨ン中の、らくだ 立川　志らく 池田　隆彦 台　和枝

218 1157 コ 告白 湊　かなえ 土屋　裕子 太田　憲子

219 1158 ユ 夕映え天使 浅田　次郎 境野　奎子 太田　憲子

220 1159 フ 深川にゃんにゃん横丁 宇江佐　真理 米田　和子 池田　經子

221 1160 リ 利休にたずねよ 山本　兼一 田代　靖子 台　和枝

222 1161 ヨ 与謝野晶子 松村　由利子 池田　經子 米田　和子

223 1162 ナ 直江兼続　愛と義と智謀の人 童門　冬二 池田　隆彦 台　和枝

224 1163 ト 年寄りはだまっとれ！？ 米谷　ふみ子 関根　三智子 太田　憲子

225 1164 ヨ 八日目の蝉 角田　光代 岩下　妙子 小金平　佳代

226 1165 ト 富子すきすき 宇江佐　真理 米田　和子 土屋　裕子

227 1166 リ 臨床真理 柚月　裕子 長谷部　邦子 小金平　佳代

228 1167 ア 赤い指 東野　圭吾 土屋　裕子 野中　祥子
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229 1168 ア アルキメデスは手を汚さない 小峰　元 米田　和子 岩下　妙子

230 1169 オ
おてんば八十八歳。喜び上手
の生きかたノート

清川　妙 岩下　妙子 谷口　直枝

231 1170 カ 骸骨ビルの庭(上) 宮本　輝 池田　經子 重田　弘子

232 1171 カ 骸骨ビルの庭(下) 宮本　輝 池田　經子 重田　弘子

233 1172 シ 刺客長屋 森村　誠一 谷口　直枝 太田　憲子

234 1173 シ しだれ柳　一膳飯屋「夕月」 荒崎　一海 池田　經子 米田　和子

235 1174 セ 青雲の梯 高任　和夫 谷口　直枝 台　和枝

236 1175 ハ 叛旗は胸にありて 犬飼　六岐 池田　隆彦 太田　憲子

237 1176 ミ 見残しの塔　周防国五重塔縁 久木　綾子 田代　靖子 土屋　裕子

238 1177 ア アイム・ファイン！ 浅田　次郎 太田　憲子 重田　弘子

239 1178 キ
狐憑きの娘（浪人左門あやかし
指南）

輪渡　颯介 池田　經子 吉沢　純子

240 1179 シ 新参者 東野　圭吾 米田　和子 重田　弘子

241 1180 ジ 人師は遭い難し 森繁　久彌 谷口　直枝 岡本　市冶

242 1181 ツ 月島慕情 浅田　次郎 谷口　直枝 台　和枝

243 1182 テ 天地明察 冲方　丁 池田　隆彦 米田　和子

244 1183 マ まほろ駅前番外地 三浦　しをん 田代　靖子 池田　經子

245 1184 リ 龍馬と弥太郎 童門　冬二 岩下　妙子 台　和枝

246 1185 カ カッコウの卵は誰のもの 東野　圭吾 米田　和子 土屋　裕子

247 1186 オ おたふく 山本　一力 谷口　直枝 台　和枝

248 1187 ブ ブギウギ 坂東　眞砂子 池田　經子 土屋　裕子

249 1188 オ 母　―オモニ― 姜　尚中 池田　隆彦 吉沢　純子

250 1189 ヤ 柳生三代の剣　徳川武芸帳 吉田　剛 岡本　市治

251 1190 ゲ 月華の銀橋　勘定奉行と御用 高任　和夫 長谷部　邦子 小金平　佳代

252 1191 マ マボロシの鳥 太田　光 川俣　薫 池田　隆彦

253 1192 ミ 禊の塔　羽黒山五重塔仄聞 久木　綾子 岩下　妙子 池田　隆彦

254 1193 ヤ 夜行観覧車 湊　かなえ 重田　弘子 土屋　裕子

255 1194 キ 今日を刻む時計 宇江佐　真理 谷口　直枝 台　和枝

256 1195 ホ 星間商事株式会社社史編纂室 三浦　しをん 中谷　澄子 谷口　直枝

257 1196 サ 最後の証人 柚月　裕子 関根　三智子 田代　靖子

258 1197 シ シューマンの指 奥泉　光 池田　經子 谷口　直枝

259 1198 ガ ガンにならない食べ方、生き方 石原　結實 池田　隆彦 谷口　直枝

260 1199 ク くじけないで 柴田　トヨ 重田　弘子 岩下　妙子

261 1203 コ 小暮写眞館 宮部　みゆき 田代　靖子 土屋　裕子

262 1204 オ 乙女の密告 赤染　晶子 高橋　智子 米田　和子

263 1205 ミ 身の上話 佐藤　正午 米田　和子 川俣　薫

264 1206 チ 小さいおうち 中島　京子 太田　憲子 岩下　妙子

265 1207 シ しあわせ 野口　冨士男 池田　經子 田代　靖子

266 1208 ヤ 病は脚から！ 石原　結實 池田　隆彦 土屋　裕子

267 1209 ア 悪道 森村　誠一 谷口　直枝 台　和枝

268 1210 ヒ ヒコベエ 藤原　正彦 重田　弘子 谷口　直枝

269 1211 ヒ ひそやかな花園 角田　光代 岩下　妙子 池田　經子

270 1212 ソ 石田三成（ソクチョン　サムス 荒山　徹 池田　經子 台　和枝

271 1213 ユ 赦し 矢口　敦子 米田　和子 岩下　妙子

272 1214 カ 風花病棟 帚木　蓬生 関根　三智子 池田　經子

273 1215 イ いつも君の味方 さだ　まさし 池田　隆彦 佐藤　千巻

274 1216 ウ 美しい隣人 花井　良智 米田　和子 池田　經子
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275 1217 マ マリアビートル 伊坂　幸太郎 太田　憲子 土屋　裕子

276 1218 ジ 女丈夫　大浦慶伝 田川　永吉 谷口　直枝 田代　靖子

277 1219 カ 神楽坂の仇討ち 好村　兼一 池田　經子 重田　弘子

278 1220 ア 阿吽の羽織 沖田　正午 土屋　裕子 太田　憲子

279 1221 ネ 鼠、影を断つ 赤川　次郎 岩下　妙子 高橋　智子

280 1222 カ
川のあるまち　越谷文化　第２９
号

川のあるまち編集
委員会（編）

池田隆彦、佐藤
千巻、　重田弘
子、田代靖子

池田隆彦、佐藤
千巻、重田弘
子、田代靖子

281 1223 ヒ 左手一本のシュート 島沢　優子 太田　憲子 田代　靖子

282 1224 ス スープ・オペラ 阿川　佐和子 長谷部　邦子 土屋　裕子

283 1225 メ 冥府小町　土御門家・陰陽事件 澤田　ふじ子 川俣　薫 谷口　直枝

284 1226 マ 正岡子規、従軍す 末延　芳晴 関根　三智子 台　和枝

285 1227 ウ 海をうらまない　震災ポエム 佐藤　啓子 土屋　裕子 重田　弘子

286 1228 シ 親鸞（上） 五木　寛之 岩下　妙子 池田　經子

287 1229 シ 親鸞（下） 五木　寛之 池田　經子 岩下　妙子

288 1230 ギ
銀座ナイルレストラン物語　日
本で最も古く、最も成功したイン
ド料理店

水野　仁輔 高橋　智子 谷口　直枝

289 1231 ヘ 逸見小学校 庄野　潤三 谷口　直枝 関根　三智子

290 1232 サ 最後の日本人 斎藤　明美 吉沢　純子 土屋　裕子

291 1233 コ
ここから。　これからを生き抜く
ための、心と言葉。

鎌田　實、山本　高史 太田　憲子 土屋　裕子

292 1234 ヒ
１３０本のテープ　週末里親１７
年の記録から

滝口　芙美子 土屋　裕子 谷口　直枝

293 1235 シ 親鸞　激動篇（上） 五木　寛之 池田　經子 岩下　妙子

294 1236 シ 親鸞　激動篇（下） 五木　寛之 池田　經子 岩下　妙子

295 1237 マ
「また、必ず会おう」と誰もが
言った。

喜多川　泰 中谷　澄子 谷口　直枝

296 1238 イ 愛しの座敷わらし 荻原　浩 岩下　妙子 米田　和子

297 1239 サ 西行　その「聖」と「俗」 火坂　雅志 川俣　薫 佐藤　千巻

298 1240 コ
転ばぬ先の転んだ後の「徒然
草」の知恵

嵐山　光三郎 太田　慶子 池田　經子

299 1241 ゲ 言語小説集 井上　ひさし 高橋　智子 土屋　裕子

300 1242 ボ 「墓活」論 赤瀬川　源平 谷口　直枝 田代　靖子

301 1243 ワ わたしの渡世日記　上 高峰　秀子 関根　三智子 太田　憲子

302 1244 ワ わたしの渡世日記　下 高峰　秀子 関根　三智子 太田　憲子

303 1245 カ
川のあるまち　越谷文化　第３０
号

川のあるまち編集
委員会（編）

重田弘子、田代
靖子

重田弘子、田代
靖子

304 1246 ア 悪道　西国謀反 森村　誠一 土屋　裕子 米田　和子

305 1247 ワ 私らしい人生のしまい方 大前　伶子 吉沢　純子 土屋　裕子

306 1248 シ 新・人間革命　第２０巻 池田　大作 池田　經子 川俣　薫

307 1249 シ 新・人間革命　第２１巻 池田　大作 池田　經子 川俣　薫

308 1250 コ
越ヶ谷日記　野口冨士男生誕
百年記念出版

野口　冨士男 米田　和子 土屋　裕子

309 1251 ユ 夢をかなえる方法、おしえます 日比野　文美 窪田　弘子 米田　和子

310 1252 カ 海賊とよばれた男　上 百田　尚樹 池田　隆彦 重田　弘子

311 1253 カ 海賊とよばれた男　下 百田　尚樹 池田　隆彦 重田　弘子

312 1254 イ 遺稿 立川　談志 岩下　妙子 川俣　薫

313 1255 カ
かなしみの詩　「10歳の放浪
記」その後

上條　さなえ 高橋　智子 田代　靖子

314 1256 ダ
第二の敗戦期　これからの日本
をどうよむか

吉本　隆明 富所　敬子 土屋　裕子

315 1257 エ 永遠の０ 百田　尚樹 池田　隆彦 関根　三智子
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316 1258 カ
川のあるまち　越谷文化　第３1
号

川のあるまち編集
委員会（編）

太田憲子、田代
靖子

太田憲子、田代
靖子

317 1259 ミ 水のかたち　上 宮本　輝 池田　經子 土屋　裕子

318 1260 ミ 水のかたち　下 宮本　輝 池田　經子 土屋　裕子

319 1261 カ
風になる　自閉症の僕が生きて
いく風景

東田　直樹 米田　和子 関根　三智子

320 1262 イ 一路　上 浅田　次郎 岩下　妙子 関根　三智子

321 1263 イ 一路　下 浅田　次郎 岩下　妙子 関根　三智子

322 1264 ゲ 月下上海 山口　恵以子 土屋　裕子 関根　三智子

323 1265 ナ
泣き童子　三島屋変調百物語
参之続

宮部　みゆき 高橋　智子 重田　弘子

324 1266 ア 悪道　御三家の刺客 森村　誠一 重田　弘子 池田　隆彦

325 1267 ネ 寝ても覚めても本の虫 児玉　清 田代　靖子 池田　經子

326 1268 ウ うかんむりのこども 吉田　篤弘 高橋　智子 関根　三智子

327 1269 シ
心配事の９割は起こらない　減
らす、手放す、忘れる「禅の教

枡野　俊明 池田　經子 田代　靖子

328 1270 ボ ボーナス・トラック 越谷　オサム 太田　憲子 岩下　妙子

329 1271 ハ
ハリウッド検死ファイル　トーマ
ス野口の遺言

山田　敏弘 池田　隆彦 田代　靖子

330 1272 キ 菊池幽芳探偵小説選 菊池　幽芳 川俣　薫 土屋　裕子

331 1273 ヒ 陽だまりの彼女 越谷　オサム 佐藤　千巻 重田　弘子

332 1274 ト とっぴんぱらりの風太郎 万城目　学 秋元　洋子 田代　靖子

333 1275 モ モンスター 百田　尚樹 米田　和子 重田　弘子

334 1276 ニ
日本語のおかしみ　ユーモア文
学の笑い

中村　明 関根　三智子 田代　靖子

335 1277 ア あの日の記録 越谷一歩会（発行） 川俣　薫 岩下　妙子

336 1278 ベ 紅けむり 山本　一力 池田　經子 池田　隆彦

337 1279 カ
川のあるまち　越谷文化　第３２
号

川のあるまち編集
委員会（編）

太田憲子、土屋
裕子

太田憲子、土屋
裕子

338 1280 ワ 我輩はユーモアである 中村　明 富所　敬子 土屋　裕子

339 1281 イ いとみち 越谷　オサム 関根　三智子 土屋　裕子

340 1282 ペ ペテロの葬列 宮部　みゆき 谷口　直枝 重田　弘子

341 1283 イ いとみち　二の糸 越谷　オサム 関根　三智子 土屋　裕子

342 1284 ホ
細川ガラシャ　キリシタン史料
から見た生涯

安　延苑 岩下　妙子 谷口　直枝

343 1285 コ
考証要集　秘伝！ＮＨＫ時代考
証資料

大森　洋平 米田　和子 池田　經子

344 1286 イ いとみち　三の糸 越谷　オサム 関根　三智子 土屋　裕子

345 1287 ア 赤とんぼ　随筆 吉村　幸子 土屋　裕子 高橋　智子

346 1288 シ 子規と漱石のプレイボール 長尾　誠夫 佐藤　千巻 谷口　直枝

347 1289 シ 親鸞　完結篇（上） 五木　寛之 池田　經子 田代　靖子

348 1290 シ 親鸞　完結篇（下） 五木　寛之 岩下　妙子 土屋　裕子

349 1291 ワ
別れを力に　在宅で看取ったわ
が子の「証」

二宮　護 永井　孝子 重田　弘子

350 1292 ソ 創価学会と平和主義 佐藤　優 重田　弘子 池田　隆彦

351 1293 キ 菊之助の礼儀 長谷部　浩 池田　隆彦 田代　靖子

352 1294 カ
川のあるまち　越谷文化　第３３
号

川のあるまち編集
委員会（編）

土屋裕子、関根
三智子

土屋裕子、関根
三智子

353 1295 ゲ
芸能人の帽子　アナログTV時
代のタレントと芸能記事

中山　千夏 池田　經子 重田　弘子

354 1296 エ EPITAPH東京 恩田　陸 佐藤　千巻 田代　靖子

355 1297 グ 紅蓮の街 フィスク・ブレット 窪田　弘子 関根　三智子

356 1298 モ 戻り橋 井下　正三郎 谷口　直枝 田代　靖子
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357 1299 デ 田園発　港行き自転車　上 宮本　輝 岩下　妙子 秋元　洋子

358 1300 デ 田園発　港行き自転車　下 宮本　輝 秋元　洋子 土屋　裕子

359 1301 ジ
辞書編纂者の、日本語を使いこ
なす技術

飯間　浩明 川俣　薫 重田　弘子

360 1302 ソ
そのとき、被災障害者は…～取
り残された人々の3.11～

東北関東大震災障
害者救援本部、い
のちのことば社共

田代　靖子 関根　三智子

361 1303 エ
江戸の食卓に学ぶ　江戸庶民
の“美味しすぎる”知恵

車　浮代 池田　經子 岩下　妙子

362 1304 ア 悪道（４）　五右衛門の復讐 森村　誠一 池田　隆彦 窪田　弘子

363 1305 オ 汚名 小杉　健治 秋元　洋子 田代　靖子

364 1306 ワ
歪曲報道　巨大メディアの「騙し
の手口」

高山　正之 高橋　智子 重田　弘子

365 1307 イ
犬から聞いた素敵な話　涙あふ
れる14の話

山口　花 池田　隆彦 村山　君恵

366 1308 キ
「奇跡」のレッスン　今日から理
想の自分になる４つの法則

オグ・マンディーノ著 秋元　洋子 田代　靖子

367 1309 カ
川のあるまち　越谷文化　第３４
号

川のあるまち編集
委員会（編）

関根三智子、高
橋智子、村山君
恵、谷口直枝

関根三智子、高
橋智子、村山君
恵、谷口直枝

368 1310 サ 真田幸村　小説集 末國　善巳（編） 重田　弘子 村山　君恵

369 1311 ミ 宮城道雄著作全集　第１巻　随 宮城　道雄 土屋　裕子 米田　和子

370 1312 シ 新カラマーゾフの兄弟　上 亀山　郁夫 池田　經子 秋元　洋子

371 1313 シ 新カラマーゾフの兄弟　下 亀山　郁夫 岩下　妙子 佐藤　千巻

372 1314 カ 風の系譜 野口　冨士男 谷口　直枝 重田　弘子

373 1315 テ
天あり、命あり　百年先が見え
た経営者大原総一郎伝

江上　剛 池田　隆彦 村山　君恵

374 1316 エ 江戸へおかえりなさいませ 杉浦　日向子 佐藤　千巻 高橋　智子

375 1317 コ 越谷小説集 野口　冨士男 川俣　薫 田代　靖子

376 1318 コ
『このミステリーがすごい！』大
賞作家書き下ろしブック　ｖｏｌ．１

『このミステリーが
すごい！』編集部

関根　三智子 土屋　裕子

377 1319 マ マスコミ漂流記 野坂　昭如 池田　經子 岩下　妙子

378 1320 テ
定年後、京都で始めた第二の
人生　小さな事起こしのすすめ

寺谷　篤志 秋元　洋子 川俣　薫

379 1321 コ
『このミステリーがすごい！』大
賞作家書き下ろしブック　ｖｏｌ．１

『このミステリーが
すごい！』編集部

重田　弘子 佐藤　千巻

380 1322 タ
田中角栄の酒　「喜びの酒」「悲
しみの酒」「怒りの酒」

大下　英治 永井　孝子 高橋　智子

381 1323 シ 詩あきんど　其角 別所　真紀子 田代　靖子 重田　弘子

382 1324 ミ 蜜と唾 盛田　隆二 秋元　洋子 村山　君恵

383 1325 ホ
「本能寺の変」は変だ！　明智
光秀の子孫による歴史捜査授

明智　憲三郎 池田　隆彦 川俣　薫

384 1326 キ
９９のありがとう・風　日本中か
ら寄せられた２１の感動物語

谷口　雅美（編著） 岩下　妙子 関根　三智子

385 1327 カ
川のあるまち　第３５号　越谷文
化

「川のあるまち」編
集委員会（編）

高橋智子、新井
登茂子、川俣薫

高橋智子、新井
登茂子、川俣薫

386 1328 ジ
人生の選択　いいものだけを選
ぶことはできない

曽野　綾子 重田　弘子 窪田　弘子

387 1329 ジ Ｊ・Ｇ・リーダー氏の心 エドガー・ウォーレ 岩下　妙子 土屋　裕子

388 1330 フ ファイト　Muhammad ALI Fight 佐藤　賢一 高橋　智子 土屋　裕子

389 1331 シ 秋霧　山岳サスペンス 大倉　崇裕 窪田　弘子 岩下　妙子

390 1332 ア 悪道（５）　最後の密命 森村　誠一 土屋　裕子 関根　三智子

391 1333 オ おしゃべりな銀座 銀座百点（編） 米田　和子 窪田　弘子

392 1334 サ 雑賀の女鉄砲撃ち 佐藤　恵秋 佐藤　千巻 田代　靖子

393 1335 ゴ 呉漢　上 宮城谷　昌光 上田　豊 田代　靖子

394 1336 ゴ 呉漢　下 宮城谷　昌光 池田　隆彦 田代　靖子

395 1337 コ コーヒーと随筆 庄野　雄治 新井　登茂子 米田　和子
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396 1338 カ
川のあるまち　第３６号　越谷文
化

「川のあるまち」編
集委員会（編）

川俣薫、永井孝子、
窪田弘子

川俣薫、永井孝子、
窪田弘子

397 1339 マ まほうの馬
A・トルストイ
M・ブラートフ

重田　弘子 池田　隆彦

398 1340 ヌ 盗まれたフェルメール マイケル・イネス 高橋　智子 関根三智子

399 1341 ト 盗聴 ザ・ゴードンズ 池田　經子 米田　和子

400 1342 ク 黒落語 近藤　五郎 村山　君枝 重田　弘子

401 1343 サ 殺戮の罠　オッドアイ 渡辺　裕之 秋元　洋子 関根三智子

402 1344 ナ
なぜ、無実の医師が逮捕された
のか

安福　謙二 上田　豊 窪田　弘子

403 1345 ム ムッシュウ・ジョンケルの事件簿
メルヴィル・デイヴィ
スン・ポースト

川俣　薫 土屋　裕子

404 1346 セ 戦国女人十一話 末國　善己（編） 岩下　妙子 米田　和子

405 1347 シ シェイクスピアの遺言書 梅宮　創造 田代　靖子 窪田　弘子

406 1348 オ お二階へご案内～ 三遊亭　兼好 土屋　裕子 川俣　薫

407 1349 ナ 涙の向こうに花は咲く 吉野　やよい 窪田　弘子 田代　靖子

408 1350 ナ なくした「手」を探して 小畑　延子 池田　經子 秋元　洋子

409 1351 シ 深淵の色は　佐川幸義伝 津本　陽 川俣　薫 土屋　裕子

410 1352 テ 帝都探偵大戦 芦辺　拓 関根　三智子 高橋　智子
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