
タイトル 責任表示 出版者 出版年 分類

1 井上江花著作集 第1巻 井上 江花/著 新興出版社 1985 081.6

2 井上江花著作集 第2巻 井上 江花/著 新興出版社 1985 081.6

3 女性の品格 装いから生き方まで 坂東 真理子/著 PHP研究所 2006.10 159.6

4
女性の幸福 仕事編 今日からできること、しなければい
けないこと

坂東 真理子/著 PHP研究所 2010.9 159.6

5 神道のこころ 見えざる神を索めて 佐伯 彰一/著 中央公論社 1992.9 170.4

6 凛とした「女性の基礎力」 坂東 真理子/著 暮しの手帖社 2008.2 367.1

7 おひとりさまの老後 上野 千鶴子/著 文芸春秋 2011.12 367.75

8 おひとりさまの最期 上野/千鶴子‖著 朝日新聞出版 2015.11 367.75

9 生涯最高の失敗 田中 耕一/著 朝日新聞社 2003.9 464.2

10
柴田理恵の“おわわ”の知恵袋 暮らしにすごく役立つ
87のコツ

柴田 理恵/監修 三笠書房 2007.7 590

11
コレクション滝口修造 2　16の横顔 画家の沈黙の部分
ピカソ,ブラックほか

滝口 修造/[著] みすず書房 1991.7 708

12 コレクション滝口修造 別巻　補遺 滝口修造研究 滝口 修造/[著] みすず書房 1998.7 708

13 夢追い漫画家60年 いつも明日見て… 藤子 不二雄A/著 PHP研究所 2012.12 726.101

14 台風かあちゃん いつまでもあると思うな親とカネ 柴田 理恵/著 潮出版社 2011.5 772.1

15 角川源義全句集 角川 源義/著 角川書店 1981 911.368

16 定本納棺夫日記 青木 新門/著 桂書房 2006.4 913.6

17 無告の記 上　　　されど一寸の虫たち 岩倉 政治/著 新興出版社 1983.7 913.6

18 無告の記 中　　　菊と桜の伝説 岩倉 政治/著 新興出版社 1983.9 913.6

展示期間：平成３０年１０月１日（月）～１０月３１日（水）

堀川南分館　10月展示（一般）　テーマ：富山ゆかりの作家・作品の世界
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19 無告の記 下　　　空の風に聴け 岩倉 政治/著 新興出版社 1983.10 913.6

20 長い道・同級会 柏原/兵三‖著 小学館 2018.5 913.6

21 長い道 第2版 柏原/兵三‖著 桂書房 2013.2 913.6

22 徳山道助の帰郷 柏原 兵三/著 新潮社 1968 913.6

23 青桐 木崎 さと子/著 文芸春秋 1985.3 913.6

24 沈める寺 木崎 さと子/著 新潮社 1987.6 913.6

25 英語屋さん 上 源氏 鶏太/著 埼玉福祉会 1999.5 913.6

26 英語屋さん 下 源氏 鶏太/著 埼玉福祉会 1999.5 913.6

27 源氏鶏太 源氏 鶏太/著 未知谷 2008.5 913.6

28 ここは退屈迎えに来て 山内 マリコ/著 幻冬舎 2012.8 913.6

29 あのこは貴族 TOKYO NOBLE GIRL 山内/マリコ‖著 集英社 2016.11 913.6

30 中庭の出来事 恩田 陸/著 新潮社 2006.11 913.6

31 夜のピクニック 恩田 陸/著 新潮社 2004.7 913.6

32 蛍川・泥の河 改版 宮本 輝/著 新潮社 2005.11 913.6

33 優駿 上巻 宮本 輝/著 新潮社 1986.10 913.6

34 優駿 下巻 宮本 輝/著 新潮社 1986.10 913.6

35 それからの納棺夫日記 青木/新門‖著 法藏館 2014.2 914.6

36 時を呼ぶ声 久世 光彦/著 立風書房 1999.7 914.6
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37 時を呼ぶ声 久世 光彦/著 立風書房 1999.7 914.6

38 堀田善衛集　　戦後文学エッセイ選　11 堀田 善衛/著 影書房 2007.4 914.6

39 三島霜川選集 下巻  役者芸風紀 三島 霜川/著 三島 霜川/伝 高岡 三島霜川選集刊行会 1979年 918

40 日本近代文学大系 42　川端康成 横光利一集 角川書店 1972 918.6

41 ふるさと文学館 第20巻 ぎょうせい 1994.8 918.6

42 完本池波正太郎大成 21　剣の天地 男振 忍びの旗 旅路 池波 正太郎/著 講談社 2000.3 918.68

43 翁久允全集 第6巻　　道なき道 翁 久允/著 富山 翁久允全集刊行会 1973年 918.68

44 翁久允全集 第7巻　　アメリカ・ルンペン 翁 久允/著 富山 翁久允全集刊行会 1973年 918.68

45 翁久允全集 第10巻　　高志人 翁 久允/著 富山 翁久允全集刊行会 1973年 918.68

46 空気がなくなる日 岩倉 政治/文 二俣 英五郎/絵 ポプラ社 1975.9 E

47 かがみのなか 恩田/陸‖作 樋口/佳絵‖絵 東/雅夫‖編 岩崎書店 2014.7 E

48 うまれた家 大井冷光の童話 大井 冷光/文 桜井 那津子/絵 大井冷光を語る会 2001.7 T909

49 魚津だより 池田 弥三郎/著 毎日新聞社 1982.4 T946

50 天の一方より 大井冷光作品集 大井 冷光/著 大村 歌子/編 富山 桂書房 1997年 T980
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