
タイトル 時間 著者 受入番号

心の扉を開く 6時間50分 かわい はやお 030069

冬の本 5時間58分 ほうじょう かずひろ 030312

メリットの法則 行動分析学・実践編 5時間32分 おくだ けんじ 030307

誰かが私をきらいでも 5時間26分 おいかわ ねこ 030678

幸せとは 気づくことである 4時間40分 もぎ けんいちろう 030453

姫神の来歴 6時間55分 こうやま きくこ 030346

タイトル 時間 著者 受入番号
江戸のワイロ もらい上手・渡し上手
の知恵くらべ

5時間40分 どうもん ふゆじ 030093

歴史のかげにグルメあり 8時間13分 くろいわ ひさこ 030179

歴史を動かした昭和史の真相200 9時間23分 ほさか まさやす 030013

応仁の乱 戦国時代を生んだ大乱 12時間42分 ござ ゆういち 030569

殿様の通信簿 7時間38分 いそだ みちふみ 030143

幕末・明治 偉人たちの「定年後」 6時間44分 かわい あつし 030594

戦国の「いい男」「ダメ男」 6時間38分 なかじま みちこ 030213
昭和の怪物 日本の闇を牛耳った
120人の生きざま

7時間32分
べっさつ たからじま
へんしゅうぶ 030784

ご先祖さまはどちらさま 7時間22分 たかはし ひでみね 030249

あれから12年、私は今… 4時間1分 いのうえ みゆき 030315

チョッちゃんは、もうじき100歳 6時間56分 くろやなぎ ちょう 030138

エリザベス女王 10時間11分 きみづか なおたか 030813

風景とローカル・ガバナンス 11時間49分
なかむら よしお ほ
か 030415

江戸名物を歩く 10時間21分 さとう こうすけ 030119

裏が、幸せ。 7時間37分 さかい じゅんこ 030433

知床に生きる 4時間19分 たてまつ わへい 030054

富山市立図書館　デジタル録音図書（DAISY）所蔵リスト

【分類　歴史・人物・地理】

【分類　生き方・哲学・宗教】
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サルデーニャの蜜蜂 6時間59分 うちだ ようこ 030778

砂漠に風が棲んでいる 5時間33分 しもじゅう あきこ 030082
南極ではたらく かあちゃん、調理隊
員になる

4時間8分 わたぬき じゅんこ 030659

タイトル 時間 著者 受入番号

もしも日本が消えたなら 7時間7分 からすま せん 030359
ワイルドサイドをほっつき歩け ハ
マータウンのおっさんたち

7時間55分 ぶれいでぃ みかこ 030819

心を沈めて耳を澄ます 11時間58分 かまた さとし 030111

ローマ法王に米を食べさせた男 過
疎の村を救ったスーパー公務員は
何をしたか?

7時間18分 たかの じょうせん 030308

それでもボクは会議で闘う 7時間33分 しゅうぼう まさゆき 030424

私たちの税金 平成28年度版 2時間16分
こくぜいちょう こうほ
う こうちょうしつ 030479

私たちの税金 平成29年度版 2時間10分
こくぜいちょう こうほ
う こうちょうしつ 030537

私たちの税金 平成30年度版 2時間15分
こくぜいちょう こうほ
う こうちょうしつ 030598

私たちの税金 令和元年度版 2時間18分
こくぜいちょう こうほ
う こうちょうしつ 030673

私たちの税金 令和2年度版 2時間19分
こくぜいちょう こうほ
う こうちょうしつ 030750

私たちの税金 令和3年度版 2時間20分
こくぜいちょう こうほ
う こうちょうしつ 030825

伝わっているか? 4時間45分 こにし としゆき 030385

楽天力 上手なトシの重ね方 4時間47分 おきふじ のりこ 030168
強いおばさん 弱いおじさん 二の腕
の太さにはワケがある

5時間6分 おがわ ゆり 030462

ブラインドメイク物語 4時間43分 おおいし かほう 030558

おしゃべりな足指 8時間12分 おさない みちこ 030543
ぶどうの木 10人のわが子とすごし
た里親18年の記録

5時間19分 さかもと ようこ 030002

笑顔の大家族 この指とーまれ 6時間42分 そうまん かよこ 030106

平成28年度 障害福祉のしおり 10時間26分 とやまし 030512

平成29年度 障害福祉のしおり 10時間43分 とやまし 030572

【分類　社会科学】
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平成30年度 障害福祉のしおり 11時間43分 とやまし 030641

令和元年度 障害福祉のしおり 12時間16分 とやまし 030723

令和2年度 障害福祉のしおり 12時間25分 とやまし 030801

障害者白書 平成28年版 8時間15分
にほん もうじんかい
れんごう 030493

障害者白書 平成29年版 8時間38分
にほん もうじんかい
れんごう 030550

障害者白書 平成30年版 8時間29分
にほん もうじんかい
れんごう 030616

障害者白書 令和元年版 8時間30分
にほんしかくしょうが
いしゃ だんたいれ
んごう

030728

障害者白書 令和2年版 8時間42分
にほんしかくしょうが
いしゃ だんたいれ
んごう

030791

日本最初の盲導犬 11時間25分 はがみ たろう 030246

目に見えない世界を歩く 8時間33分 ひろせ こうじろう 030604
ぼくはイエローでホワイトで、ちょっ
とブルー

7時間10分 ぶれいでぃ みかこ 030751

過保護なくして親離れはない 3時間15分 かわい はやお 030032

いのちと心のごはん学 5時間46分 こいずみ たけお 030313

お墓、どうしますか? 6時間57分 よねざわ ゆう 030639

タイトル 時間 著者 受入番号

日本の空を見つめて 10時間6分 くらしま あつし 030171
ペンギンが教えてくれた物理のはな
し

8時間28分 わたなべ ゆうき 030384

「尊厳死」に尊厳はあるか 7時間9分 なかじま みち 030238

ここが僕たちのホスピス 7時間58分 やまざき ふみお 030154

血管があなたの寿命を決めている 5時間15分 たかはし ひろし 030442

感染症の日本史 7時間21分 いそだ みちふみ 030790

厚生労働白書 平成28年版 8時間30分
にほん もうじんかい
れんごう 030506

厚生労働白書 平成29年版 8時間27分
にほん もうじんかい
れんごう 030566

【分類　自然科学】
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厚生労働白書 平成30年版 8時間24分
にほん もうじんかい
れんごう 030682

厚生労働白書 令和2年版 8時間50分
にほんしかくしょうが
いしゃ だんたいれ
んごう

030795

情けの力 3時間49分 まつざき いちよう 030309

タイトル 時間 著者 受入番号
世界でもっとも貧しい大統領ホセ・
ムヒカの言葉

2時間30分 さとう みゆき 030478

くさいものにフタをしない 6時間57分 こいずみ たけお 030128

餃子のおんがえし 5時間6分 じろまる いずみ 030772

食卓の微笑 3時間3分 といた やすじ 030020

我、食に本気なり 7時間47分 ねじめ しょういち 030147
小児科医のぼくが伝えたい最高の
子育て

4時間56分 たかはし たかお 030681

犬のココロをよむ 3時間54分 きくすい たけふみ 030316

書店員のネコ日和 7時間19分 やぐち くみこ 030217

幻の料亭・日本橋「百川」 6時間9分 こいずみ たけお 030513
日本橋高島屋コンシェルジュの最
高のおもてなし

4時間5分 しきた まさのり 030399

時刻表ひとり旅 7時間20分 みやわき しゅんぞう 030097

タイトル 時間 著者 受入番号

命の往復書簡 8時間7分 せんじゅ まりこ 030392

歌謡曲の時代 歌もよう人もよう 5時間47分 あく ゆう 030073

日本歌曲をめぐる人々 5時間38分 はたなか りょうすけ 030332

昭和の藝人 千夜一夜 8時間38分 やの せいいち 030260

少し金を貸してくれないか 4時間46分 ろっかく せいじ 030409

杏の気分ほろほろ 5時間16分 あん 030507

最後の映画日記 4時間40分
いけなみ しょうたろ
う 030010

不器用なもんで。 3時間31分 かねこ たつひと 030274

【分類　環境・家政・ペット・鉄道】

【分類　芸術・スポーツ】
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100歳の流儀 4時間38分 しんどう かねと 030302

仕事道楽 スタジオジブリの現場 5時間59分 すずき としお 030118

中高年、鼻で確かめる消費期限 3時間41分
あやのこうじ きみま
ろ 030242

談志のことば 4時間56分 たてかわ しらく 030319

間抜けの構造 4時間25分 びーとたけし 030305

社会人大学人見知り学部卒業見込 3時間42分
わかばやし まさや
す 030342

遠きにありて 4時間35分 にしかわ みわ 030653

神宮の奇跡 9時間35分 かどた りゅうしょう 030140

なでしこ力 5時間35分 ささき のりお 030284

プロ野球「衝撃の昭和史」 6時間2分
にのみや せいじゅ
ん 030306

タイトル 時間 著者 受入番号

日本語必笑講座 5時間49分 しみず よしのり 030165

犬は「びよ」と鳴いていた 6時間27分 やまぐち なかみ 030012

タイトル 時間 著者 受入番号
キムラ弁護士、ミステリーにケンカ
を売る

6時間54分 きむら しんすけ 030110

本のなかの旅 7時間29分 ゆかわ ゆたか 030317

文士の舌 6時間42分
あらしやま こうざぶ
ろう 030226

時代小説で旅する東海道五十三次
江戸・日本橋～浜松編

8時間36分 おかむら なおき 030446
時代小説で旅する東海道五十三次
舞坂～京・三条大橋編

7時間58分 おかむら なおき 030460

血脈と私 3時間39分 さとう あいこ 030076

司馬遼太郎の平和観 10時間19分
たかはし せいいち
ろう 030423

司馬遼太郎と詩歌句を歩く 8時間11分 しんかい ひとし 030429

おとなの教養古典の女たち 6時間45分 せとうち じゃくちょう 030030

家族の昭和 9時間11分 せきかわ なつお 030098

【分類　言語】

【分類　文学一般】
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故園風来抄 4時間25分 ほった よしえ 030096

文豪お墓まいり記 6時間4分 やまざき なおこーら 030689

タイトル 時間 著者 受入番号

575 朝のハンカチ 夜の窓 3時間2分 きしもと ようこ 030538

ゆるゆる人生のみつけかた 5時間43分 すずむら かずなり 030387

チョコレート語訳みだれ髪 1時間11分 たわら まち 030018

柿日和 6時間12分 つぼうち としのり 030303

白い花散った 1時間13分 ときざね しんこ 030017

万能川柳20周年記念ベスト版 5時間22分 なかはた たかし 030235

俳句的生活 9時間10分 はせがわ かい 030016

四季のうた 5時間35分 はせがわ かい 030047

四季のうた 第二集 5時間54分 はせがわ かい 030060

井上ひさしの劇ことば 3時間58分 おだしま ゆうし 030393

往復書簡 初恋と不倫 3時間54分 さかもと ゆうじ 030546

タイトル 時間 著者 受入番号

ヘルたん 11時間6分 あいかわ あきら 030285

座卓と草鞋と桜の枝と 3時間41分 あいかわ いち 030413
建築史探偵の事件簿　新説・世界
七不思議

6時間51分 あおい ぺき 030843

わたしは灰猫 4時間27分 あおやま しげはる 030823

白樫の樹の下で 6時間14分 あおやま ぶんぺい 030251

跳ぶ男 11時間23分 あおやま ぶんぺい 030658

泳ぐ者 9時間27分 あおやま ぶんぺい 030847

お探し物は図書室まで 8時間18分 あおやま みちこ 030826

三毛猫ホームズの仮面劇場 4時間45分 あかがわ じろう 030005

パパの愛した悪女 4時間57分 あかがわ じろう 030181

【分類　詩歌・戯曲】

【分類　日本の小説　著者名　あ行】
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鼠、闇に跳ぶ 6時間2分 あかがわ じろう 030220

売り出された花嫁 3時間27分 あかがわ じろう 030271

鼠、剣を磨く 4時間32分 あかがわ じろう 030281

天使にかける橋 4時間51分 あかがわ じろう 030348

天皇の代理人 7時間0分 あかぎ つよし 030300

灼熱 6時間54分 あきよし りかこ 030738

ぬけまいる 11時間17分 あさい まかて 030338

残り者 9時間40分 あさい まかて 030511

眩 12時間20分 あさい まかて 030519

雲上雲下 12時間11分 あさい まかて 030607

草々不一 10時間15分 あさい まかて 030646

にぎやかな落日 6時間50分 あさくら　かすみ 030840

わが心のジェニファー 10時間21分 あさだ じろう 030455

おもかげ 10時間2分 あさだ じろう 030581

長く高い壁 8時間57分 あさだ じろう 030597

流人道中記 上 11時間25分 あさだ じろう 030755

流人道中記 下 9時間18分 あさだ じろう 030759

風を繍う 6時間26分 あさの あつこ 030491

ぼくがきみを殺すまで 6時間18分 あさの あつこ 030631

鬼を待つ 9時間18分 あさの あつこ 030711

ハリネズミは月を見上げる 7時間54分 あさの あつこ 030806

よろず御探し請負い候 6時間48分 あさの りさこ 030275

白い久遠 9時間25分 あさの りさこ 030589

あの子が欲しい 4時間25分 あさひな あすか 030420

女神の骨格 10時間26分 あさみ かずし 030408
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殺人山行不帰ノ嶮 7時間10分 あずさ りんたろう 030027

玄界灘殺人海流 8時間43分 あずさ りんたろう 030042

倉敷・宮島殺人回廊 7時間58分 あずさ りんたろう 030045

摩周湖殺人事件 7時間2分 あずさ りんたろう 030065

天竜川殺人事件 8時間9分 あずさ りんたろう 030072

立山連峰殺人事件 6時間45分 あずさ りんたろう 030078

北アルプスから来た刑事 12時間58分 あずさ りんたろう 030103
立山アルペンルート黒部川殺人事
件 旅行作家・茶屋次郎の事件簿

7時間33分 あずさ りんたろう 030107

アンダーカバー 13時間28分 あそう いく 030609

黒喜劇 7時間36分 あとうだ たかし 030006

黒い箱 7時間4分 あとうだ たかし 030056

アンブラッセ 7時間6分 あとうだ たかし 030411

罪びとの手 8時間30分 あまね りょう 030619
境内ではお静かに 縁結び神社の
事件帖

6時間56分 あまね りょう 030684
花天の力士 天下分け目の相撲合
戦

8時間3分 あまの ゆきと 030532

さいはての家 6時間5分 あやせ まる 030752

桜の下で待っている 5時間54分 あやせ まる 030470

まだ温かい鍋を抱いておやすみ 6時間23分 あやせ まる 030788

モンテンルパの夜明け 6時間46分 あらい えみこ 030146

尋ね人の時間 4時間27分 あらい まん 030085

砕かれざるもの 11時間18分 あらやま とおる 030301

長州シックス 6時間12分 あらやま とおる 030372
東京クライシス 内閣府企画官・文
月祐美

9時間51分 あんじょう ただし 030692

桜の咲かない季節 8時間43分 いおか しゅん 030325

ブラックリスト 警視庁監察ファイル 8時間18分 いがね げんたろう 030731
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天保十四年のキャリーオーバー 9時間6分 いがらし たかひさ 030722

殴られ屋の女神 9時間49分 いけなが よう 030109

真夜中の運動会 13時間18分 いけなが よう 030125

きなりの雲 5時間59分 いしだ せん 030276

攪乱者 8時間43分 いしもち あさみ 030187

冬のはなびら 5時間54分 いじゅういん しずか 030001

駅までの道をおしえて 7時間1分 いじゅういん しずか 030064

浅草のおんな 7時間20分 いじゅういん しずか 030206

ノボさん 12時間29分 いじゅういん しずか 030370

東京クルージング 12時間37分 いじゅういん しずか 030529

お師匠様、整いました! 6時間6分 いずみ ゆたか 030527

髪結百花 6時間9分 いずみ ゆたか 030663

お江戸けもの医 毛玉堂 7時間15分 いずみ ゆたか 030709

空想クラブ 11時間17分 いつき ゆう 030798

潮待ちの宿 7時間51分 いとう じゅん 030718

夢七日 夜を昼の國 6時間57分 いとう せいこう 030815

忘れられたワルツ 4時間33分 いとやま あきこ 030326

夢も見ずに眠った。 8時間0分 いとやま あきこ 030652

どろにやいと 3時間43分 いぬい あきと 030398

ねなしぐさ 平賀源内の殺人 6時間40分 いぬい ろくろう 030748

蝶結び(かわら版売り事件帖) 6時間22分 いぬかい ろっき 030523

無人駅で君を待っている 7時間54分 いぬじゅん 030743

恐竜ギフト 6時間44分 いのうえ あやこ 030417

東慶寺花だより 11時間30分 いのうえ ひさし 030351

雨と短銃 7時間17分 いぶき あもん 030831
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雲を紡ぐ 10時間35分 いぶき ゆき 030779

白鳥の歌 46分 いぶせ ますじ 030023

コタツ花 1時間7分 いぶせ ますじ 030029

あひる 2時間30分 いまむら なつこ 030521

むらさきのスカートの女 3時間34分 いまむら なつこ 030687

コンタミ 科学汚染 8時間57分 いよはら しん 030657

八月の銀の雪 8時間40分 いよはら しん 030812

あるじは家康 7時間2分 いわい みよじ 030299

時限感染 殺戮のマトリョーシカ 7時間57分 いわき かずま 030621

ハトムギの夏 6時間52分 いわくら まさじ 030725

虚ろ舟 7時間42分 うえざ まり 030185

なでしこ御用帖 8時間25分 うえざ まり 030188

為吉 7時間55分 うえざ まり 030443

竈河岸 7時間18分 うえざ まり 030463

うめ婆行状記 8時間5分 うえざ まり 030481

不抜の剣 10時間10分 うえまつ みどり 030482

雪つもりし朝 二・二六の人々 8時間41分 うえまつ みどり 030526

空と湖水 夭折の画家 三橋節子 7時間39分 うえまつ みどり 030730

菜飯屋春秋 10時間24分 うおずみ ようこ 030436

寒中の花 7時間37分 うきあな みみ 030227

鳳凰の船 7時間17分 うきあな みみ 030564

聖者が街にやって来た 11時間48分 うさみ まこと 030661

パソコン探偵の名推理・完全版 8時間40分 うちだ やすお 030141

終わった人 10時間48分 うちだて まきこ 030450

すぐ死ぬんだから 8時間41分 うちだて まきこ 030630
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今度生まれたら 7時間42分 うちだて まきこ 030808

かがやく月の宮 9時間51分 うつきばら はるあき 030357

もらい泣き 4時間56分 うぶかた とう 030311

なかなか暮れない夏の夕暮れ 11時間22分 えくに かおり 030573

平蔵の母 8時間6分 おうさか ごう 030734

ピエタ 10時間19分 おおしま ますみ 030425

空に牡丹 7時間24分 おおしま ますみ 030441

時こそ今は 5時間47分 おおた はるこ 030236
湘南幻想美術館 湘南の名画から
紡ぐストーリー

2時間15分 おおた はるこ 030740

雪 4時間22分 おおば みなこ 030039

存在しなかった男 8時間30分 おおむら ゆきみ 030262

あずかりやさん 5時間20分 おおやま じゅんこ 030339

あずかりやさん　桐島君の青春 6時間35分 おおやま じゅんこ 030515

あずかりやさん　彼女の青い鳥 5時間22分 おおやま じゅんこ 030685
あずかりやさん　まぼろしチャーハ
ン

5時間51分 おおやま じゅんこ 030820

密室蒐集家 5時間59分
おおやま せいいち
ろう 030320

アリバイ崩し承ります 7時間43分
おおやま せいいち
ろう 030638

ワトソン力 6時間51分
おおやま せいいち
ろう 030794

ライオンのおやつ 6時間48分 おがわ いと 030704

迷宮捜査 11時間27分 おがわ さとし 030361

花の残日録 11時間57分 おがわ せいや 030541

海 3時間24分 おがわ ようこ 030051

人質の朗読会 6時間19分 おがわ ようこ 030250

約束された移動 5時間56分 おがわ ようこ 030741

音わざ吹き寄せ 稽古長屋 8時間9分 おくやま きょうこ 030397
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たらふくつるてん 9時間10分 おくやま きょうこ 030456

葵の残葉 10時間28分 おくやま きょうこ 030612

近いはずの人 8時間2分 おのでら ふみのり 030464

タクジョ! 7時間16分 おのでら ふみのり 030800

真ん中の子どもたち 4時間41分 おん ゆうじゅう 030563

魯肉飯(ロバプン)のさえずり 8時間30分 おん ゆうじゅう 030811

祝祭と予感 3時間22分 おんだ りく 030729

タイトル 時間 著者 受入番号

玉村警部補の災難 8時間14分 かいどう たける 030282

織田有楽斎 10時間54分 がく しんや 030833

女ともだち 3時間32分 かくた みつよ 030208

かなたの子 6時間53分 かくた みつよ 030290

探検家とペネロペちゃん 7時間43分 かくはた ゆうすけ 030735

迷子石 8時間42分 かじ ようこ 030225

お伊勢ものがたり 8時間39分 かじ ようこ 030349

立身いたしたく候 9時間38分 かじ ようこ 030377

墨の香 7時間11分 かじ ようこ 030561

野いばら 8時間20分 かじむら けいじ 030340

海近旅館 6時間52分 かしわい ひさし 030680

天満明星池 7時間44分 かせ まさひろ 030448

たぶん、おそらく、きっとね 3時間34分 かたおか よしお 030438

注文の多い美術館 9時間26分 かどい よしのぶ 030401

新選組の料理人 7時間13分 かどい よしのぶ 030600

家のロマンス 5時間5分 かとう ゆきこ 030046

ラストラン 5時間42分 かどの えいこ 030239

【分類　日本の小説　著者名　か行】
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福岡・富山、裏切りの殺人ルート 6時間29分 かなくぼ しげき 030153

カーテンコール! 8時間40分 かのう ともこ 030611

明治零年 サムライたちの天命 10時間26分 かのう のりあき 030787

へんぶつ侍、江戸を走る 7時間14分 かめいずみ きょう 030783

デッドマン 9時間39分 かわい かんじ 030329

泣き虫ハァちゃん 3時間19分 かわい はやお 030105

これでよろしくて? 8時間53分 かわかみ ひろみ 030191

この嘘がばれないうちに 6時間10分 かわぐち としかず 030533

がいなもん 松浦武四郎一代 11時間22分 かわじ わか 030654

ラストボール 11時間14分 かわなか ひろき 030330

あねチャリ 8時間39分 かわにし らん 030207

百花 7時間39分 かわむら げんき 030672

よこまち余話 8時間11分 きうち のぼり 030471

化物蝋燭 8時間42分 きうち のぼり 030702

占 8時間22分 きうち のぼり 030754

星降る街の物語 4時間24分 きざき さとこ 030137

さざなみのよる 5時間11分 きざら いずみ 030620

カゲロボ 6時間42分 きざら いずみ 030676

わりなき恋 9時間58分 きし けいこ 030331

愛のかたち 6時間23分 きし けいこ 030574

名言探偵 7時間18分 きたくに こうじ 030375

女房逃ゲレバ猫マデモ 8時間37分 きたじょう まこと 030123

遠い唇 3時間53分 きたむら かおる 030505

中野のお父さんは謎を解くか 6時間42分 きたむら かおる 030665

虚栄の肖像 6時間55分 きたもり こう 030156
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天の川の舟乗り　名探偵音野順の
事件簿

7時間52分 きたやま　たけくに 030838

宇喜多の捨て嫁 10時間7分 きのした まさき 030406

雪子さんの足音 3時間14分 きむら くみ 030635

とめどなく囁く 18時間4分 きりの なつお 030683

蒼い月 なみだ事件簿にさようなら! 7時間57分 くじら とういちろう 030124
笑う娘道成寺 女子大生桜川東子
の推理

5時間28分 くじら とういちろう 030291

リアスの子 9時間9分 くまがい たつや 030368
永久のゼッケン 多摩川ブルーにほ
ほえみを

8時間26分 くらさか きいちろう 030698

往生日和 6時間2分 くらもと しろう 030009

天涯の海 6時間42分 くるま うきよ 030797

家族パズル 6時間21分 くろだ けんじ 030732

ルーガ 6時間30分 こいけ まさよ 030062

ふたりの季節 2時間40分 こいけ まりこ 030162

怪談 8時間10分 こいけ まりこ 030383

千日のマリア 8時間36分 こいけ まりこ 030407

財務省の階段 7時間33分 こうだ まいん 030254

大暴落 ガラ 14時間37分 こうだ まいん 030544

ざわつく女心は上の空 7時間14分 こかじ さら 030617

家族 7時間59分 こすぎ けんじ 030152

自首 6時間37分 こすぎ けんじ 030485

声なき叫び 7時間35分 こすぎ けんじ 030562

ラブ・オールウェイズ 7時間11分 こでまり るい 030360

テルアビブの犬 6時間34分 こでまり るい 030451

こばなしけんたろう 短篇集 8時間7分 こばやし けんたろう 030696

ジャッジメント 7時間6分 こばやし ゆか 030492
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誰そ彼の殺人 8時間29分 こまつ あゆみ 030690

弁慶役者七代目幸四郎 11時間34分 こやの あつし 030494

夕暴雨 8時間10分 こんの びん 030182

天網 8時間56分 こんの びん 030186
デッドエンド ボディーガード工藤兵
悟

7時間39分 こんの びん 030280

タイトル 時間 著者 受入番号

上野池之端鱗や繁盛記 7時間43分 さいじょう なか 030365

大川契り 10時間51分 さいじょう なか 030486

永田町小町バトル 13時間43分 さいじょう なか 030679

亥子ころころ 6時間49分 さいじょう なか 030714

わかれ縁 6時間44分 さいじょう なか 030762

心淋し川 6時間45分 さいじょう なか 030818

到達不能極 10時間53分 さいとう えいいち 030633

花は散っても 11時間59分 さかい　きくこ 030841

一分 8時間49分 さかおか しん 030736

家の中で迷子 3時間57分 さかぐち きょうへい 030636

チェイス 国税査察官 7時間52分 さかもと ゆうじ 030203

ハング・ルース 5時間37分 さぎさわ めぐむ 030037

帰れぬ人びと 5時間51分 さぎさわ めぐむ 030038

サーチライトと誘蛾灯 7時間17分 さくらだ ともや 030580

巡査の休日 10時間41分 ささき じょう 030177

雪に撃つ 道警・大通警察署 8時間51分 ささき じょう 030807

ボス・イズ・バック 5時間44分 ささもと りょうへい 030452

銭の弾もて秀吉を撃て 10時間35分
さしかた きょういち
ろう 030257

空色バトン 4時間41分 さそう ようこ 030298

【分類　日本の小説　著者名　さ行】
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悪足掻きの後始末 6時間39分 さとう まさみ 030422

駆け入りの寺 10時間55分 さわだ とうこ 030804

白き糸の道 10時間28分 さわみ あき 030618

白い手 3時間18分 しいな まこと 030089

犬の系譜 6時間28分 しいな まこと 030092

新宿遊牧民 13時間18分 しいな まこと 030176

焚火 31分 しが なおや 030025

日照雨 芽吹長屋仕合せ帖 7時間51分 しがわ せつこ 030720

その日のまえに 7時間59分 しげまつ きよし 030080

スターバト・マーテル 8時間20分 しのだ せつこ 030194

肖像彫刻家 9時間45分 しのだ せつこ 030669

菜の花の沖 1 11時間19分 しば りょうたろう 030114

菜の花の沖 2 12時間9分 しば りょうたろう 030116

菜の花の沖 3 11時間35分 しば りょうたろう 030120

菜の花の沖 4 11時間35分 しば りょうたろう 030122

菜の花の沖 5 12時間12分 しば りょうたろう 030126

菜の花の沖 6 10時間52分 しば りょうたろう 030127

寝ても覚めても 8時間10分 しばさき ともか 030223

あなたの明かりが消えること 6時間11分 しばざき りゅうと 030439

竜の涙 6時間5分 しばた よしき 030192

退廃姉妹 10時間52分 しまだ まさひこ 030050

英雄はそこにいる 12時間45分 しまだ まさひこ 030296

愛されなさい 6時間45分 しまむら ようこ 030211

花の俳人 加賀の千代女 7時間24分 しみず しょうぞう 030565

引かれ者でござい 9時間4分 しみず たつお 030215
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待ち伏せ街道 9時間59分 しみず たつお 030426

さよならの向う側 5時間21分 しみず はるき 030846

単位物語 5時間51分 しみず よしのり 030079

死神 5時間47分 しみず よしのり 030101

八つの顔を持つ男 6時間1分 しみず よしのり 030108

蜃気楼 (ミラージュ) 3時間52分 しもじゅう あきこ 030087
9.4%の群青 戦中戦後のアナザース
トーリー

6時間24分 しもぞの やすこ 030744

闇に香る噓 12時間0分 しもむら あつし 030404

失踪者 9時間33分 しもむら あつし 030508

緑の窓口 9時間30分 しもむら あつし 030571

荻窪シェアハウス小助川 9時間30分 しょうじ ゆきや 030294

花咲小路一丁目の刑事 6時間43分 しょうじ ゆきや 030356

すべての神様の十月 4時間56分 しょうじ ゆきや 030379

ストレンジャー・イン・パラダイス 5時間6分 しょうじ ゆきや 030503

マイ・ディア・ポリスマン 7時間15分 しょうじ ゆきや 030575
イエロー・サブマリン 東京バンドワ
ゴン

8時間56分 しょうじ ゆきや 030782

メジロの来る庭 4時間24分 しょうの じゅんぞう 030011

愛なんて嘘 8時間14分 しらいし かずふみ 030391

珈琲牛乳 3時間47分 しらさか あい 030151

粗にして野だが卑ではない 5時間30分 しろやま さぶろう 030014

気張る男 7時間52分 しろやま さぶろう 030090

なごり雪 7時間35分 しんどう ふゆき 030824

猫背の虎 動乱始末 9時間57分 しんぽ ゆういち 030287

ダブル・フォールト 10時間55分 しんぽ ゆういち 030400

おまえの罪を自白しろ 9時間17分 しんぽ ゆういち 030670
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OKI 囚われの国 6時間46分 すぎやま たかお 030793

さよなら、田中さん 5時間57分 すずき るりか 030645

櫓太鼓がきこえる 9時間21分 すずむら ふみ 030830

一瞬の雲の切れ間に 6時間19分 すなだ まみ 030480

スローなユビキタスライフ 6時間26分 せきね ちか 030164

藤壺 1時間21分 せとうち じゃくちょう 030019

わかれ 4時間51分 せとうち じゃくちょう 030445

求愛 3時間6分 せとうち じゃくちょう 030476

いのち 6時間44分 せとうち じゃくちょう 030577

震える天秤 12時間47分 そめい ためひと 030767

タイトル 時間 著者 受入番号

さよならの扉 7時間24分 たいら あすこ 030150

音に聞く 4時間3分 たかお ながら 030749

時を青く染めて 8時間25分 たかぎ のぶこ 030031

トモスイ 4時間18分 たかぎ のぶこ 030230

ほとほと 歳時記ものがたり 7時間46分 たかぎ のぶこ 030674

風をつかまえて 8時間50分 たかしま てつお 030149

官邸襲撃 10時間26分 たかしま てつお 030608

ハヤブサの血統 10時間2分 たかじょう ゆたか 030821

反乱する管理職 8時間5分 たかすぎ りょう 030144

雨にも負けず 小説ITベンチャー 6時間53分 たかすぎ りょう 030675

トッカン 徴収ロワイヤル 7時間50分 たかどの まどか 030601

月下天使 ドールズ 13時間32分 たかはし かつひこ 030136

不惑剣 6時間51分 たかはし かつひこ 030269

神さまの女房 9時間58分
たかはし せいのす
け 030270

【分類　日本の小説　著者名　た行】

18 / 35



ぐるぐる登山 6時間9分 たかはし ようこ 030440

保春院善姫 伊達政宗の母 8時間15分 たかはし よしお 030414

首里の馬 4時間25分 たかやま はねこ 030774

ネロが消えた 2時間40分 たかやま ふみひこ 030008

明治銀座異変 6時間58分 たきざわ しろう 030625

ただしくないひと、桜井さん 5時間52分 たきた えみ 030542

ぱりぱり 5時間51分 たきわ あさこ 030395
ありえないほどうるさいオルゴール
店

6時間21分 たきわ あさこ 030610

恋の病は食前に 8時間35分 たくみ つかさ 030255

図書室のキリギリス 10時間40分 たけうち まこと 030345

竹林の七探偵 5時間31分 たなか ひろふみ 030785

あめだま 2時間47分 たなべ せいあ 030374

額を紡ぐひと 7時間57分 たに みずえ 030599

世界一ありふれた答え 4時間43分 たにがわ なおこ 030525

甘いもんでもおひとつ 7時間48分 たまき やまと 030354

あなたのためなら 6時間52分 たまき やまと 030662

ショートショート診療所 5時間12分 たまる まさとも 030477

ショートショート千夜一夜 4時間50分 たまる まさとも 030487

家出ファミリー 6時間11分 たむら まな 030536

傷痕のメッセージ 12時間50分 ちねん みきと 030837

黒涙 8時間7分 つきむら りょうえ 030500

核の闇に潜入せよ! 7時間20分 つげ ひさよし 030190

ピアニシモ 3時間41分 つじ ひとなり 030130

エンドレス・スリープ 12時間20分 つじ ひろゆき 030786

あなたのいない記憶 10時間30分 つじどう ゆめ 030539
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あの日の交換日記 7時間16分 つじどう ゆめ 030764

十の輪をくぐる 11時間22分 つじどう ゆめ 030805

東京會舘とわたし 上 旧館 9時間5分 つじむら みずき 030498

東京會舘とわたし 下 新館 9時間4分 つじむら みずき 030520

ツナグ 想い人の心得 8時間35分 つじむら みずき 030716

とにかくうちに帰ります 4時間56分 つむら きくこ 030292

能登の密室 6時間26分 つむら しゅうすけ 030102

千輪の華 14時間3分 つむら せつこ 030034

海の星座 15時間36分 つむら せつこ 030068

惑い 5時間47分 つむら せつこ 030070

お楽しみ 7時間30分 でくね たつろう 030024

ミナトホテルの裏庭には 6時間32分 てらち はるな 030467

夜が暗いとはかぎらない 8時間59分 てらち はるな 030691

きままな娘わがままな母 10時間57分 とうどう しずこ 030183

蒼い猟犬 13時間18分 どうば しゅんいち 030245

共鳴 11時間16分 どうば しゅんいち 030256

内通者 11時間57分 どうば しゅんいち 030363

黒い紙 11時間16分 どうば しゅんいち 030502

ネタ元 7時間15分 どうば しゅんいち 030557

宴の前 12時間47分 どうば しゅんいち 030637

決断の刻 10時間47分 どうば しゅんいち 030700

空の声 10時間6分 どうば しゅんいち 030747

刑事の枷 12時間20分 どうば しゅんいち 030817

雨の中の涙のように 8時間6分 とおだ じゅんこ 030780

緑陰深きところ 9時間31分 とおだ じゅんこ 030832
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片桐酒店の副業 9時間8分 とくなが けい 030295

おれも武士 6時間12分 とば りょう 030172

幕末まらそん侍 6時間0分 どばし あきひろ 030402

チャップリン暗殺指令 5時間28分 どばし あきひろ 030549

燈火 風の盆 5時間36分 とよだ みか 030719

タイトル 時間 著者 受入番号

今日から仲居になります 8時間59分 なかい まあさ 030484

大奥づとめ 7時間1分 ながい さやこ 030627

商う狼 江戸商人杉本茂十郎 11時間19分 ながい さやこ 030799

赤い刻印 4時間33分 ながおか ひろき 030518

群青のタンデム 6時間51分 ながおか ひろき 030389

ないたカラス 7時間11分 なかじま かなめ 030396

うき世櫛 8時間24分 なかじま かなめ 030535

御徒の女 6時間35分 なかじま かなめ 030540

神奈川宿 雷屋 7時間31分 なかじま かなめ 030707

小さいおうち 8時間57分 なかじま きょうこ 030200

花桃実桃 6時間34分 なかじま きょうこ 030234

東京観光 5時間56分 なかじま きょうこ 030273

妻が椎茸だったころ 3時間57分 なかじま きょうこ 030376

長いお別れ 8時間1分 なかじま きょうこ 030466

ゴースト 6時間51分 なかじま きょうこ 030555

夢見る帝国図書館 11時間53分 なかじま きょうこ 030705

キッドの運命 5時間48分 なかじま きょうこ 030753

祝福 5時間35分 ながしま ゆう 030224

とやま地獄谷殺人事件 7時間9分 なかつ ふみひこ 030044

【分類　日本の小説　著者名　な行】
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世界は俺が回してる 13時間27分 なかにし れい 030184

去年の冬、きみと別れ 5時間13分 なかむら ふみのり 030341

さよならドビュッシー 12時間48分 なかやま しちり 030189

要介護探偵の事件簿 10時間51分 なかやま しちり 030266

贖罪の奏鳴曲 10時間31分 なかやま しちり 030279

追憶の夜想曲 10時間42分 なかやま しちり 030353

ワルツを踊ろう 10時間6分 なかやま しちり 030578
銀齢探偵社 静おばあちゃんと要介
護探偵2

9時間17分 なかやま しちり 030792

境界線 9時間39分 なかやま しちり 030827

ペンギンのバタフライ 5時間29分 なかやま ともゆき 030459

わたしをみつけて 5時間42分 なかわき はつえ 030336

世界の果てのこどもたち 11時間44分 なかわき はつえ 030457

ばけばけ 7時間4分 なす まさもと 030677

始まりの木 8時間36分 なつかわ そうすけ 030789

梨の花に秘められた記憶 9時間27分 なつめ ひであき 030333

交番の夜 7時間17分 なとり さわこ 030221

私が愛したサムライの娘 7時間40分 なるかみ きょういち 030403

掟上今日子の色見本 5時間43分 にしお いしん 030587

赤い糸の呻き 9時間9分 にしざわ やすひこ 030263

十津川直子の事件簿 6時間40分
にしむら きょうたろ
う 030289

青森わが愛 7時間8分
にしむら きょうたろ
う 030369

十津川警部 北陸新幹線「かがや
き」の客たち

5時間34分
にしむら きょうたろ
う 030472

富山地方鉄道殺人事件 6時間5分
にしむら きょうたろ
う 030643

バスを待つ男 8時間52分 にしむら けん 030528

霧の子孫たち 8時間22分 にった じろう 030015
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山の鐘 57分 にった じろう 030026

槍ヶ岳開山 11時間53分 にった じろう 030204

デッド・オア・アライブ 12時間14分 にれ しゅうへい 030582

風は山から吹いている 5時間39分 ぬかが みお 030842

ナックルな三人 6時間52分 ねじめ しょういち 030584

洗濯(クリーニング)屋三十次郎 11時間39分 のなか ともそ 030655

キングを探せ 8時間44分 のりづき りんたろう 030310

法月綸太郎の消息 9時間25分 のりづき りんたろう 030717

タイトル 時間 著者 受入番号

MGC マラソンサバイバル 8時間9分 はすみ きょうこ 030699

別れの時まで 8時間37分 はすみ けいいち 030243

蒼き山嶺 9時間7分 はせ せいしゅう 030591

少年と犬 7時間57分 はせ せいしゅう 030765

雨乞の左右吉捕物話 5時間50分 はせがわ たく 030142

ダーティ・ママ! 9時間26分 はた たけひこ 030216

CO 命を手渡すもの 3時間44分 はた たけひこ 030229

うずら大名 9時間43分 はたけなか めぐみ 030447

猫君 9時間42分 はたけなか めぐみ 030739

本屋稼業 6時間8分 はたの しょう 030475

散り椿 11時間24分 はむろ りん 030286

陽炎の門 8時間9分 はむろ りん 030334

山桜記 7時間23分 はむろ りん 030358

風のかたみ 5時間26分 はむろ りん 030545

嵯峨野花譜 8時間5分 はむろ りん 030559

蝶のゆくへ 8時間26分 はむろ りん 030624

【分類　日本の小説　著者名　は行】
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祭りの場 2時間41分 はやし きょうこ 030021

それまでの明日 13時間0分 はら りょう 030596

ランチ酒 6時間2分 はらだ ひか 030760

ランチ酒 おかわり日和 7時間20分 はらだ ひか 030766

異邦人 10時間35分 はらだ まは 030427

常設展示室 5時間16分 はらだ まは 030667

人の短篇集 3時間21分 はらだ むねのり 030139

主婦たちのオーレ! 9時間17分 はるか ようこ 030134

見知らぬ町 1時間36分 ばんどう まさこ 030148

謎解きはディナーのあとで 8時間34分 ひがしかわ とくや 030219

探偵さえいなければ 8時間15分 ひがしがわ とくや 030534

霽月記 6時間48分 ひがしで ほこく 030570

危険なビーナス 13時間27分 ひがしの けいご 030495

恋のゴンドラ 6時間20分 ひがしの けいご 030510

素敵な日本人 7時間51分 ひがしの けいご 030531

クスノキの番人 12時間56分 ひがしの けいご 030733

約束の地 22時間6分 ひぐち あきお 030180

サイレント・ブルー 9時間2分 ひぐち あきお 030737

スープの国のお姫様 8時間41分 ひぐち なおや 030362

骨董屋征次郎京暦 7時間48分 ひさか まさし 030049

青春とは、 8時間3分 ひめの かおるこ 030836

日光例幣使道の殺人 6時間39分 ひらいわ ゆみえ 030053

ぼくもだよ。神楽坂の奇跡の木曜日 6時間38分 ひらおか ようめい 030835

侵略者(アグレッサー) 10時間19分 ふくだ かずよ 030776

テミスの休息 9時間15分 ふじおか ようこ 030497
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怒鳴り癖 7時間42分 ふじた よしなが 030488

D菩薩峠漫研夏合宿 6時間16分 ふじの ちや 030458

坂ものがたり 7時間22分 ふじわら ひさこ 030244

百年桜 5時間58分 ふじわら ひさこ 030324

縁結びカツサンド 7時間1分 ふゆもり とも 030816

すみれ屋敷の罪人 7時間26分 ふるた てん 030640

完全黙秘の女 11時間36分 ほうさか いっこう 030322

黒いサカナ 10時間46分 ほさか ゆうき 030802

名探偵になりたくて 12時間10分 ほしな まさひこ 030283

あるヴェトナム人 5時間54分 ほった よしえい 030059

代理人(エージェント) 7時間58分 ほんじょう まさと 030576

友を待つ 12時間1分 ほんじょう まさと 030622

感染遊戯 8時間19分 ほんだ てつや 030233

ドルチェ 6時間31分 ほんだ てつや 030264

タイトル 時間 著者 受入番号

推定有罪 8時間25分 まえかわ よういち 030272

浄土 5時間50分 まちだ こう 030055

円朝の女 7時間51分 まつい けさこ 030175

壺中の回廊 11時間18分 まつい けさこ 030347

老いの入舞い 7時間34分 まつい けさこ 030382

ゲンさんとソウさん 7時間6分 まつした  りゅういち 030839

決戦 ! 熊本城 7時間51分 まつなが ひろたか 030428

貴族探偵 9時間41分 まや ゆたか 030196

トリガー 上 6時間30分 まやま じん 030708

トリガー 下 6時間39分 まやま じん 030715

【分類　日本の小説　著者名　ま行】
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デフ・ヴォイス 7時間37分 まるやま まさき 030258

ワンダフル・ライフ 9時間27分 まるやま まさき 030828

水なき雲 16時間0分 みうら あやこ 030061

母 5時間12分 みうら あやこ 030063

北国日記 7時間43分 みうら あやこ 030066

あのポプラの上が空 10時間14分 みうら あやこ 030067

広き迷路 8時間9分 みうら あやこ 030074

あの家に暮らす四人の女 9時間47分 みうら しおん 030432

ののはな通信 14時間14分 みうら しおん 030603

愁月記 5時間57分 みうら てつお 030088

心中おサトリ申し上げます 7時間30分 みかみ ゆうじ 030386

交換殺人はいかが? 8時間16分 みき あきこ 030435

橋づくし 45分 みしま ゆきお 030155

一休 14時間6分 みなかみ つとむ 030113

てのひらの記憶 8時間30分 みずき ひろみ 030314

草の花 8時間54分 みた かん 030248

鵺 7時間29分 みた かん 030613

風神の手 12時間54分 みちお しゅうすけ 030593

山女日記 9時間42分 みなと かなえ 030405

未来 13時間0分 みなと かなえ 030626

カケラ 7時間31分 みなと かなえ 030768

ディア・ペイシェント 8時間35分 みなみ きょうこ 030590

いのちの停車場 9時間35分 みなみ きょうこ 030781

星宿る虫 13時間7分 みねさと しゅんすけ 030473

走馬灯症候群 10時間0分 みねさと しゅんすけ 030644
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一絃の琴 16時間17分 みやお とみこ 030115

この世の春 上 12時間32分 みやべ みゆき 030554

この世の春 下 12時間42分 みやべ みゆき 030560

昨日がなければ明日もない 13時間57分 みやべ みゆき 030660
さよならの儀式 8 Science Fiction
Stories

11時間9分 みやべ みゆき 030703

きたきた捕物帖 8時間56分 みやべ みゆき 030770

読めない遺言書 9時間59分 みやま りょう 030293

天離り果つる国 上 11時間9分 みやもと まさたか 030810

天離り果つる国 下 11時間24分 みやもと まさたか 030814

男たちの決闘 昭和の名勝負伝 8時間24分 みよし とおる 030095

魔女たちは眠りを守る 9時間36分 むらやま さき 030775

ミサコ、三十八歳 4時間16分 むれ ようこ 030052

馬琴の嫁 6時間46分 むれ ようこ 030058

二人の彼 4時間17分 むれ ようこ 030075

負けない私 6時間13分 むれ ようこ 030077

三人暮らし 7時間58分 むれ ようこ 030169

母のはなし 6時間9分 むれ ようこ 030277

働かないの 4時間50分 むれ ようこ 030337

散歩するネコ 4時間9分 むれ ようこ 030656

出会いなおし 6時間6分 もり えと 030548

家族の見える場所 5時間49分 もり ひろみ 030355

虹の岬の喫茶店 8時間8分 もりさわ あきお 030268

エミリの小さな包丁 9時間36分 もりさわ あきお 030489

江戸悪党改め役 8時間28分 もりむら せいいち 030173

元禄お犬姫 8時間32分 もろた れいこ 030650
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旅は道づれきりきり舞い 6時間0分 もろた れいこ 030688

別れの季節 お鳥見女房 7時間29分 もろた れいこ 030763

ちよぼ 加賀百万石を照らす月 7時間21分 もろた れいこ 030809

タイトル 時間 著者 受入番号

刀と算盤 6時間20分 やつ やぐるま 030629

桔梗の旗 明智光秀と光慶 10時間25分 やつ やぐるま 030769

純喫茶パオーン 5時間48分 やずき みちこ 030803

ラスト・ワルツ 6時間57分 やなぎ こうじ 030421

黒牢城 13時間37分 よねざわ ほのぶ 030845

凜と咲きて 5時間57分 やの たかし 030468

ここは退屈迎えに来て 6時間35分 やまうち まりこ 030297

東京23話 4時間53分 やまうち まりこ 030465

メガネと放蕩娘 6時間37分 やまうち まりこ 030623

あたしたちよくやってる 6時間13分 やまうち まりこ 030746

食堂のおばちゃん 6時間10分 やまぐち えいこ 030474

トコとミコ 8時間44分 やまぐち えいこ 030514

食堂メッシタ 6時間22分 やまぐち えいこ 030697
されど家族、あらがえど家族、だか
ら家族は

5時間33分 やまだ かな 030796

読んでいない絵本 7時間20分 やまだ たいち 030265

くじら組 11時間9分 やまもと いちりき 030161

ほかげ橋夕景 9時間1分 やまもと いちりき 030218

ずんずん! 12時間5分 やまもと いちりき 030501

芝浜 6時間43分 やまもと いちりき 030524

牛天神 損料屋喜八郎始末控え 7時間29分 やまもと いちりき 030586

新版劔岳 点の記 6時間46分 にった じろう 030145

【分類　日本の小説　著者名　や・ら・わ行】
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リトル 2時間50分 やまもと たかし 030366

瑠璃でもなく玻璃でもなく 7時間27分 ゆいかわ けい 030160

ねこのおうち 6時間57分 ゆう みり 030496

白衣の神様 9時間39分 ゆうき ごろう 030318

ねじまき片想い 7時間45分 ゆずき あさこ 030390

3時のアッコちゃん 5時間12分 ゆずき あさこ 030416

再会 10時間45分 よこぜき だい 030210

雷雲の龍 会津に吼える 8時間43分 よしかわ ながはる 030694

アンジュと頭獅王 2時間35分 よしだ しゅういち 030721

冷い夏、熱い夏 7時間33分 よしむら あきら 030043

光る牙 5時間58分 よしむら りゅういち 030323

幕末ダウンタウン 5時間0分 よしもり だいすけ 030595

本と鍵の季節 8時間58分 よねざわ ほのぶ 030686

小さな異邦人 11時間9分 れんじょう みきひこ 030367

わずか一しずくの血 12時間43分 れんじょう みきひこ 030504

おらおらでひとりいぐも 3時間42分 わかたけ ちさこ 030585

ポリス猫DCの事件簿 7時間18分 わかたけ ななみ 030237

古道具屋皆塵堂 7時間44分 わたり そうすけ 030240

物の怪斬り 溝猫長屋 祠之怪 6時間55分 わたり そうすけ 030602

タイトル 時間 著者 受入番号
金沢にて　日本推理作家協会賞受
賞作家 傑作短編集　1

7時間36分 あとうだ たかし 030437

なさけ <人情>時代小説傑作集 6時間23分 ほそや まさみつ 030605

なぞとき <捕物>時代小説傑作集 8時間44分 ほそや まさみつ 030606

タイトル 時間 著者 受入番号

小石川の家 5時間47分 あおき たま 030133

【分類　日本の小説　小説集】

【分類　エッセイ】
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もったいない話です 4時間6分
あかせがわ げんぺ
い 030099

「女の勘」はなぜ鋭いのか 5時間30分 あかばね たつみ 030135

いい女、ふだんブッ散らかしており 5時間38分 あがわ さわこ 030668

そこはかとなく 5時間58分 あらい まん 030100
ゆうゆうヨシ子さん ローボ百歳の
日々

6時間7分
あらしやま こうざぶ
ろう 030664

わが家の夕めし 4時間30分
いけなみ しょうたろ
う 030104

箸もてば 4時間9分 いしだ せん 030588
ごはんの時間 井上ひさしがいた風
景

4時間19分 いのうえ みやこ 030530

晩春の旅 37分 いぶせ ますじ 030022

ぼくたちのスコットランド紀行 8時間55分 えびさわ やすひさ 030174

針と糸 5時間34分 おがわ いと 030671

犬のしっぽを撫でながら 5時間34分 おがわ ようこ 030033

博士の本棚 7時間51分 おがわ ようこ 030167

おとなの花物語 6時間57分 おさない とみこ 030304

不幸な国の幸福論 8時間20分 しのだ せつこ 030194

犯罪ノート 7時間13分 かが おとひこ 030241

晴れたり曇ったり 5時間55分 かわかみ ひろみ 030344

不良になりました。 2時間30分 かわかみ ひろみ 030381

みちくさ道中 5時間31分 きうち のぼり 030350

孤独という道づれ 3時間50分 きし けいこ 030712
岸惠子自伝　卵を割らなければ、オ
ムレツは食べられない

7時間53分 きし けいこ 030829

できれば機嫌よく生きたい 5時間56分 きしもと ようこ 030222

五十になるって、あんがい、ふつう。 1時間45分 きしもと ようこ 030327

マンボウ夢のまた夢 8時間1分 きた もりお 030048

夜霧よきのうはありがとう 2時間42分 きたすみ なおき 030232
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珈琲記 2時間29分 くろい せんじ 030035

崩れ 4時間50分 こうだ あや 030131

幸田文 どうぶつ帖 5時間58分 こうだ あや 030201

最良の日、最悪の日 6時間26分 こばやし のぶひこ 030132

下に見る人 5時間4分 さかい じゅんこ 030321

おやつが好き 5時間1分 さかき つかさ 030742

楽天道 5時間3分 さとう あいこ 030178

九十歳。何がめでたい 4時間5分 さとう あいこ 030483

ワニのあくびだなめんなよ 7時間8分 しいな まこと 030057

ナマコのからえばり 6時間22分 しいな まこと 030129

ぼくがいま、 死について思うこと 5時間36分 しいな まこと 030328

この命、何をあくせく 4時間44分 しろやま さぶろう 030091

望郷 5時間11分 たけにし ひろこ 030170
極上の人生 人生を楽しむ四つの美
学

4時間20分 たつの かずお 030579

ひよこのひとりごと 8時間14分 たなべ せいこ 030028

人生の十か条 2時間56分 つじ ひとなり 030642

紅茶を注文する方法 5時間37分 つちや けんじ 030004

死にたもう母 8時間48分 でくね たつろう 030166

頭の旅 6時間26分 とやま しげひこ 030214

ごきげんタコ手帖 9時間32分 なかの みどり 030231

生きてるかい? 5時間0分 なぎ けいし 030253

渡る老後に鬼はなし 6時間0分 はしだ すがこ 030509

マリコ、カンレキ! 6時間21分 はやし まりこ 030449

ママ、ごはんまだ? 5時間32分 ひとと たえ 030352

私の箱子 7時間48分 ひとと たえ 030410
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東京暮らし江戸暮らし 5時間21分 ひらいわ ゆみえ 030278

美食は人にあり 6時間55分 ふかだ ゆうすけ 030081

生きるって人とつながることだ! 7時間59分 ふくしま さとし 030212

蚊がいる 5時間44分 ほむら ひろし 030364

歳月パラパラ 4時間51分 まゆむら たく 030378

妻のオナラ 6時間10分 みうら しゅもん 030112

おふくろの夜回り 3時間32分 みうら てつお 030202
これからの私をつくる29の美しいこ
と

3時間37分 みつの もも 030634

オレって老人? 4時間9分 みなみ しんぼう 030371
美しく生きるために 村岡花子エッセ
イ

3時間28分 むらおか はなこ 030431

ぬるい生活 5時間31分 むれ ようこ 030041

おばさんの金棒 5時間27分 むろい しげる 030522

南相馬メドレー 6時間7分 ゆうみり 030745
92歳。小さなしあわせを集めて生き
る

3時間46分 よしざわ ひさこ 030228

小さな幸せ46こ 4時間46分 よしもと ばなな 030461

発明マニア 17時間0分 よねはら まり 030163

この星の時間 ベスト・エッセイ2010 9時間5分
にほん ぶんげいか
きょうかい 030209

人間はすごいな '11年版ベスト・エッ
セイ集

8時間35分
にほん えっせいす
とくらぶ 030252

ベスト・エッセイ 2012 9時間1分
にほん ぶんげいか
きょうかい 030288

ベスト・エッセイ 2013 8時間47分
にほん ぶんげいか
きょうかい 030335

ベスト・エッセイ2014 9時間11分
にほん ぶんげいか
きょうかい 030380

ベスト・エッセイ 2015 9時間2分
にほん ぶんげいか
きょうかい 030434

ベスト・エッセイ 2016 8時間57分
にほん ぶんげいか
きょうかい 030490

ベスト・エッセイ 2017 8時間15分
にほん ぶんげいか
きょうかい 030551

ベスト・エッセイ 2018 9時間20分
にほん ぶんげいか
きょうかい 030614
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ベスト・エッセイ 2019 8時間40分
にほん ぶんげいか
きょうかい 030695

ラヴレターズ 3時間44分
ぶんげいしゅんじゅ
う 030469

タイトル 時間 著者 受入番号

司馬遼太郎 東北をゆく 7時間58分 あかさか のりお 030444

散歩本を散歩する 7時間35分 いけうち おさむ 030556

旅人よ どの街で死ぬか。 4時間48分 いじゅういん しずか 030592

おくのほそ道 芭蕉が歩いた北陸 7時間18分
かなざわ がくいん
だいがく ぶんがくぶ
にほんぶんがくか

030195

モンゴルのおすそわけ そろそろ旅
へ

3時間2分 きしもと ようこ 030094

江戸の人になってみる 6時間15分 きしもと ようこ 030388

昭和の東京、平成の東京 7時間12分 こばやし のぶひこ 030007

草の海 4時間46分 しいな まこと 030084

汽車旅がいちばん 5時間14分 つじ まさき 030071

曙光を旅する 6時間30分 はむろ りん 030666

やっぱり食べに行こう。 6時間23分 はらだ まは 030693
「人にネグラあり」だから男は旅に
出る

5時間32分 みうら しゅもん 030083

用事のない旅 5時間27分 もり まゆみ 030713

バッグをザックに持ち替えて 5時間49分 ゆいかわ けい 030632

ぼくどうして涙がでるの 4時間19分 いとう ぶんがく 030157

ありがとう みなさん 3時間57分 いむら かずきよ 030159

英国ロックダウン100日日記 8時間6分 いりえ あつひこ 030822

小児病棟 2時間13分 えがわ はる 030036

困ってるひと 7時間54分 おおの さらさ 030259

シャバはつらいよ 4時間37分 おおの さらさ 030394

やまない雨はない 5時間19分 くらしま あつし 030003

【分類　紀行・ルポルタージュ】
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人生余熱あり 3時間40分 しろやま さぶろう 030086

十八歳の亜米利加 5時間54分 たわら もえこ 030198

あふれる愛に 6時間29分 どしだ かずえ 030205
朝、目覚めると、戦争が始まってい
ました

3時間4分
ほうじょうしゃ へん
しゅうぶ 030628

父ちゃんのポーが聞こえる 則子・そ
の愛と死

4時間17分 まつもと のりこ 030158

巻子の言霊 4時間41分 やなぎはら みか 030199

盲導犬イザベルが教えてくれたこと 12時間41分 よねだ めいぞう 030247

おせい&カモカの昭和愛惜 5時間2分 たなべ せいこ 030040

へるん先生の汽車旅行 8時間43分 あしはら しん 030373

タイトル 時間 著者 受入番号

TOYAMAキラリ館内案内 58分 とやまし 030454
たかおか歴史の旅 謎解き不思議
発見

5時間57分 なかじま としあき 030710

富山大空襲 7時間29分
きたにほんしんぶん
しゃ 030552

どこにでもあるどこかになる前に。
富山見聞逡巡記

6時間47分 ふじい さとこ 030761

郷土の先覚100人 4時間54分
きたにほんしんぶん
しゃ 030726

富山ガイドマップ 9時間27分
こえ の らいぶら
りー とも の かい 030117

村の記憶 7時間45分
さんそん ちょうさ ぐ
るーぷ 030568

越中の民話 4時間50分 みらいしゃ 030567

日本の伝説24 富山の伝説 6時間36分 へんみじゅん ほか 030727

富山の置き薬 上 5時間20分 いとう  げんじろう 030701

富山の置き薬 中 5時間43分 いとう げんじろう 030777

富山の置き薬 下 6時間15分 いとう げんじろう 030834

とやま 文学の旅 11時間32分 たかせ しげお 030724

花よ花 色は匂いて 1時間50分 どい かずこ 030121

物語・佐々成政 13時間43分 えんどう かずこ 030553

【分類　富山の本】

34 / 35



田園発港行き自転車 上 11時間39分 みやもと てる 030418

田園発港行き自転車 下 11時間51分 みやもと てる 030419

八月二日、天まで焼けた 6時間12分 おくだ しろう 030197

リコピンがある 歌集 1時間36分 まつだ わこ 030343

《申込先》〒930-0062　富山市西町5-1

富山市立図書館　資料係　TEL 076-461-3200
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