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この配信リストについて

講談社が電子配信をしている書籍（テキスト・雑誌等）を収録しています。新規書目を随時配信しており、本リストもバージョ
ンアップいたしますので、最新情報は「講談社 電書info」をご参照ください。

本リストはPDF形式です。PDFを閲覧できるソフトウェアでご覧ください。

PPDF閲覧ソフトウェアで作品名や著者名などの検索が可能です。検索方法などPDF閲覧ソフトウェアの操作については、お使
いのPDF閲覧ソフトウェアのマニュアルやヘルプファイルをご参照ください。

書目名をレーベルやシリーズの五十音順→著者名の五十音順に並べています。目次から各レーベルのTOPに飛ぶこともできま
す。

電子書店によっては取り扱いのない書目もございます。
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青い鳥文庫

ねらわれた街　テレパシー少女「蘭」事件ノート あさのあつこ（著）／塚越文雄（イラスト）
闇からのささやき　テレパシー少女「蘭」事件ノート２ あさのあつこ（著）／塚越文雄（イラスト）
私の中に何かがいる　テレパシー少女「蘭」事件ノート３ あさのあつこ（著）／塚越文雄（イラスト）
霧のむこうのふしぎな町 柏葉幸子（著）／杉田比呂美（著）
そして五人がいなくなる　名探偵夢水清志郎事件ノート はやみねかおる（著）／村田四郎（著）
クレヨン王国の十二か月 福永令三（著）／三木由記子（著）
クレヨン王国の花ウサギ 福永令三（著）／三木由記子（著）
クレヨン王国いちご村 福永令三（著）／三木由記子（著）
クレヨン王国のパトロール隊長 福永令三（著）／三木由記子（著）
クレヨン王国の白いなぎさ 福永令三（著）／三木由記子（著）
クレヨン王国七つの森 福永令三（著）／三木由記子（著）
クレヨン王国なみだ物語 福永令三（著）／三木由記子（著）
クレヨン王国月のたまご－ＰＡＲＴ１ 福永令三（著）／三木由記子（著）
クレヨン王国からきたおよめさん 福永令三（著）／三木由記子（著）
クレヨン王国まほうの夏 福永令三（著）／三木由記子（著）
クレヨン王国月のたまご－ＰＡＲＴ２ 福永令三（著）／三木由記子（著）
クレヨン王国春の小川 福永令三（著）／三木由記子（著）
クレヨン王国の赤トンボ 福永令三（著）／三木由記子（著）
クレヨン王国月のたまご－ＰＡＲＴ３ 福永令三（著）／三木由記子（著）
クレヨン王国新十二か月の旅 福永令三（著）／三木由記子（著）
クレヨン王国月のたまご－ＰＡＲＴ４ 福永令三（著）／三木由記子（著）
クレヨン王国黒の銀行 福永令三（著）／三木由記子（イラスト）
クレヨン王国月のたまご－ＰＡＲＴ５ 福永令三（著）／三木由記子（著）
クレヨン王国月のたまご－ＰＡＲＴ６ 福永令三（著）／三木由記子（著）
クレヨン王国月のたまご－ＰＡＲＴ７ 福永令三（著）／三木由記子（イラスト）
クレヨン王国月のたまご－ＰＡＲＴ８ 福永令三（著）／三木由記子（著）
パスワードは、ひ・み・つ　―パソコン通信探偵団事件ノート― 松原秀行（著）／梶山直美（著）

池波正太郎未刊行エッセイ集

池波正太郎未刊行エッセイ集１　おおげさがきらい 池波正太郎（著）
池波正太郎未刊行エッセイ集２　わたくしの旅 池波正太郎（著）
池波正太郎未刊行エッセイ集３　わが家の夕めし 池波正太郎（著）
池波正太郎未刊行エッセイ集４　新しいもの古いもの 池波正太郎（著）
池波正太郎未刊行エッセイ集５　作家の四季 池波正太郎（著）
池波正太郎未刊行エッセイ集セレクション１　僕は食いしん坊 池波正太郎（著）
池波正太郎未刊行エッセイ集セレクション２　旅のメモから 池波正太郎（著）
池波正太郎未刊行エッセイ集セレクション３　時代小説について 池波正太郎（著）

五木寛之「親鸞」

親鸞　激動篇　上 五木寛之（著）
親鸞　激動篇　下 五木寛之（著）

五木寛之ノベリスク

蒼ざめた馬を見よ　【五木寛之ノベリスク】 五木寛之（著）
赤い広場の女　【五木寛之ノベリスク】 五木寛之（著）
雨の日には車をみがいて　アマゾンにもう一度　【五木寛之ノベリスク】 五木寛之（著）
雨の日には車をみがいて　アルファ・ロメオの月　【五木寛之ノベリスク】 五木寛之（著）
雨の日には車をみがいて　怪物グロッサーの孫娘　【五木寛之ノベリスク】 五木寛之（著）
雨の日には車をみがいて　白樺のエンブレム　【五木寛之ノベリスク】 五木寛之（著）
雨の日には車をみがいて　たそがれ色のシムカ　【五木寛之ノベリスク】 五木寛之（著）
雨の日には車をみがいて　翼よ！　あれがパリの灯だ　【五木寛之ノベリスク】 五木寛之（著）
雨の日には車をみがいて　時をパスするもの　【五木寛之ノベリスク】 五木寛之（著）
雨の日には車をみがいて　バイエルンからきた貴婦人　【五木寛之ノベリスク】 五木寛之（著）
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雨の日には車をみがいて　ビッグ・キャットはしなやかに　【五木寛之ノベリスク】 五木寛之（著）
ヴァイキングの祭り　【五木寛之ノベリスク】 五木寛之（著）
海を見ていたジョニー　【五木寛之ノベリスク】 五木寛之（著）
艶歌　【五木寛之ノベリスク】 五木寛之（著）
男だけの世界　梟雄たち　【五木寛之ノベリスク】 五木寛之（著）
男だけの世界　兇音　【五木寛之ノベリスク】 五木寛之（著）
男だけの世界　銃声の夏　【五木寛之ノベリスク】 五木寛之（著）
男だけの世界　第三演出室　【五木寛之ノベリスク】 五木寛之（著）
男だけの世界　闇からの声　【五木寛之ノベリスク】 五木寛之（著）
男だけの世界　老兵たちの合唱　【五木寛之ノベリスク】 五木寛之（著）
戒厳令の夜　上巻　【五木寛之ノベリスク】 五木寛之（著）
戒厳令の夜　下巻　【五木寛之ノベリスク】 五木寛之（著）
霧のカレリア　【五木寛之ノベリスク】 五木寛之（著）
こがね虫たちの夜　【五木寛之ノベリスク】 五木寛之（著）
さらばモスクワ愚連隊　【五木寛之ノベリスク】 五木寛之（著）
残酷な五月の朝に　【五木寛之ノベリスク】 五木寛之（著）
ＧＩブルース　【五木寛之ノベリスク】 五木寛之（著）
ＣＭ稼業　【五木寛之ノベリスク】 五木寛之（著）
自由をわれらに　【五木寛之ノベリスク】 五木寛之（著）
親鸞（上）　【五木寛之ノベリスク】 五木寛之（著）
親鸞（下）　【五木寛之ノベリスク】 五木寛之（著）
素敵な脅迫者の肖像　【五木寛之ノベリスク】 五木寛之（著）
聖者が街へやってきた　【五木寛之ノベリスク】 五木寛之（著）
青春の門　第一部　筑豊篇（上）　【五木寛之ノベリスク】 五木寛之（著）
青春の門　第一部　筑豊篇（下）　【五木寛之ノベリスク】 五木寛之（著）
青春の門　第二部　自立篇（上）　【五木寛之ノベリスク】 五木寛之（著）
青春の門　第二部　自立篇（下）　【五木寛之ノベリスク】 五木寛之（著）
青春の門　第三部　放浪篇（上）　【五木寛之ノベリスク】 五木寛之（著）
青春の門　第三部　放浪篇（下）　【五木寛之ノベリスク】 五木寛之（著）
青春の門　第四部　堕落篇（上）　【五木寛之ノベリスク】 五木寛之（著）
青春の門　第四部　堕落篇（下）　【五木寛之ノベリスク】 五木寛之（著）
青春の門　第五部　望郷篇（上）　【五木寛之ノベリスク】 五木寛之（著）
青春の門　第五部　望郷篇（下）　【五木寛之ノベリスク】 五木寛之（著）
青春の門　第六部　再起篇（上）　【五木寛之ノベリスク】 五木寛之（著）
青春の門　第六部　再起篇（下）　【五木寛之ノベリスク】 五木寛之（著）
青春の門　第七部　挑戦篇（上）　【五木寛之ノベリスク】 五木寛之（著）
青春の門　第七部　挑戦篇（下）　【五木寛之ノベリスク】 五木寛之（著）
ソフィアの秋　【五木寛之ノベリスク】 五木寛之（著）
天使の墓場　【五木寛之ノベリスク】 五木寛之（著）
盗作狩り　【五木寛之ノベリスク】 五木寛之（著）
バルカンの星の下に　【五木寛之ノベリスク】 五木寛之（著）
白夜のオルフェ　【五木寛之ノベリスク】 五木寛之（著）
星のバザール　【五木寛之ノベリスク】 五木寛之（著）
モルダウの重き流れに　【五木寛之ノベリスク】 五木寛之（著）
夜の斧　【五木寛之ノベリスク】 五木寛之（著）
私刑の夏　【五木寛之ノベリスク】 五木寛之（著）
ローマ午前零時　【五木寛之ノベリスク】 五木寛之（著）
怨歌の誕生　【五木寛之ノベリスク】 五木寛之（著）
Ｑの世界　【五木寛之ノベリスク】 五木寛之（著）
四月の海賊たち　【五木寛之ノベリスク】 五木寛之（著）
ヘアピン・サーカス　【五木寛之ノベリスク】 五木寛之（著）
悪い夏　悪い旅　【五木寛之ノベリスク】 五木寛之（著）

1週間MOOK

韓国ドラマ「シークレット・ガーデン」公式メイキングＢＯＯＫ アミューズメント出版部（編）
韓国ドラマ　ラブレイン　オフィシャルガイドＢＯＯＫ　＜後編＞ アミューズメント出版部（編）
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韓国ドラマ　ラブレイン　オフィシャルガイドＢＯＯＫ　＜前編＞ アミューズメント出版部（編）
韓国ドラマ　ラブレイン　ビジュアルメイキングＢＯＯＫ アミューズメント出版部（編）
業界最高権威ＴＲＹ認定　第１２回ラーメン大賞　２０１１－１２ アミューズメント出版部（編）
隠れ家個室温泉　’１１－’１２ アミューズメント出版部（編）
隠れ家個室温泉２０１２－２０１３ 講談社（編）
１週間ＭＯＯＫ　東京　安うま飯ランキングメシラン’１１～’１２　路地裏の名店 講談社グルメ＆メタボな仲間たち（編）

小田実全集

明後日の手記／泥の世界 小田実（著）
明後日の手記／泥の世界　【小田実全集】 小田実（著）
アメリカ　【小田実全集】 小田実（著）
アメリカ（上） 小田実（著）
アメリカ（下） 小田実（著）
被災の思想　難死の思想　【小田実全集】 小田実（著）
ＸＹＺ　【小田実全集】 小田実（著）
大阪シンフォニー　【小田実全集】 小田実（著）
小田実小説世界を歩く 小田実（著）
小田実小説世界を歩く　【小田実全集】 小田実（著）
オモニ太平記 小田実（著）
オモニ太平記　【小田実全集】 小田実（著）
海冥　太平洋戦争にかかわる十六の短篇 小田実（著）
海冥　【小田実全集】　太平洋戦争にかかわる十六の短篇 小田実（著）
ガ島 小田実（著）
ガ島　【小田実全集】 小田実（著）
壁を破る　世界のなかの体験と思想 小田実（著）
壁を破る　【小田実全集】　世界のなかの体験と思想 小田実（著）
基底にあるもの　【小田実全集】 小田実（著）
基底にあるもの（上） 小田実（著）
基底にあるもの（下） 小田実（著）
義務としての旅 小田実（著）
義務としての旅　【小田実全集】 小田実（著）
「共生」への原理 小田実（著）
「共生」への原理　【小田実全集】 小田実（著）
玄　【小田実全集】 小田実（著）
現代史（上）　【小田実全集】 小田実（著）
現代史（下）　【小田実全集】 小田実（著）
現代史　１ 小田実（著）
現代史　２ 小田実（著）
現代史　３ 小田実（著）
現代史　４ 小田実（著）
これは「人間」の国か　【小田実全集】　西方ニ異説アリ 小田実（著）
「鎖国」の文学 小田実（著）
「鎖国」の文学　【小田実全集】 小田実（著）
状況から 小田実（著）
状況から　【小田実全集】 小田実（著）
崇高について　【小田実全集】 小田実（著）
ひとりでもやる、ひとりでもやめる　【小田実全集】　「良心的軍事拒否国家」日本・市民
の選択

小田実（著）

戦後を拓く思想　【小田実全集】 小田実（著）
戦後を拓く思想（上） 小田実（著）
戦後を拓く思想（下） 小田実（著）
大地と星輝く天の子　【小田実全集】 小田実（著）
大地と星輝く天の子（上） 小田実（著）
大地と星輝く天の子（下） 小田実（著）
タコを揚げる　ある私小説 小田実（著）
タコを揚げる　【小田実全集】　ある私小説 小田実（著）
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Ｄ／ベルリン物語 小田実（著）
Ｄ／ベルリン物語　【小田実全集】 小田実（著）
でもくらてぃあ　【小田実全集】　「人間は殺されてはならない」・「人間の国」「人間の文
明」の構築へ

小田実（著）

何でも見てやろう　【小田実全集】 小田実（著）
何でも見てやろう（上） 小田実（著）
何でも見てやろう（下） 小田実（著）
西ベルリンで見たこと　日本で考えたこと 小田実（著）
西ベルリンで見たこと　日本で考えたこと　【小田実全集】 小田実（著）
日本の知識人 小田実（著）
日本の知識人　【小田実全集】 小田実（著）
羽なければ 小田実（著）
羽なければ　【小田実全集】 小田実（著）
冷え物 小田実（著）
冷え物　【小田実全集】 小田実（著）
生きとし生けるものは　【小田実全集】 小田実（著）
HIROSHIMA　【小田実全集】 小田実（著）
HIROSHIMA 小田実（著）
風河 小田実（著）
風河　【小田実全集】 小田実（著）
平和をつくる原理　【小田実全集】 小田実（著）
平和をつくる原理（上） 小田実（著）
平和をつくる原理（下） 小田実（著）
「ベトナム以後」を歩く 小田実（著）
「ベトナム以後」を歩く　【小田実全集】 小田実（著）
ベトナムから遠く離れて（上）　【小田実全集】 小田実（著）
ベトナムから遠く離れて（中）　【小田実全集】 小田実（著）
ベトナムから遠く離れて（下）　【小田実全集】 小田実（著）
ベトナムから遠く離れて　１ 小田実（著）
ベトナムから遠く離れて　２ 小田実（著）
ベトナムから遠く離れて　３ 小田実（著）
ベトナムから遠く離れて　４ 小田実（著）
ベトナムから遠く離れて　５ 小田実（著）
ベトナムから遠く離れて　６ 小田実（著）
ベトナムから遠く離れて　７ 小田実（著）
ベトナムから遠く離れて　８ 小田実（著）
ベトナムから遠く離れて　９ 小田実（著）
「ベ平連」・回顧録でない回顧　【小田実全集】 小田実（著）
円いひっぴい（上）　【小田実全集】 小田実（著）
円いひっぴい（下）　【小田実全集】 小田実（著）
円いひっぴい（上） 小田実（著）
円いひっぴい（中） 小田実（著）
円いひっぴい（下） 小田実（著）
民岩太閤記　【小田実全集】 小田実（著）
民岩太閤記（上） 小田実（著）
民岩太閤記（中） 小田実（著）
民岩太閤記（下） 小田実（著）
「民」の論理、「軍」の論理 小田実（著）
「民」の論理、「軍」の論理　【小田実全集】 小田実（著）
毛沢東 小田実（著）
毛沢東　【小田実全集】 小田実（著）
世直しの倫理と論理　【小田実全集】 小田実（著）
世直しの倫理と論理（上） 小田実（著）
世直しの倫理と論理（下） 小田実（著）
列人列景 小田実（著）
列人列景　【小田実全集】 小田実（著）
わが人生の時　【小田実全集】 小田実（著）
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わが人生の時（上） 小田実（著）
わが人生の時（下） 小田実（著）
われ＝われの哲学 小田実（著）
われ＝われの哲学　【小田実全集】 小田実（著）
ひとりでもやる、ひとりでもやめる　「良心的軍事拒否国家」日本・市民の選択　【小田実
全集】

小田実（著）

「アボジ」を踏む　【小田実全集】 小田実（著）
私の文学―「文」の対話　【小田実全集】 小田実（著）
戦争か、平和か　「9月11日」以後の世界を考える　【小田実全集】 小田実（著）

近世日本国民史

近世日本国民史　西南の役（六） 徳富蘇峰（著）
近世日本国民史　赤穂義士 徳富蘇峰（著）
近世日本国民史　安政の大獄　後篇 徳富蘇峰（著）
近世日本国民史　安政の大獄　前篇 徳富蘇峰（著）
近世日本国民史　安政の大獄　中篇 徳富蘇峰（著）
近世日本国民史　井伊直弼 徳富蘇峰（著）
近世日本国民史　維新への胎動（上） 徳富蘇峰（著）
近世日本国民史　維新への胎動（中） 徳富蘇峰（著）
近世日本国民史　維新への胎動（下） 徳富蘇峰（著）
近世日本国民史　織田信長（一） 徳富蘇峰（著）
近世日本国民史　開国日本（一） 徳富蘇峰（著）
近世日本国民史　開国日本（二） 徳富蘇峰（著）
近世日本国民史　開国日本（三） 徳富蘇峰（著）
近世日本国民史　開国日本（四） 徳富蘇峰（著）
近世日本国民史　和宮御降嫁 徳富蘇峰（著）
近世日本国民史　遣米使節と露英対決篇 徳富蘇峰（著）
近世日本国民史　元禄時代政治篇 徳富蘇峰（著）
近世日本国民史　元禄時代世相篇 徳富蘇峰（著）
近世日本国民史　桜田事変 徳富蘇峰（著）
近世日本国民史　西南の役（一） 徳富蘇峰（著）
近世日本国民史　西南の役（二） 徳富蘇峰（著）
近世日本国民史　西南の役（三） 徳富蘇峰（著）
近世日本国民史　西南の役（四） 徳富蘇峰（著）
近世日本国民史　西南の役（五） 徳富蘇峰（著）
近世日本国民史　西南の役（七） 徳富蘇峰（著）
近世日本国民史　田沼時代 徳富蘇峰（著）
近世日本国民史　徳川家康（一） 徳富蘇峰（著）
近世日本国民史　徳川家康（二） 徳富蘇峰（著）
近世日本国民史　徳川家康（三） 徳富蘇峰（著）
近世日本国民史　徳川幕府鎖国篇 徳富蘇峰（著）
近世日本国民史　徳川幕府思想篇 徳富蘇峰（著）
近世日本国民史　徳川幕府統制篇 徳富蘇峰（著）
近世日本国民史　徳川吉宗 徳富蘇峰（著）
近世日本国民史　豊臣秀吉（一） 徳富蘇峰（著）
近世日本国民史　豊臣秀吉（二） 徳富蘇峰（著）
近世日本国民史　豊臣秀吉（三） 徳富蘇峰（著）
近世日本国民史　豊臣秀吉（四） 徳富蘇峰（著）
近世日本国民史　堀田正睦（一） 徳富蘇峰（著）
近世日本国民史　堀田正睦（二） 徳富蘇峰（著）
近世日本国民史　堀田正睦（三） 徳富蘇峰（著）
近世日本国民史　堀田正睦（四） 徳富蘇峰（著）
近世日本国民史　堀田正睦（五） 徳富蘇峰（著）
近世日本国民史　松平定信時代 徳富蘇峰（著）
近世日本国民史　明治維新と江戸幕府（一） 徳富蘇峰（著）
近世日本国民史　明治維新と江戸幕府（二） 徳富蘇峰（著）
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近世日本国民史　明治維新と江戸幕府（三） 徳富蘇峰（著）
近世日本国民史　明治維新と江戸幕府（四） 徳富蘇峰（著）
近世日本国民史　明治三傑 徳富蘇峰（著）

近世日本国民史　織田信長（二）
徳富蘇峰（著）／桑田忠親（監修）／村上元三（監修）／尾崎
秀樹（監修）

近世日本国民史　織田信長（三）
徳富蘇峰（著）／桑田忠親（監修）／村上元三（監修）／尾崎
秀樹（監修）

KCデラックス

社長　島耕作の地球経済学　日本再生・エネルギー編 島耕作（監修）
小説　ちはやふる　中学生編（１） 時海結以（著）／末次由紀（原作）
小説　ちはやふる　中学生編（２） 時海結以（著）／末次由紀（原作）

現代ビジネス

田原総一朗Twitterの神々 田原総一朗（著）

現代ビジネスブック

アベノミクスで日本経済大躍進がやってくる 高橋洋一（著）
君に、世界との戦い方を教えよう　「グローバルの覇者をめざす教育」の最前線から 田村耕太郎（著）
政府はこうして国民を騙す 長谷川幸洋（著）

講談社インターナショナル

これを英語で言えますか？　学校で教えてくれない身近な英単語 講談社インターナショナル（著）
The Best Scenes from MUSASHI　宮本武蔵 吉川英治（著）／チャールズ・テリー（著）

講談社X文庫

心乱される 英田サキ（著）／高橋悠（イラスト）
あやめも知らぬ 暁美耶子（著）／夏乃あけみ（イラスト）
背反のリバーシ　ノブレス・グロワール芸術学院物語 暁美耶子（著）／夏乃あゆみ（イラスト）
始まりのカノン　ノブレス・グロワール芸術学院物語 暁美耶子（著）／夏乃あゆみ（イラスト）
迷宮のファントム 暁美耶子（著）／夏乃あゆみ（イラスト）
小説　金田一少年の事件簿(5)　上海魚人伝説殺人事件 天樹征丸（作）／さとうふみや（イラスト）
さながら駆けし破軍の如く 天野ゆいな（著）／椋本夏夜（イラスト）
月は腕に歴史を抱き 天野ゆいな（著）／椋本夏夜（イラスト）
愛の夢　ミッドナイト・レザナンス 有馬さつき（著）／麻生海（イラスト）
アポロンの束縛 有馬さつき（著）／斐火サキア（イラスト）
終わらない週末 有馬さつき（著）／藤崎理子（イラスト）
終わらない週末　パーティナイト 有馬さつき（著）／藤崎理子（イラスト）
終わらない週末　ダブル・ハネムーン 有馬さつき（著）／藤崎理子（イラスト）
終わらない週末　ビタースゥイート 有馬さつき（著）／藤崎理子（イラスト）
終わらない週末　バニー・ボーイ 有馬さつき（著）／藤崎理子（イラスト）
終わらない週末　フラワー・キッス 有馬さつき（著）／藤崎理子（イラスト）
終わらない週末　ラブ・ネスト 有馬さつき（著）／藤崎理子（イラスト）
終わらない週末　ベビィフェイス 有馬さつき（著）／藤崎理子（イラスト）
終わらない週末　トラブルメーカー 有馬さつき（著）／藤崎理子（イラスト）
終わらない週末　ウィークポイント 有馬さつき（著）／藤崎理子（イラスト）
終わらない週末　プライベート・コール 有馬さつき（著）
終わらない週末　ベッド・サバイバル 有馬さつき（著）／藤崎理子（イラスト）
終わらない週末　オンリー・ワン 有馬さつき（著）
終わらない週末　ドレスアップ・ゲーム 有馬さつき（著）／藤崎理子（イラスト）
終わらない週末　シークレット・プロミス 有馬さつき（著）／藤崎理子（イラスト）
終わらない週末　ギブ・アンド・テイク 有馬さつき（著）／藤崎理子（イラスト）
終わらない週末　ブロークン・チョコレート 有馬さつき（著）／藤崎理子（イラスト）
終わらない週末　アオヤマ・コレクション 有馬さつき（著）／鈴木あゆ（イラスト）
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終わらない週末　アドバンス・セレブレーション 有馬さつき（著）／鈴木あゆ（イラスト）
終わらない週末　ロリィポップ 有馬さつき（著）／鈴木あゆ（イラスト）
終わらない週末　プレシャス・ハプニング 有馬さつき（著）／鈴木あゆ（イラスト）
終わらない週末　ヘヴィデイズ 有馬さつき（著）／鈴木あゆ（イラスト）
インペリアルスイート 伊郷ルウ（著）／竹中せい（イラスト）
ロイヤル・セオリー　インペリアルスイート(2) 伊郷ルウ（著）／竹中せい（イラスト）
プリンシパル・プライド　インペリアルスイート(3) 伊郷ルウ（著）／竹中せい（イラスト）
恋のテイスティング 伊郷ルウ（著）／麻々原絵里衣（イラスト）
恋のシーズニング 伊郷ルウ（著）／麻々原絵里依（イラスト）
恋のドレッシング 伊郷ルウ（著）／麻々原絵里依（イラスト）
恋のミキシング 伊郷ルウ（著）／麻々原絵里依（イラスト）
ペパーミント・ツアー 伊郷ルウ（著）／小椋ムク（イラスト）
メールボーイ 伊郷ルウ（著）／小路龍流（イラスト）
前途は多難　メールボーイ 伊郷ルウ（著）／小路龍流（イラスト）
嘘と秘密　メールボーイ 伊郷ルウ（著）／小路龍流（イラスト）
憂いの春　メールボーイ 伊郷ルウ（著）／小路龍流（イラスト）
幸福の予感　メールボーイ 伊郷ルウ（著）／小路龍流（イラスト）
身分違いの侯爵と結ばれて 伊郷ルウ（著）／椎名咲月（イラスト）
ギデオンの恋人 石和仙衣（著）／弥南せいら（イラスト）
ふしぎの家のアルバイト 石和仙衣（著）／弥南せいら（イラスト）
ユニコーンの恋文 石和仙衣（著）／弥南せいら（イラスト）
式霊の杜 いちだかづき（著）／天領セナ（イラスト）
式霊の杜　愚者の約束 いちだかづき（著）／天領セナ（イラスト）
悪しく妖しい従属者 犬飼のの（著）／三尾じゅん太（イラスト）
不夜城のシンデレラ 犬飼のの（著）／タカツキノボル（イラスト）
ブライト・プリズン　学園の美しき生け贄 犬飼のの（著）／彩（イラスト）
ベンチマークに恋をして　アナリストの憂鬱(1) 井村仁美（著）／如月弘鷹（イラスト）
恋のリスクは犯せない　アナリストの憂鬱(2) 井村仁美（著）／如月弘鷹（イラスト）
誘惑のターゲット・プライス　アナリストの憂鬱(3) 井村仁美（著）／如月弘鷹（イラスト）
愛のレイティングＡＡＡ　アナリストの憂鬱(4) 井村仁美（著）
ウォークイン・クローゼットで恋をして　アナリストの憂鬱〈番外編〉 井村仁美（著）
アンバサダーは夜に囁く 井村仁美（著）／蓮川愛（イラスト）
う・わ・さのラブ・フォーカス 井村仁美（著）／明神翼（イラスト）
３時から恋をする　銀行員シリーズ(1) 井村仁美（著）／如月弘鷹（イラスト）
５時10分から恋のレッスン　銀行員シリーズ(2) 井村仁美（著）／如月弘鷹（イラスト）
８時50分・愛の決戦　銀行員シリーズ(3) 井村仁美（著）／如月広鷹（イラスト）
午前０時・愛の囁き　銀行員シリーズ(4) 井村仁美（著）／如月弘鷹（イラスト）
診察室でベルベット・タッチ　恋の診察室(1) 井村仁美（著）／桜城やや（イラスト）
院長室でラブ・アフェア　恋の診察室(2) 井村仁美（著）／桜城やや（イラスト）
職員室でナイショのロマンス　桜沢vs.白萌シリーズ(1) 井村仁美（著）／緋色れーいち（イラスト）
放課後の悩めるカンケイ　桜沢vs.白萌シリーズ(2) 井村仁美（著）／緋色れーいち（イラスト）
課外授業でプライベート・ラブ　桜沢vs.白萌シリーズ(3) 井村仁美（著）／緋色れーいち（イラスト）
裏切りの報酬――スリリング・シティ 井村仁美（著）／如月弘鷹（イラスト）
ハーレム・ナイト　瑠璃色の王冠 井村仁美（著）／やまねあやの（イラスト）
110番は愛の蜜　110番シリーズ(1) 井村仁美（著）／如月弘鷹（イラスト）
110番は甘い鼓動　110番シリーズ(2) 井村仁美（著）／如月弘鷹（イラスト）
秘密の女王と堕天使の騎士！？　レディ・ジュエル物語 入皐（著）／池上紗京（イラスト）
深紅の花嫁と悪魔な婚約者！？　レディ・ジュエル物語 入皐（著）／池上紗京（イラスト）
恋愛小説家はメイド！？　レディ・ジュエル物語 入皐（著）／池上紗京（イラスト）
姫が恋した華麗なる怪盗 入皐（著）／椎名咲月（イラスト）
薫―ＫＡＯＲＵ―　鬼の風水(1) 岡野麻里安（著）／金ひかる（イラスト）
卓也―ＴＡＫＵＹＡ―　鬼の風水(2) 岡野麻里安（著）／金ひかる（イラスト）
透子―ＴＯＵＫＯ―　鬼の風水(3) 岡野麻里安（著）／金ひかる（イラスト）
鬼啖―ＫＩＴＡＮ―　鬼の風水(4) 岡野麻里安（著）／金ひかる（イラスト）
鬼哭―ＫＩＫＯＫＵ―　鬼の風水(5) 岡野麻里安（著）／金ひかる（イラスト）
追儺―ＴＳＵＩＮＡ―　鬼の風水(6) 岡野麻里安（著）／金ひかる（イラスト）
薫夜―ＫＡＧＵＹＡ―　鬼の風水(7) 岡野麻里安（著）／金ひかる（イラスト）
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風水―ＦＵＳＵＩ―　鬼の風水(8) 岡野麻里安（著）／金ひかる（イラスト）
桜の降魔陣　銀の共鳴　１ 岡野麻里安（著）／碧也ぴんく（イラスト）
水の伏魔殿　銀の共鳴　２ 岡野麻里安（著）／碧也ぴんく（イラスト）
炎の魔法陣　銀の共鳴　３ 岡野麻里安（著）／碧也ぴんく（イラスト）
月の魔天楼　銀の共鳴　４ 岡野麻里安（著）／碧也ぴんく（イラスト）
雪の破魔弓　銀の共鳴　５ 岡野麻里安（著）／碧也ぴんく（イラスト）
風の魔界樹　銀の共鳴　６ 岡野麻里安（著）／碧也ぴんく（イラスト）
降魔美少年 岡野麻里安（著）／藤崎一也（イラスト）
青の十字架　降魔美少年(2) 岡野麻里安（著）／藤崎一也（イラスト）
海の迷宮　降魔美少年(3) 岡野麻里安（著）／藤崎一也（イラスト）
カインの末裔　降魔美少年(4) 岡野麻里安（著）／藤崎一也（イラスト）
審判の門　降魔美少年(5) 岡野麻里安（著）／藤崎一也（イラスト）
少年花嫁 岡野麻里安（著）／穂波ゆきね（イラスト）
星と桜の祭り　少年花嫁 岡野麻里安（著）／穂波ゆきね（イラスト）
炎と鏡の宴　少年花嫁 岡野麻里安（著）／穂波ゆきね（イラスト）
剣と水の舞い　少年花嫁 岡野麻里安（著）／穂波ゆきね（イラスト）
花と香木の宵　少年花嫁 岡野麻里安（著）／穂波ゆきね（イラスト）
銀と月の棺　少年花嫁 岡野麻里安（著）／穂波ゆきね（イラスト）
虹と雷の鱗　少年花嫁 岡野麻里安（著）／穂波ゆきね（イラスト）
聖夜と雪の誓い　少年花嫁 岡野麻里安（著）／穂波ゆきね（イラスト）
大蛇と氷の薔薇　少年花嫁 岡野麻里安（著）／穂波ゆきね（イラスト）
剣と玉と鏡　少年花嫁 岡野麻里安（著）／穂波ゆきね（イラスト）
恋人は悪徳商人！？　接吻両替屋奇譚 岡野麻里安（著）／穂波ゆきね（イラスト）
恋の残高ゼロ！？　接吻両替屋奇譚(2) 岡野麻里安（著）／穂波ゆきね（イラスト）
恋のランク査定中！？　接吻両替屋奇譚(3) 岡野麻里安（著）／穂波ゆきね（イラスト）
恋人は失踪中！？　接吻両替屋奇譚(4) 岡野麻里安（著）／穂波ゆきね（イラスト）
恋の破産宣告！？　接吻両替屋奇譚(5) 岡野麻里安（著）／穂波ゆきね（イラスト）
恋の千客万来！？　接吻両替屋奇譚(6) 岡野麻里安（著）／穂波ゆきね（イラスト）
恋のブライダル・ローン！？　接吻両替屋奇譚(7) 岡野麻里安（著）／穂波ゆきね（イラスト）
恋の指定席！？　接吻両替屋奇譚(8) 岡野麻里安（著）／穂波ゆきね（イラスト）
革命は花の香り　桃花男子 岡野麻里安（著）／穂波ゆきね（イラスト）
少年は月に囚われる　桃花男子 岡野麻里安（著）／穂波ゆきね（イラスト）
王は運命に惑う　桃花男子 岡野麻里安（著）／穂波ゆきね（イラスト）
花は蒼天に舞う　桃花男子 岡野麻里安（著）／穂波ゆきね（イラスト）
蘭の契り 岡野麻里安（著）／麻々原絵里依（イラスト）
龍神の珠　蘭の契り(2) 岡野麻里安（著）／麻々原絵里依（イラスト）
銀色の妖狐　蘭の契り(3) 岡野麻里安（著）／麻々原絵里依（イラスト）
月光の妖狐　蘭の契り　青嵐編(1) 岡野麻里安（著）／麻々原絵里依（イラスト）
龍の化身　蘭の契り　青嵐編(2) 岡野麻里安（著）
銀色の指輪　蘭の契り　青嵐編(3) 岡野麻里安（著）／麻々原絵里衣（イラスト）
風花の契り　蘭の契り　青嵐編(4) 岡野麻里安（著）／麻々原絵里依（イラスト）
ぼくと執事と婿候補 岡野麻里安（著）／穂波ゆきね（イラスト）
薔薇と執事の憂鬱　ぼくと執事と婿候補 岡野麻里安（著）／穂波ゆきね（イラスト）
嘘と執事の咎　ぼくと執事と婿候補 岡野麻里安（著）／穂波ゆきね（イラスト）
キスと執事の誓い　ぼくと執事と婿候補 岡野麻里安（著）／穂波ゆきね（イラスト）
恋桜　逢魔刻捜査―ゼロ課ＦＩＬＥ― 岡野麻里安（著）／高星麻子（イラスト）
薔薇色の部屋　逢魔刻捜査―ゼロ課ＦＩＬＥ― 岡野麻里安（著）／高星麻子（イラスト）
優しい幽霊、甘い罠　逢魔刻捜査―ゼロ課ＦＩＬＥ― 岡野麻里安（著）／高星麻子（イラスト）
守護霊と雪の花嫁　逢魔刻捜査―ゼロ課ＦＩＬＥ― 岡野麻里安（著）／高星麻子（イラスト）
金と銀の旅　ムーン・ファイアー・ストーン　１ 小沢淳（著）／紫堂恭子（イラスト）
銅の貴公子　ムーン・ファイアー・ストーン　２ 小沢淳（著）／紫堂恭子（イラスト）
極彩の都　ムーン・ファイアー・ストーン　３ 小沢淳（著）／紫堂恭子（イラスト）
月光の宝珠　ムーン・ファイアー・ストーン　４ 小沢淳（著）／紫堂恭子（イラスト）
青い都の婚礼　ムーン・ファイアー・ストーン　５ 小沢淳（著）／紫堂恭子（イラスト）
アナトゥール星伝　金の砂漠王 折原みと（著・イラスト）
アナトゥール星伝（２）　銀の星姫（上） 折原みと（著・イラスト）
アナトゥール星伝（３）　銀の星姫（下） 折原みと（著・イラスト）
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アナトゥール星伝（４）　青の月光王 折原みと（著・イラスト）
アナトゥール星伝（５）　紅の花炎姫 折原みと（著・イラスト）
アナトゥール星伝（６）　紫の明星姫 折原みと（著・イラスト）
アナトゥール星伝（７）　黒の暗闇王（上） 折原みと（著・イラスト）
アナトゥール星伝（８）　黒の暗闇王（下） 折原みと（著・イラスト）
アナトゥール星伝（９）　白の雪舞姫 折原みと（著・イラスト）
アナトゥール星伝（１０）　虹色の外伝 折原みと（著・イラスト）
アナトゥール星伝（１１）　紺碧の海賊王 折原みと（著・イラスト）
アナトゥール星伝（１２）　緋色の聖戦士 折原みと（著・イラスト）
アナトゥール星伝（１３）　琥珀の妖魔女 折原みと（著・イラスト）
アナトゥール星伝（１４）　夢色の追想伝 折原みと（著・イラスト）
アナトゥール星伝（１５）　空色の水晶王 折原みと（著・イラスト）
アナトゥール星伝（１６）　風色の自由王 折原みと（著・イラスト）
アナトゥール星伝（１７）　愛色の女性伝 折原みと（著・イラスト）
アナトゥール星伝（１８）　緑の守護神（上） 折原みと（著・イラスト）
アナトゥール星伝（１９）　緑の守護神（下） 折原みと（著・イラスト）
アナトゥール星伝（２０）　黄金の最終章 折原みと（著・イラスト）
時の輝き 折原みと（著）
ホーリー・アップル　穴だらけの林檎 柏枝真郷（著）／槇えびし（イラスト）
ホーリー・アップル２　ドードー鳥の微笑 柏枝真郷（著）／槇えびし（イラスト）
ホーリー・アップル３　虹色のスチーム 柏枝真郷（著）／槇えびし（イラスト）
ライバル　ｖｏｌ．１　競争と協力と 柏枝真郷（著）／古街キッカ（イラスト）
ライバル　ｖｏｌ．２　追憶と忘却と 柏枝真郷（著）／古街キッカ（イラスト）
ライバル　ｖｏｌ．３　北風と太陽と 柏枝真郷（著）／古街キッカ（イラスト）
囚われの歌姫　政変はウードの調べ 貴嶋啓（著）／くまの柚子（イラスト）
隠された皇女　～法官と秘めたる誓い～ 貴嶋啓（著）／くまの柚子（イラスト）
愛されたがる男 樹生かなめ（著）／奈良千春（イラスト）
もう二度と離さない 樹生かなめ（著）／奈良千春（イラスト）
龍の恋、Ｄｒ．の愛 樹生かなめ（著）／奈良千春（イラスト）
龍の純情、Ｄｒ．の情熱 樹生かなめ（著）／奈良千春（イラスト）
龍の恋情、Ｄｒ．の慕情 樹生かなめ（著）／奈良千春（イラスト）
龍の灼熱、Ｄｒ．の情愛 樹生かなめ（著）／奈良千春（イラスト）
龍の烈火、Ｄｒ．の憂愁 樹生かなめ（著）／奈良千春（イラスト）
龍の求愛、Ｄｒ．の奇襲 樹生かなめ（著）／奈良千春（イラスト）
龍の右腕、Ｄｒ．の哀憐 樹生かなめ（著）／奈良千春（イラスト）
龍の仁義、Ｄｒ．の流儀 樹生かなめ（著）／奈良千春（イラスト）
龍の初恋、Ｄｒ．の受諾　 樹生かなめ（著）／奈良千春（イラスト）
龍の宿命、Ｄｒ．の運命　 樹生かなめ（著）／奈良千春（イラスト）
龍の兄弟、Ｄｒ．の同志 樹生かなめ（著）／奈良千春（イラスト）
龍の危機、Ｄｒ．の襲名 樹生かなめ（著）／奈良千春（イラスト）
龍の復活、Ｄｒ．の咆哮 樹生かなめ（著）／奈良千春（イラスト）
龍の勇姿、Ｄｒ．の不敵 樹生かなめ（著）／奈良千春（イラスト）
龍の忍耐、Ｄｒ．の奮闘 樹生かなめ（著）／奈良千春（イラスト）
Ｄｒ．の傲慢、可哀相な俺 樹生かなめ（著）／奈良千春（イラスト）
龍の青嵐、Ｄｒ．の嫉妬 樹生かなめ（著）／奈良千春（イラスト）
龍の衝撃、Ｄｒ．の分裂 樹生かなめ（著）／奈良千春（イラスト）
龍の不屈、Ｄｒ．の闘魂 樹生かなめ（著）／奈良千春（イラスト）
龍の憂事、Ｄｒ．の奮戦 樹生かなめ（著）／奈良千春（イラスト）
龍の激闘、Ｄｒ．の撩乱 樹生かなめ（著）／奈良千春（イラスト）
月に降る花 草川かおり（著）／北畠あけ乃（イラスト）
トパーズの翅 草川かおり（著）／タク（イラスト）
ワイルドフラワー 草川かおり（著）／日羽フミコ（イラスト）
風を道しるべに…(1)　ＭＡＯ　14歳・春 倉橋燿子（著）／小野佳苗（イラスト）
風を道しるべに…(2)　ＭＡＯ　15歳・夏 倉橋燿子（著）／小野佳苗（イラスト）
風を道しるべに…(3)　ＭＡＯ　16歳・春 倉橋燿子（著）／小野佳苗（イラスト）
風を道しるべに…(4)　ＭＡＯ　16歳・秋 倉橋燿子（著）／小野佳苗（イラスト）
風を道しるべに…(5)　ＭＡＯ　17歳・春 倉橋燿子（著）／小野佳苗（イラスト）
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風を道しるべに…(6)　ＭＡＯ　17歳・夏 倉橋燿子（著）／小野佳苗（イラスト）
風を道しるべに…(7)　ＭＡＯ　17歳・冬 倉橋燿子（著）／小野佳苗（イラスト）
風を道しるべに…(8)　ＭＡＯ　18歳・春 倉橋燿子（著）／小野佳苗（イラスト）
風を道しるべに…(9)　ＭＡＯ　18歳・夏 倉橋燿子（著）／小野佳苗（イラスト）
風を道しるべに…(10)　ＭＡＯ　18歳・秋 倉橋燿子（著）／小野佳苗（イラスト）
続・風を道しるべに…(1)　ＭＡＯ　19歳・秋 倉橋燿子（著）／橋本陽子（イラスト）
続・風を道しるべに…(2)　ＭＡＯ　19歳・冬 倉橋燿子（著）／橋本陽子（イラスト）
続・風を道しるべに…(3)　ＭＡＯ　19歳・春 倉橋燿子（著）／橋本陽子（イラスト）
続・風を道しるべに…(4)　ＭＡＯ　20歳・夏 倉橋燿子（著）／橋本陽子（イラスト）
続・風を道しるべに…(5)　ＭＡＯ　20歳・秋 倉橋燿子（著）／橋本陽子（イラスト）
風を道しるべに…完結編(1) 倉橋燿子（著）／橋本陽子（イラスト）
風を道しるべに…完結編(2) 倉橋燿子（著）／橋本陽子（イラスト）
風を道しるべに…完結編(3) 倉橋燿子（著）
シュアンと二人の騎士 黒猫ありす（著）／りょくちゃ（イラスト）
全裸男と柴犬男　警視庁生活安全部遊撃捜査班 香月日輪（著）／わたなべあじあ（絵）
天使の囁き 小早川恵美（著）
天使の慟哭 小早川恵美（著）／赤美潤一郎（イラスト）
妖狐の舞う夜　霊鬼綺談 小早川恵美（著）／四位広猫（イラスト）
怨讐の交差点　霊鬼綺談 小早川恵美（著）／四位広猫（イラスト）
封印された夢　霊鬼綺談 小早川恵美（著）／四位広猫（イラスト）
冬の緋桜　霊鬼綺談 小早川恵美（著）／四位広猫（イラスト）
殺生石伝説　霊鬼綺談 小早川恵美（著）／四位広猫（イラスト）
科戸の風　霊鬼綺談 小早川恵美（著）／四位広猫（イラスト）
神々の夢は迷宮 西東行（著）／睦月ムンク（イラスト）
大祭の夜に　神々の迷宮 西東行（著）／睦月ムンク（イラスト）
有閑御曹司と恋の事件簿 榊花月（著）／北沢きょう（イラスト）
海賊と花嫁　空中宮殿で恋をしよう！ 桜木はな（著）／明咲トウル（イラスト）
海賊と花嫁　恋は後宮ではじまる 桜木はな（著）／明咲トウル（イラスト）
ハプスブルクは婚礼の鐘をならす 桜木はな（著）／秋咲りお（イラスト）
プリンセスの系譜 桜木はな（著）／秋咲りお（イラスト）
海賊と花嫁　愛は星空を駆ける 桜木はな（著）／明咲トウル（イラスト）
ドロップアウト　甘い爪痕 佐々木禎子（著）／実相寺紫子（イラスト）
ドロップアウト　堕天使の焦燥 佐々木禎子（著）／実相寺紫子（イラスト）
ドロップアウト　龍の咆哮 佐々木禎子（著）／実相寺紫子（イラスト）
ブレイクアウト　美しい棘 佐々木禎子（著）／実相寺紫子（イラスト）
ブレイクアウト　裏切りの蜜 佐々木禎子（著）／実相寺紫子（イラスト）
熱砂の檻からはばたいて 佐々木禎子（著）／佐々木久美子（イラスト）
熱砂の罠に囚われて 佐々木禎子（著）／佐々木久美子（イラスト）
身代わりウェディング 里崎雅（著）／香坂ゆう（イラスト）
禁じられた秘薬のレシピ 里崎雅（著）／早瀬あきら（イラスト）
英国妖異譚 篠原美季（著）／かわい千草（イラスト）
嘆きの肖像画　英国妖異譚２ 篠原美季（著）／かわい千草（イラスト）
囚われの一角獣　英国妖異譚３ 篠原美季（著）／かわい千草（イラスト）
終わりなきドルイドの誓約　英国妖異譚４ 篠原美季（著）／かわい千草（イラスト）
死者の灯す火　英国妖異譚５ 篠原美季（著）／かわい千草（イラスト）
聖夜に流れる血　英国妖異譚６ 篠原美季（著）／かわい千草（イラスト）
古き城の住人　英国妖異譚７ 篠原美季（著）／かわい千草（イラスト）
水にたゆたふ乙女　英国妖異譚８ 篠原美季（著）／かわい千草（イラスト）
緑と金の祝祭　英国妖異譚９ 篠原美季（著）／かわい千草（イラスト）
竹の花～赫夜姫伝説　英国妖異譚10 篠原美季（著）／かわい千草（イラスト）
クラヴィーアのある風景　英国妖異譚11 篠原美季（著）／かわい千草（イラスト）
水晶球を抱く女　英国妖異譚12 篠原美季（著）／かわい千草（イラスト）
ハロウィーン狂想曲　英国妖異譚13 篠原美季（著）／かわい千草（イラスト）
万聖節にさす光　英国妖異譚14 篠原美季（著）／かわい千草（イラスト）
アンギヌムの壺　英国妖異譚15 篠原美季（著）／かわい千草（イラスト）
十二夜に始まる悪夢　英国妖異譚16 篠原美季（著）／かわい千草（イラスト）
誰がための探求　英国妖異譚17 篠原美季（著）／かわい千草（イラスト）

11 / 74



首狩りの庭　英国妖異譚18 篠原美季（著）／かわい千草（イラスト）
聖杯を継ぐ者　英国妖異譚19 篠原美季（著）／かわい千草（イラスト）
英国妖異譚20　エマニア～月の都へ-(1) 篠原美季（著）／かわい千草（イラスト）
英国妖異譚20　エマニア～月の都へ-(2) 篠原美季（著）／かわい千草（イラスト）
背信の罪深きアリア　英国妖異譚SPECIAL 篠原美季（著）／かわい千草（イラスト）
ジュワイユーノエル　英国妖異譚番外編 篠原美季（著）／かわい千草（イラスト）
午前零時の密談　英国妖異譚番外編２ 篠原美季（著）／かわい千草（イラスト）
メフィストフェレスの誘惑　英国妖異譚番外編３ 篠原美季（著）／かわい千草（イラスト）
アザゼルの刻印　欧州妖異譚(1) 篠原美季（著）／かわい千草（イラスト）
使い魔の箱　欧州妖異譚(2) 篠原美季（著）／かわい千草（イラスト）
聖キプリアヌスの秘宝　欧州妖異譚(3) 篠原美季（著）／かわい千草（イラスト）
アドヴェント　～彼方からの呼び声～　欧州妖異譚(4) 篠原美季（著）／かわい千草（イラスト）
琥珀色の語り部　欧州妖異譚(5) 篠原美季（著）／かわい千草（イラスト）
蘇る屍　～カリブの呪法～　欧州妖異譚(6) 篠原美季（著）／かわい千草（イラスト）
Ｈｏｍｉｃｉｄｅ　Ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ　ホミサイド・コレクション 篠原美季（著）／加藤知子（イラスト）
アダモスの殺人　Ｈｏｍｉｃｉｄｅ　Ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ 篠原美季（著）／加藤知子（イラスト）
サラマンダーの鉄槌　Ｈｏｍｉｃｉｄｅ　Ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ 篠原美季（著）／加藤知子（イラスト）
尾を広げた孔雀　Ｈｏｍｉｃｉｄｅ　Ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ 篠原美季（著）／加藤知子（イラスト）
時迷宮　ヨコハマ居留地五十八番地 篠原美季（著）
桃時雨　ヨコハマ居留地五十八番地 篠原美季（著）／土屋ちさ美（イラスト）
紅蓮楼　ヨコハマ居留地五十八番地 篠原美季（著）／土屋ちさ美（イラスト）
エマニア～月の都へ　英国妖異譚20 篠原美季（著）／かわい千草（イラスト）
大柳国華伝　紅牡丹は後宮に咲く 芝原歌織（著）／尚月地（イラスト）
大柳国華伝　百花の姫は恋を知る 芝原歌織（著）／尚月地（イラスト）
大柳国華伝　花の王は桃園に誓う 芝原歌織（著）／尚月地（イラスト）
刑事と検事のあぶない関係 愁堂れな（著）／茶屋町勝呂（イラスト）
はつ恋の義兄 愁堂れな（著）／小椋ムク（イラスト）
天翔る鳥のように 仙道はるか（著）／沢路きえ（イラスト）
いつか喜びの城へ 仙道はるか（著）／沢路きえ（イラスト）
ヴァルハラ 仙道はるか（著）／沢路きえ（イラスト）
官能的なソナチネ 仙道はるか（著）／沢路きえ（イラスト）
記憶の海に僕は眠りたい 仙道はるか（著）／沢路きえ（イラスト）
君は無慈悲な月の女王様 仙道はるか（著）／沢路きえ（イラスト）
銀河鉄道通信 仙道はるか（著）／沢路きえ（イラスト）
銀のナイフとダイヤモンド 仙道はるか（著）／周防佑未（イラスト）
愚者に捧げる無言歌 仙道はるか（著）
月光の夜想曲 仙道はるか（著）／沢路きえ（イラスト）
幻惑のリリス 仙道はるか（著）／沢路きえ（イラスト）
恋に至るまでの第一歩 仙道はるか（著）／沢路きえ（イラスト）
高雅にして感傷的なワルツ 仙道はるか（著）／沢路きえ（イラスト）
高雅にして感傷的なワルツ-上 仙道はるか（著）／沢路きえ（イラスト）
高雅にして感傷的なワルツ-下 仙道はるか（著）／沢路きえ（イラスト）
琥珀色の迷宮 仙道はるか（著）／沢路きえ（イラスト）
シークレット・ダンジョン 仙道はるか（著）／沢路きえ（イラスト）
ツイン・シグナル　シークレット・ダンジョン(2) 仙道はるか（著）／沢路きえ（イラスト）
贖罪の系譜 仙道はるか（著）／沢路きえ（イラスト）
天蠍宮の誘惑 仙道はるか（著）
刹那に月が惑う夜 仙道はるか（著）／沢路きえ（イラスト）
ネメシスの微笑 仙道はるか（著）／沢路きえ（イラスト）
背徳のオイディプス 仙道はるか（著）／沢路きえ（イラスト）
晴れた日には天使も空を飛ぶ 仙道はるか（著）／沢路きえ（イラスト）
柊探偵事務所物語(1) 仙道はるか（著）／沢路きえ（イラスト）
迷い家の里　柊探偵事務所物語(2) 仙道はるか（著）／沢路きえ（イラスト）
コードネームは蠍の心臓　柊探偵事務所物語(3) 仙道はるか（著）／沢路きえ（イラスト）
汚れなく、罪なく　柊探偵事務所物語(4) 仙道はるか（著）／沢路きえ（イラスト）
ファインダーごしのパラドクス 仙道はるか（著）／沢路きえ（イラスト）
僕らはオーパーツの夢を見る 仙道はるか（著）／沢路きえ（イラスト）

12 / 74



星ノ記憶 仙道はるか（著）／沢路きえ（イラスト）
真夜中にダンスを踊ろう 仙道はるか（著）／沢路きえ（イラスト）
見習い執事 仙道はるか（著）／タカツキノボル（イラスト）
メフィストフェレスはかくありき 仙道はるか（著）／沢路きえ（イラスト）
ヤヌスの末裔 仙道はるか（著）／沢路きえ（イラスト）
黒く光る月夜の森　ヤヌスの末裔(2) 仙道はるか（著）／沢路きえ（イラスト）
闇夜に惑う花 仙道はるか（著）／陵クミコ（イラスト）
夢の欠片が降る楽園 仙道はるか（著）／沢路きえ（イラスト）
ルナティック・コンチェルト 仙道はるか（著）／沢路きえ（イラスト）
ワルプルギスの夜に啼く 仙道はるか（著）／沢路きえ（イラスト）
薄情な男 高岡ミズミ（著）／木下けい子（イラスト）
ＶＩＰ 高岡ミズミ（著）／佐々成美（イラスト）
ＶＩＰ　棘 高岡ミズミ（著）／佐々成美（イラスト）
ＶＩＰ　蠱惑 高岡ミズミ（著）／佐々成美（イラスト）
ＶＩＰ　瑕 高岡ミズミ（著）／佐々成美（イラスト）
ＶＩＰ　刻印 高岡ミズミ（著）／佐々成美（イラスト）
ＶＩＰ　絆 高岡ミズミ（著）／佐々成美（イラスト）
ＶＩＰ　蜜 高岡ミズミ（著）／佐々成美（イラスト）
ＶＩＰ　情動 高岡ミズミ（著）／佐々成美（イラスト）
優しい夜 高岡ミズミ（著）／水名瀬雅良（イラスト）
あなたがいたから 高口里純（著）
赤い砂漠の妖姫　クシアラータの覇王(1) 高瀬美恵（著）／麻々原絵里依（イラスト）
ゆれる火影の都　クシアラータの覇王(2) 高瀬美恵（著）／麻々原絵里依（イラスト）
檻のなかの姫君　クシアラータの覇王(3) 高瀬美恵（著）／麻々原絵里依（イラスト）
地底宮の長い夜　クシアラータの覇王(4) 高瀬美恵（著）／麻々原絵里依（イラスト）
光と闇の遁走曲　クシアラータの覇王(5) 高瀬美恵（著）／麻々原絵里依（イラスト）
死せる覇者の夢　クシアラータの覇王(6) 高瀬美恵（著）／麻々原絵里依（イラスト）
炎鎖の森の虜囚　クシアラータの覇王(7) 高瀬美恵（著）／麻々原絵里依（イラスト）
凍れる月の契約　クシアラータの覇王(8) 高瀬美恵（著）／麻々原絵里依（イラスト）
擾乱の都の乙女　クシアラータの覇王(9) 高瀬美恵（著）／麻々原絵里依（イラスト）
曙光の国の覇王　クシアラータの覇王(10) 高瀬美恵（著）／麻々原絵里依（イラスト）
クシアラータの覇王外伝　銀の聖域 高瀬美恵（著）／麻々原絵里依（イラスト）
クシアラータの覇王外伝　王都の落日 高瀬美恵（著）／麻々原絵里依（イラスト）
秘法の守護者　破界伝(1) 高瀬美恵（著）／麻々原絵里依（イラスト）
水妖宮の女王　破界伝(2) 高瀬美恵（著）／麻々原絵里依（イラスト）
瑠璃色の魔性　破界伝(3) 高瀬美恵（著）／麻々原絵里依（イラスト）
闇に棲む少女　破界伝(4) 高瀬美恵（著）／麻々原絵里依（イラスト）
白魔の呼び声　破界伝(5) 高瀬美恵（著）／麻々原絵里依（イラスト）
夢の終わる日　破界伝(6) 高瀬美恵（著）／麻々原絵里依（イラスト）
眠りを継ぐ者　破界伝(7) 高瀬美恵（著）／麻々原絵里依（イラスト）
失墜のミネルヴァ　禍つ姫の系譜(1) 高瀬美恵（著）／祐天寺あこ（イラスト）
白昼のエンジェル　禍つ姫の系譜(2) 高瀬美恵（著）／祐天寺あこ（イラスト）
美貌のサラマンドラ　禍つ姫の系譜(3) 高瀬美恵（著）／祐天寺あこ（イラスト）
殺意のアバランシュ　禍つ姫の系譜(4) 高瀬美恵（著）／祐天寺あこ（イラスト）
陽炎のレクイエム　禍つ姫の系譜(5) 高瀬美恵（著）／祐天寺あこ（イラスト）
太陽と月の邂逅　ハプスブルク夢譚 槻宮和祈（著）／氷栗優（イラスト）
金曜紳士倶楽部 遠野春日（著）／高橋悠（イラスト）
封印された手紙　金曜紳士倶楽部２ 遠野春日（著）／高橋悠（イラスト）
踊るパーティーと貴公子　金曜紳士倶楽部３ 遠野春日（著）／高橋悠（イラスト）
黒の秘密　金曜紳士倶楽部４ 遠野春日（著）／高橋悠（イラスト）
闇の誘惑　金曜紳士倶楽部５ 遠野春日（著）／高橋悠（イラスト）
華麗な共演　金曜紳士倶楽部６ 遠野春日（著）／高橋悠（イラスト）
棘ある薔薇　闇夜に花嵐 遠野春日（著）／兼守美行（イラスト）
闇夜に花嵐　美しすぎる男 遠野春日（著）／兼守美行（イラスト）
薔薇の虜　闇夜に花嵐 遠野春日（著）／兼守美行（イラスト）
聖女の招喚　プラパ・ゼータ　１ 流星香（著）／片山愁（イラスト）
天空の魔法陣　プラパ・ゼータ　２ 流星香（著）／片山愁（イラスト）
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平行神話　プラパ・ゼータ　３ 流星香（著）／片山愁（イラスト）
玻璃色の迷宮　プラパ・ゼータ　４ 流星香（著）／片山愁（イラスト）
闇色の魔道士　プラパ・ゼータ　５ 流星香（著）／片山愁（イラスト）
幻影の時空樹　プラパ・ゼータ　６ 流星香（著）／片山愁（イラスト）
秘め事少女 成田アン（著）／佐原ミズ（イラスト）
魔鏡の姫神　霊感探偵倶楽部(1) 新田一実（著）／岩崎陽子（イラスト）
暗闇の狩人　霊感探偵倶楽部(2) 新田一実（著）／岩崎陽子（イラスト）
時の迷宮の舞姫　霊感探偵倶楽部(3) 新田一実（著）／岩崎陽子（イラスト）
妖鬼の呼ぶ声　霊感探偵倶楽部(4) 新田一実（著）／笠井あゆみ（イラスト）
死者の饗宴　霊感探偵倶楽部(5) 新田一実（著）／笠井あゆみ（イラスト）
慈悲深き黄泉の封土　霊感探偵倶楽部(6) 新田一実（著）／笠井あゆみ（イラスト）
呪われた愛情　霊感探偵倶楽部(7) 新田一実（著）／笠井あゆみ（イラスト）
黒い誘惑　霊感探偵倶楽部(8) 新田一実（著）／笠井あゆみ（イラスト）
凍えた闇　霊感探偵倶楽部(9) 新田一実（著）／笠井あゆみ（イラスト）
紅月の夢　霊感探偵倶楽部(10) 新田一実（著）／笠井あゆみ（イラスト）
血を啜る魂　霊感探偵倶楽部(11) 新田一実（著）／笠井あゆみ（イラスト）
忘却の虜囚　霊感探偵倶楽部(12) 新田一実（著）／笠井あゆみ（イラスト）
妖かしの紅い華　新・霊感探偵倶楽部(1) 新田一実（著）／笠井あゆみ（イラスト）
幻惑の肖像　新・霊感探偵倶楽部(2) 新田一実（著）／笠井あゆみ（イラスト）
涯なき呪詛の闇　新・霊感探偵倶楽部(3) 新田一実（著）／笠井あゆみ（イラスト）
死を呼ぶ遊戯　新・霊感探偵倶楽部(4) 新田一実（著）／笠井あゆみ（イラスト）
修羅の旋律　新・霊感探偵倶楽部(5) 新田一実（著）／笠井あゆみ（イラスト）
喪神の永き記憶　新・霊感探偵倶楽部(6) 新田一実（著）／笠井あゆみ（イラスト）
不安の立像　新・霊感探偵倶楽部(7) 新田一実（著）／笠井あゆみ（イラスト）
怨の呪縛　新・霊感探偵倶楽部(8) 新田一実（著）／笠井あゆみ（イラスト）
佳人の棲む家　新・霊感探偵倶楽部(9) 新田一実（著）／笠井あゆみ（イラスト）
月下に嗤う影　新・霊感探偵倶楽部(10) 新田一実（著）／笠井あゆみ（イラスト）
黄昏に鬼が囁く　新・霊感探偵倶楽部(11) 新田一実（著）／笠井あゆみ（イラスト）
黄泉からの誘い　新・霊感探偵倶楽部(12) 新田一実（著）／笠井あゆみ（イラスト）
見つめる眼　真・霊感探偵倶楽部(1) 新田一実（著）／笠井あゆみ（イラスト）
闇より迷い出ずる者　真・霊感探偵倶楽部(2) 新田一実（著）／笠井あゆみ（イラスト）
疾走る影　真・霊感探偵倶楽部(3) 新田一実（著）／笠井あゆみ（イラスト）
冷酷な神の恩寵　真・霊感探偵倶楽部(4) 新田一実（著）／笠井あゆみ（イラスト）
愚か者の恋　真・霊感探偵倶楽部(5) 新田一実（著）／笠井あゆみ（イラスト）
死霊の罠　真・霊感探偵倶楽部(6) 新田一実（著）／笠井あゆみ（イラスト）
鬼の棲む里　真・霊感探偵倶楽部(7) 新田一実（著）／笠井あゆみ（イラスト）
夜が囁く　真・霊感探偵倶楽部(8) 新田一実（著）／笠井あゆみ（イラスト）
紅い雪　真・霊感探偵倶楽部(9) 新田一実（著）／笠井あゆみ（イラスト）
緑柱石　真・霊感探偵倶楽部(10) 新田一実（著）／笠井あゆみ（イラスト）
月虹が招く夜　真・霊感探偵倶楽部(11) 新田一実（著）／笠井あゆみ（イラスト）
黄泉に還る　真・霊感探偵倶楽部(12) 新田一実（著）／笠井あゆみ（イラスト）
帝都万華鏡　桜の頃を過ぎても 鳩かなこ（著）／今市子（イラスト）
帝都万華鏡　梔子香る夜を束ねて 鳩かなこ（著）／今市子（イラスト）
帝都万華鏡　巡りくる夏の汀に 鳩かなこ（著）／今市子（イラスト）
帝都万華鏡　たゆたう光の涯に 鳩かなこ（著）／今市子（イラスト）
よしはら心中　帝都万華鏡　秘話 鳩かなこ（著）／今市子（イラスト）
東景白波夜話 鳩かなこ（著）／今市子（イラスト）
夏夜のたまゆらに　東景白波夜話 鳩かなこ（著）／今市子（イラスト）
花の棲処に　東景白波夜話 鳩かなこ（著）／今市子（イラスト）
羨望と恋 火崎勇（著）／葛西リカコ（イラスト）
キミにとどく想い 檜原まり子（著）／桜遼（イラスト）
情熱の月暦　愛しの人狼 檜原まり子（著）／天音友希（イラスト）
悩める助祭の緑の季節 深沢梨絵（著）／ｃｉｅｌ（イラスト）
焔炎奇談 椹野道流（著）／あかま日砂紀（イラスト）
にゃんこ亭のレシピ４ 椹野道流（著）／山田ユギ（イラスト）
宵霞奇談 椹野道流（著）／あかま日砂紀（イラスト）
カンダタ ぽぺち（著）／Ｌａｒｕｈａ（イラスト）
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カンダタ、審判の刻 ぽぺち（著）／Ｌａｒｕｈａ（イラスト）
受け継がれた意志　カンダタ ぽぺち（著）／Ｌａｒｕｈａ（イラスト）
ゴーストタッチ　電脳幽戯(1) 真名月由美（著）／宮川由地（イラスト）
クワイエットボイス　電脳幽戯(2) 真名月由美（著）／宮川由地（イラスト）
コールドハンド　電脳幽戯(3) 真名月由美（著）／宮川由地（イラスト）
罪の蜜 丸木文華（著）／笠井あゆみ（イラスト）
首相官邸の不埒な恋愛主導 御木宏美（著）／三尾じゅん太（イラスト）
魅惑のバディ 御木宏美（著）／葛西リカコ（イラスト）
黒衣の竜王子と光の王女 水島忍（著）／周防佑未（イラスト）
《魔法使い》にお願い？　運命のタロット（１）　【復☆電書】 皆川ゆか（著）／乱魔猫吉（イラスト）
《教皇》がｉを説く　真・運命のタロット（１）　【復☆電書】 皆川ゆか（著）／乱魔猫吉（イラスト）
ぱらどっくすティ－・パ－ティー　【復☆電書】 皆川ゆか（著）／佐藤まり子（イラスト）

永遠の愛ならかなわない　浪漫神示
峰桐皇（著）／如月水（ＲＥＤ　ＦＬＡＧＳＨＩＰ）（イラス
ト）

すべてが夢でも忘れない　浪漫神示 峰桐皇（著）／如月水（イラスト）
黄金の花咲く　―龍神郷― 宮乃崎桜子（著）／岩崎美奈子（イラスト）
飛天のごとく　上巻　初恋の巻 宮乃崎桜子（著）／浅見侑（イラスト）
飛天のごとく　下巻　動乱の巻 宮乃崎桜子（著）／浅見侑（イラスト）
我が呼ぶ声を聞いて　幻獣降臨譚 本宮ことは（著）／池上紗京（イラスト）
アリス　イン　サスペンス 桃華舞（著）／カズアキ（イラスト）
ドリーミング　ガールズ！ 桃華舞（著）／カズアキ（イラスト）
黒の眠り　薔薇の約束　ウナ・ヴォルタ物語 森崎朝香（著）／由貴海里（イラスト）
黒の目覚め　赤の胎動　ウナ・ヴォルタ物語 森崎朝香（著）／由貴海里（イラスト）
金の奔流　赤の変幻　ウナ・ヴォルタ物語 森崎朝香（著）／由貴海里（イラスト）
金の夢幻　薔薇の再会　ウナ・ヴォルタ物語 森崎朝香（著）／由貴海里（イラスト）
海鳴の花嫁　玻璃暗涙 森崎朝香（著）／明咲トウル（イラスト）
玄天の花嫁　嬌鳥待望 森崎朝香（著）／由羅カイリ（イラスト）
孤峰の花嫁　霞彩包懐 森崎朝香（著）／明咲トウル（イラスト）
秋霖の花嫁　香霧想起 森崎朝香（著）／明咲トウル（イラスト）
峻嶺の花嫁　花音祈求 森崎朝香（著）／明咲トウル（イラスト）
翔佯の花嫁　片月放浪 森崎朝香（著）／由羅カイリ（イラスト）
青嵐の花嫁　栄冠翔破 森崎朝香（著）／明咲トウル（イラスト）
天の階　竜天女伝 森崎朝香（著）／由羅カイリ（イラスト）
春の女神と銀雪の騎士 森崎朝香（著）／香坂ゆう（イラスト）
春夢の花嫁　珠閣雷鳴 森崎朝香（著）／明咲トウル（イラスト）
鳳挙の花嫁　朱明探求 森崎朝香（著）／由羅カイリ（イラスト）
雄飛の花嫁　涙珠流転 森崎朝香（著）／由羅カイリ（イラスト）
藍玉の花嫁　紅涙流落 森崎朝香（著）／明咲トウル（イラスト）
蘭契の花嫁　綺羅纏絡 森崎朝香（著）／明咲トウル（イラスト）
奥様は貴腐人　旦那様はボイスマイスター 森美紗乃（著）／ひだかなみ（イラスト）
アイドルになんか恋をするな！ 森山侑紀（著）／蜂不二子（イラスト）
アイドルになんかなりたくない！ 森山侑紀（著）／蜂不二子（イラスト）
世界で一番可愛いあの子 森山侑紀（著）／カズアキ（イラスト）
世界で一番不思議なあの子 森山侑紀（著）／カズアキ（イラスト）
ゆるゆる男子の花婿選び 森山侑紀（著）／カズアキ（イラスト）
茨の呪縛　～目覚めのくちづけ～ 矢城米花（著）／宝井さき（イラスト）
恋月夜、こんこん ゆりの菜櫻（著）／Ｃｉｅｌ（イラスト）
アイラ　～セイリアの剣姫～ 吉田珠姫（著）／すがはら竜（イラスト）
追いし、恋し 李丘那岐（著）／三池ろむこ（イラスト）
若旦那のお気に入り 李丘那岐（著）／夏珂（イラスト）
白銀の民 琉架（著）／田村美咲（イラスト）
罪と楽園の香り　白銀の民 琉架（著）／田村美咲（イラスト）
あなたが見えない… 若林真紀（著）／いでまゆみ（イラスト）
あなたのいる夕暮れ 若林真紀（著）／いでまゆみ（イラスト）
彼をわたしにください 若林真紀（著）／いでまゆみ（イラスト）
ささやきを聴きとめて 若林真紀（著）／いでまゆみ（イラスト）
夏だけの恋にしないで 若林真紀（著）／いでまゆみ（イラスト）
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ハートビート・スキャンダル 若林真紀（著）／いでまゆみ（イラスト）
バナナシェイクをふたりで 若林真紀（著）／いでまゆみ（イラスト）
ひとの気も知らないで 若林真紀（著）／いでまゆみ（イラスト）
もう一度あなたに帰りたい 若林真紀（著）／いでまゆみ（イラスト）

講談社学術文庫

坂本龍馬 飛鳥井雅道（著）
海と列島の中世 網野善彦（著）
イザベラ・バードの日本紀行（上）　UNBEATEN TRACKS IN JAPAN イザベラ・バード（著）／時岡敬子（著）
イザベラ・バードの日本紀行（下）　UNBEATEN TRACKS IN JAPAN イザベラ・バード（著）／時岡敬子（著）
『資本論』を読む 伊藤誠（著）
伊勢神宮と日本美 井上章一（著）
近代日本思想の肖像 大澤真幸（著）
関ヶ原合戦　家康の戦略と幕藩体制 笠谷和比古（著）
純粋理性批判（一） カント，Ｉ．（著）／天野貞祐（訳）
純粋理性批判（二） カント，Ｉ．（著）／天野貞祐（訳）
純粋理性批判（三） カント，Ｉ．（著）／天野貞祐（訳）
純粋理性批判（四） カント，Ｉ．（著）／天野貞祐（訳）
マキアヴェッリと『君主論』 佐々木毅（著）
アフォーダンス入門　知性はどこに生まれるか 佐々木正人（著）
日蓮「立正安国論」全訳注 佐藤弘夫（全訳注）
マルクス・アウレリウス「自省録」 鈴木照雄（著）／鈴木照雄（訳）
地方の王国 高畠通敏（著）
哲学の教科書 中島義道（著）
シュンペーター 根井雅弘（著）
言葉・狂気・エロス　無意識の深みにうごめくもの 丸山圭三郎（著）
幕末遣欧使節団 宮永孝（著）

講談社キャラクター文庫

小説　仮面ライダーファイズ 井上敏樹（著）／石ノ森章太郎（原作）
小説　仮面ライダーアギト 岡村直宏（著）／井上敏樹（監修）／石ノ森章太郎（原作）
小説　仮面ライダーディケイド　門矢士の世界～レンズの中の箱庭～ 鐘弘亜樹（著）／井上敏樹（監修）／石ノ森章太郎（原作）
小説　仮面ライダー響鬼 きだつよし（著）／石ノ森章太郎（原作）
小説　仮面ライダーキバ 古怒田健志（著）／井上敏樹（監修）／石ノ森章太郎（原作）
小説　仮面ライダーＷ　～Ｚを継ぐ者～ 三条陸（著）／石ノ森章太郎（原作）
小説　仮面ライダーブレイド 宮下隼一（著）／石ノ森章太郎（原作）
小説　仮面ライダーオーズ 毛利亘宏（著）／石ノ森章太郎（原作）
小説　仮面ライダーカブト 米村正二（著）／石ノ森章太郎（原作）

講談社現代新書

ゲーム的リアリズムの誕生　動物化するポストモダン２ 東浩紀（著）
動物化するポストモダン　オタクから見た日本社会 東浩紀（著）
「教養」とは何か 阿部謹也（著）
妻との修復 嵐山光三郎（著）
経済成長神話の終わり　減成長と日本の希望 アンドリュー・Ｊ．サター（著）／中村起子（訳）
相手に「伝わる」話し方　ボクハコンナコトヲカンガエナガラハナシシテキタ 池上彰（著）
学び続ける力 池上彰（著）
わかりやすく〈伝える〉技術 池上彰（著）
〈わかりやすさ〉の勉強法 池上彰（著）
民法はおもしろい 池田真朗（著）
ロボットとは何か　人の心を映す鏡 石黒浩（著）
孤独を生きぬく　キリスト教のメッセージ イシドロリバス（著）
新・学問のススメ─生涯学習のこれから 石弘光（著）
反教育論　猿の思考から超猿の思考へ 泉谷閑示（著）
「神道」の虚像と実像 井上寛司（著）
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二つの「競争」―競争観をめぐる現代経済思想 井上義朗（著）
人類の祖先を探る　京大アフリカ調査隊の記録 今西錦司（著）
芭蕉＝その人生と芸術 井本農一（著）
韓国のグローバル人材育成力　超競争社会の真実 岩渕秀樹（著）
パーソナリティ障害とは何か 牛島定信（著）
世界史の中のパレスチナ問題 臼杵陽（著）
ハプスブルク家 江村洋（著）
ハプスブルク家の女たち 江村洋（著）
リアルのゆくえ　おたく／オタクはどう生きるか 大塚英志（著）／東浩紀（著）
ＤＮＡ医学の最先端　自分の細胞で病気を治す 大野典也（著）
聖書ＶＳ．世界史　キリスト教的歴史観とは何か 岡崎勝世（著）
新版　大学生のためのレポート・論文術 小笠原喜康（著）
ウェブでの〈伝わる〉文章の書き方 岡本真（著）
アメリカを動かす思想　プラグマティズム入門 小川仁志（著）
はじめての政治哲学　「正しさ」をめぐる２３の問い 小川仁志（著）
冤罪はこうして作られる 小田中聰樹（著）
自分を愛する力 乙武洋匡（著）
論語　現代に生きる中国の知恵 貝塚茂樹（著）
ビッグデータの覇者たち 海部美知（著）
デザインの教科書 柏木博（著）
中国社会の見えない掟　潜規則とは何か 加藤隆則（著）
「反日」中国の真実 加藤隆則（著）
定年からの旅行術 加藤仁（著）
〈不安な時代〉の精神病理 香山リカ（著）
家族関係を考える 河合隼雄（著）
２２歳からの国語力 川辺秀美（著）
最高に贅沢なクラシック 許光俊（著）
走る意味―命を救うランニング 金哲彦（著）
はじめての言語学 黒田龍之助（著）
クラウドの未来　超集中と超分散の世界 小池良次（著）
「空気」と「世間」 鴻上尚史（著）
ゼロからわかる　経済学の思考法 小島寛之（著）
鉄道と国家─「我田引鉄」の近現代史 小牟田哲彦（著）
地アタマを鍛える知的勉強法 齋藤孝（著）
なぜ日本人は学ばなくなったのか 齋藤孝（著）
頭が良くなる議論の技術 齋藤孝（著）
関係する女　所有する男 斎藤環（著）
経済学の犯罪　稀少性の経済から過剰性の経済へ 佐伯啓思（著）
自由とは何か　「自己責任論」から「理由なき殺人」まで 佐伯啓思（著）
「欲望」と資本主義　終りなき拡張の論理 佐伯啓思（著）
独立国家のつくりかた 坂口恭平（著）
死別の悲しみに向き合う　グリーフケアとは何か 坂口幸弘（著）
ニッポンの思想 佐々木敦（著）
がんを生きる 佐々木常雄（著）
死と生の記録　真実の生き方を求めて 佐藤幸治（著）
枢密院議長の日記 佐野眞一（著）
化石の分子生物学　生命進化の謎を解く 更科功（著）
一生モノの英文法 澤井康佑（著）
中国共産党の経済政策 柴田聡（著）／長谷川貴弘（著）
本はどう読むか 清水幾太郎（著）
〈意識〉とは何だろうか　脳の来歴、知覚の錯誤 下條信輔（著）
居酒屋の世界史 下田淳（著）
ラカンの精神分析 新宮一成（著）
発達障害のいま 杉山登志郎（著）
発達障害の子どもたち 杉山登志郎（著）
カーニヴァル化する社会 鈴木謙介（著）
超高齢社会の基礎知識 鈴木隆雄（著）
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生きる希望を忘れた若者たち 鈴木弘輝（著）
客家　中国の内なる異邦人 高木桂蔵（著）
創造の方法学 高根正昭（著）
職場は感情で変わる 高橋克徳（著）
感性の限界　不合理性・不自由性・不条理性 高橋昌一郎（著）
知性の限界　不可測性・不確実性・不可知性 高橋昌一郎（著）
理性の限界　不可能性・不確定性・不完全性 高橋昌一郎（著）
ゲーデルの哲学　不完全性定理と神の存在論 高橋昌一郎（著）
日本のルールは間違いだらけ たくきよしみつ（著）
原発報道とメディア 武田徹（著）
創価学会の研究 玉野和志（著）
世界の陰謀論を読み解く――ユダヤ・フリーメーソン・イルミナティ 辻隆太朗（著）
七三一部隊　生物兵器犯罪の真実 常石敬一（著）
いきいきと生きよ　ゲーテに学ぶ 手塚富雄（著）
科学する麻雀 とつげき東北（著）
〈子ども〉のための哲学 永井均（著）
これがニーチェだ 永井均（著）
インタビュー術！ 永江朗（著）
なぜフランスでは子どもが増えるのか　フランス女性のライフスタイル 中島さおり（著）
「時間」を哲学する　過去はどこへ行ったのか 中島義道（著）
タテ社会の人間関係　単一社会の理論 中根千枝（著）
適応の条件　日本的連続の思考 中根千枝（著）
「天下り」とは何か 中野雅至（著）
今こそアーレントを読み直す 仲正昌樹（著）
いまを生きるための思想キーワード 仲正昌樹（著）
本音の沖縄問題 仲村清司（著）
世界に呼びかける東洋 中村元（著）
裁判員制度の正体 西野喜一（著）
選ばれる男たち－女たちの夢のゆくえ 信田さよ子（著）
哲学の謎 野矢茂樹（著）
無限論の教室 野矢茂樹（著）
おどろきの中国 橋爪大三郎（著）／大澤真幸（著）／宮台真司（著）
ふしぎなキリスト教 橋爪大三郎（著）／大澤真幸（著）
新しいヘーゲル 長谷川宏（著）
勝つための経営　グローバル時代の日本企業生き残り戦略 畑村洋太郎（著）／吉川良三（著）
畑村式「わかる」技術 畑村洋太郎（著）
未曾有と想定外　東日本大震災に学ぶ 畑村洋太郎（著）
〈勝負脳〉の鍛え方 林成之（著）
動きが心をつくる　身体心理学への招待 春木豊（著）
つながる読書術 日垣隆（著）
日本の国防　ベイグンカスルジエイタイメイソウスルセイジ 久江雅彦（著）
万葉集入門　人間と風土 久松潜一（著）
演技と演出 平田オリザ（著）
演劇入門 平田オリザ（著）
わかりあえないことから　コミュニケーション能力とは何か 平田オリザ（著）
私とは何か　「個人」から「分人」へ 平野啓一郎（著）
哲学入門一歩前　モノからコトヘ 廣松渉（著）
今こそマルクスを読み返す 廣松渉（著）
ケータイ世界の子どもたち 藤川大祐（著）
騎手の一分　競馬界の真実 藤田伸二（著）
不愉快な現実　中国の大国化、米国の戦略転換 孫崎享（著）
大学でいかに学ぶか 増田四郎（著）
新しい仏教のこころ　わたしの仏教概論 増谷文雄（著）
新しい「教育格差」 増田ユリヤ（著）
ＪＡＬ再建の真実 町田徹（著）
新しい左翼入門　相克の運動史は超えられるか 松尾匡（著）
ビジネスマンのための「行動観察」入門 松波晴人（著）
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言葉と無意識 丸山圭三郎（著）
弁証法はどういう科学か 三浦つとむ（著）
原発社会からの離脱　自然エネルギーと共同体自治に向けて 宮台真司（著）／飯田哲也（著）
森の力　植物生態学者の理論と実践 宮脇昭（著）
時刻表ひとり旅 宮脇俊三（著）
量子力学の哲学　非実在性・非局所性・粒子と波の二重性 森田邦久（著）
死刑と正義 森炎（著）
キリストとイエス　聖書をどう読むか 八木誠一（著）
ヒトはなぜことばを使えるか　脳と心のふしぎ 山鳥重（著）
まんが現代史－アメリカが戦争をやめない理由 山井教雄（著）
まんが　パレスチナ問題 山井教雄（著）
算数・数学が得意になる本 芳沢光雄（著）
数学的思考法　説明力を鍛えるヒント 芳沢光雄（著）
日本経済の奇妙な常識 吉本佳生（著）
日本の景気は賃金が決める 吉本佳生（著）
現代中国「解体」新書 梁過（著）
「上から目線」の時代 冷泉彰彦（著）
「関係の空気」「場の空気」 冷泉彰彦（著）
知的生活の方法 渡部昇一（著）
奪われた「三種の神器」　皇位継承の中世史 渡邊大門（著）

講談社ことばの新書

漢字のなりたち物語 阿辻哲次（著）
日英対照実用ことわざ辞典 講談社辞典局（著）
ここが違う　知ってるつもりの英単語 レッドベター・マーク（著）／レッドベター千賀子（著）

講談社選書メチエ

ビールの教科書 青井博幸（著）
ゾロアスター教 青木健（著）
アーリア人 青木健（著）
卒業式の歴史学 有本真紀（著）
トマス・アクィナス『神学大全』 稲垣良典（著）
トクヴィル　平等と不平等の理論家 宇野重規（著）
近代日本のナショナリズム 大澤真幸（著）
穢れと神国の中世 片岡耕平（著）
浜口雄幸と永田鉄山 川田稔（著）
儒教・仏教・道教　東アジアの思想空間 菊地章太（著）
統合失調症あるいは精神分裂病　精神医学の虚実 計見一雄（著）
善悪は実在するか　アフォーダンスの倫理学 河野哲也（著）
日本軍のインテリジェンス　なぜ情報が活かされないのか 小谷賢（著）
「女装と男装」の文化史 佐伯順子（著）
知の教科書　フーコー 桜井哲夫（著）
アイヌの歴史　海と宝のノマド 瀬川拓郎（著）
〈育てる経営〉の戦略　ポスト成果主義への道 高橋伸夫（著）
日本語は論理的である 月本洋（著）
日本人の起源　古人骨からルーツを探る 中橋孝博（著）
階級社会　現代日本の格差を問う 橋本健二（著）
経済倫理＝あなたは、なに主義？ 橋本努（著）
子供の哲学　産まれるものとしての身体 檜垣立哉（著）
法然対明恵　鎌倉仏教の宗教対決 町田宗鳳（著）
〈代表〉と〈統治〉のアメリカ政治 待鳥聡史（著）
『正法眼蔵』を読む　存在するとはどういうことか 南直哉（著）
宗教からよむ「アメリカ」 森孝一（著）
南朝全史　大覚寺統から後南朝へ 森茂暁（著）
分析哲学入門 八木沢敬（著）
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意味・真理・存在　分析哲学入門・中級編 八木沢敬（著）

講談社のお料理BOOK

ひとさじで料亭の味！　魔法の糀レシピ 浅利妙峰（著）
てんきち母ちゃんちの休日ごはん 井上かなえ（著）
ＹＯＭＥちゃんの子どもがよろこぶおかず 大井純子（著）
ＹＯＭＥちゃんの子どもがよろこぶおやつ 大井純子（著）
混ぜて固めるだけぷるるんデザート 葛西麗子（著）
子どもクッキング　ママと作る休日の朝ごはん 葛恵子（著）
フルーツがいっぱい！春夏秋冬クールデザート 加藤千恵（著）
簡単！　時短！　３日おいしい！　ベストヒット野菜料理 カノウユミコ（著）
そうだ！　パスタにすればいいんだ！ 坂田阿希子（著）
イタリアで一番おいしい家庭料理　シチリアのおうちレシピ 佐藤礼子（著）
毎日活躍！「ストウブ」で和洋中 サルボ恭子（著）
ケーキポップスの本 下迫綾美（著）
誰か来る日のための素敵な盛りつけはセンスよりコツ 中村美穂（著・イラスト）
とうふ料理　京都人だから知っているおいしい食べ方 藤野久子（著）
出張料理人が教える　本当に使えるおもてなし本 マカロン由香（著）
１食１００円「病気にならない」食事　実践レシピ 幕内秀夫（著）
下ごしらえなし！凍ったまま調理！史上最ラク　フリージング大革命 村田裕子（著）
味つけはしょうゆ、砂糖、塩だけ！　美味おかず読本 山田冨起子（著）
ナポリ食堂　「ダ　イーサ」へようこそ！ 山本尚徳（著）
ほんとうは簡単！　かけこみおだし塾 山脇りこ（著）
ムリなくできるラクラクお弁当 脇雅世（著）
甘ゼリー・塩ゼリー 渡辺麻紀（著）

講談社の実用BOOK

歩くだけで美脚になる！　魔法の「腕組みウォーク」 小倉義人（著）
大増税に負けない！　節税以前の税金で得する常識 河西哲也（著）
寝ているうちにやせるカラダになる！　ブリージングストレッチ 古久澤靖夫（著）
Ｄｒ．さとうの「肥満大学」プログラム　キャラチェンジダイエット 佐藤周三（著）
ねこ背は「１０秒」で治る！　身長が伸びる、やせる！　背伸ばし体操 清水真（著）
絶対！　ノーファンデ主義　ファンデーションを脱ぐと美肌が手に入る！ 潤子ララビュール（著）
美活、就活、婚活…内匠淳のメイクが圧倒的に支持される理由 内匠淳（著）
若返る！　小顔になる！　「顔たるみ」とり 竹井仁（著）
親子で楽しむ　１２ヵ月のキッズイベント 辰元草子（著）
もうネイルアートには頼らない！　大人の上品美爪塾 東條汀留（著）
１０歳若返る「顔グセ直し」　シワ・たるみがみるみる消えていく！ 土門奏（著）
Ｄｒ．ＫＡＫＫＯのツンツンくびれ体操 中村格子（著）
よくある“困った”を３秒で解決！　“取説”以前のパソコンの常識 中山真敬（著）
ストロー１本で顔が１０歳若返る！　ストロビクス 服部彩香（著）
酵素たっぷりで「やせ体質」になる！　「朝ジュース」ダイエット 藤井香江（著）
デトックス＆脂肪燃焼　ダブル効果でやせる！　朝ジュース×夜スープダイエット 藤井香江（著）
成功する男のファッションの秘訣６０　９割の人が間違ったスーツを着ている 宮崎俊一（著）
９割の人が間違った買い物をしている　成功している男の服選びの秘訣４０ 宮崎俊一（著）
「きれい」を引き寄せる　美容瞑想 宮崎なぎさ（著）
大人のゆかた入門 森荷葉（著）
絵の具３色だけで！　かわいい水彩イラスト帖 吉沢深雪（著）

講談社ノベルス

まだ殺してやらない 蒼井上鷹（著）
女優志願殺人事件 赤川次郎（著）
輪廻転生殺人事件 赤川次郎（著）
虫とりのうた 赤星香一郎（著）
虚空の糸　警視庁捜査一課十一係 麻見和史（著）
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キョウカンカク 天祢涼（著）
虹果て村の秘密 有栖川有栖（著）
人魚と提琴　玩具館綺譚 石神茉莉（著）
謝肉祭の王　玩具館綺譚 石神茉莉（著）
≠の殺人 石崎幸二（著）
復讐者の棺 石崎幸二（著）
皇帝の新しい服 石崎幸二（著）
世界でいちばん醜い子供 浦賀和宏（著）
トレジャー・キャッスル 菊地秀行（著）／鈴木康士（イラスト）
幕末屍軍団 菊地秀行（著）
猫柳十一弦の失敗　探偵助手五箇条 北山猛邦（著）
ルー＝ガルー１　忌避すべき狼 京極夏彦（著）
ルー＝ガルー１　忌避すべき狼１／５ 京極夏彦（著）
ルー＝ガルー１　忌避すべき狼２／５ 京極夏彦（著）
ルー＝ガルー１　忌避すべき狼３／５ 京極夏彦（著）
ルー＝ガルー１　忌避すべき狼４／５ 京極夏彦（著）
ルー＝ガルー１　忌避すべき狼５／５ 京極夏彦（著）
ルー＝ガルー２　インクブス×スクブス　相容れぬ夢魔　１／２ 京極夏彦（著）
ルー＝ガルー２　インクブス×スクブス　相容れぬ夢魔　２／２ 京極夏彦（著）
名探偵はどこにいる 霧舎巧（著）
消された龍馬　念写探偵　加賀美鏡介 楠木誠一郎（著）
念写探偵　加賀美鏡介 楠木誠一郎（著）
紙の碑に泪を　　上小野田警部の退屈な事件 倉阪鬼一郎（著）
四神金赤館銀青館不可能殺人 倉阪鬼一郎（著）
緑金書房午睡譚 篠田真由美（著）
占星術殺人事件　改訂完全版 島田荘司（著）
眼球堂の殺人　～Ｔｈｅ　Ｂｏｏｋ～ 周木律（著）
来鳴く木菟　日知り月　薬屋探偵怪奇譚 高里椎奈（著）
ソラチルサクハナ　薬屋探偵怪奇譚 高里椎奈（著）
天上の羊　砂糖菓子の迷児　薬屋探偵怪奇譚 高里椎奈（著）
ダウスに堕ちた星と嘘　薬屋探偵怪奇譚 高里椎奈（著）
遠に呱々泣く八重の繭　薬屋探偵怪奇譚 高里椎奈（著）
童話を失くした明時に　薬屋探偵怪奇譚 高里椎奈（著）
風牙天明　フェンネル大陸　偽王伝５ 高里椎奈（著）
雲の花嫁　フェンネル大陸　偽王伝６ 高里椎奈（著）
終焉の詩　フェンネル大陸　偽王伝７ 高里椎奈（著）
草原の勇者　フェンネル大陸　真勇伝１ 高里椎奈（著）
太陽と異端者　フェンネル大陸　真勇伝２ 高里椎奈（著）
雪の追憶　フェンネル大陸　真勇伝３ 高里椎奈（著）
黄昏に祈る人　フェンネル大陸　真勇伝４ 高里椎奈（著）
星々の夜明け　フェンネル大陸　真勇伝５ 高里椎奈（著）
天球儀白話　フェンネル大陸　外伝 高里椎奈（著）
狂い壁　狂い窓　綾辻・有栖川復刊セレクション 竹本健治（著）
匣の中の失楽 竹本健治（著）
汎虚学研究会 竹本健治（著）
奇蹟審問官アーサー　死蝶天国 柄刀一（著）
光待つ場所へ 辻村深月（著）／佐伯佳美（イラスト）
人事系シンジケート　Ｔ－ＲＥＸ失踪 鳥飼否宇（著）
増加博士の事件簿 二階堂黎人（著）
マリオネット・エンジン 西澤保彦（著）
十津川警部　トリアージ　生死を分けた石見銀山 西村京太郎（著）
十津川警部　猫と死体はタンゴ鉄道に乗って 西村京太郎（著）
ウルチモ・トルッコ　犯人はあなただ！ 深水黎一郎（著）
花窗玻璃　　シャガールの黙示 深水黎一郎（著）
監禁 福田栄一（著）
狩眼 福田栄一（著）
亡羊の嘆　鬼籍通覧 椹野道流（著）
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神様ゲーム 麻耶雄嵩（著）
聖地巡礼 真梨幸子（著）
プライベートフィクション 真梨幸子（著）
赤の女王の名の下に　ＴＨＡＮＡＴＯＳ 汀こるもの（著）
完全犯罪研究部 汀こるもの（著）
少女残酷論　完全犯罪研究部 汀こるもの（著）
フォークの先、希望の後　ＴＨＡＮＡＴＯＳ 汀こるもの（著）
リッターあたりの致死率は　ＴＨＡＮＡＴＯＳ 汀こるもの（著）
幻獣坐　Ｔｈｅ　Ｓｃａｒｌｅｔ　Ｓｉｎｎｅｒ 三雲岳斗（著）
幻獣坐２　Ｔｈｅ　Ｉｃｅ　Ｅｄｇｅ 三雲岳斗（著）
蛇棺葬 三津田信三（著）
ついてくるもの 三津田信三（著）
百蛇堂 三津田信三（著）
ルームシェア　私立探偵・桐山真紀子 宗形キメラ（著）
無貌伝　～双児の子ら～ 望月守宮（著）
無貌伝　～夢境ホテルの午睡～ 望月守宮（著）
ジグβは神ですか 森博嗣（著）

講談社Birth

Ｐ・Ｋ 青葉奈々（著）
千葉県立海中高校 青柳碧人（著）／とみー（イラスト）
浜村渚の計算ノート 青柳碧人（著）／桐野壱（イラスト）
浜村渚の計算ノート　２さつめ　ふしぎの国の期末テスト 青柳碧人（著）／桐野壱（イラスト）
浜村渚の計算ノート　３さつめ　浜村渚の水色コンパス 青柳碧人（著）／桐野壱（イラスト）
草　愛づる 蟻沢ナツ（著）／壱（イラスト）
偽りの人々 石川佑（著）／浅川慎一郎（イラスト）
すごろくごはん 石平ひかり（著）／にしたか（イラスト）
ヤヌス うえむらちか（著）／虎硬（イラスト）
神村企画　The Making of the Next Kamimura 辛島デイヴィッド（著）／山代政一（イラスト）
枯れゆく孤島の殺意 神郷智也（著）／和田鳥太郎（イラスト）
月野さんのギター 寒竹泉美（著）／房野聖（イラスト）
たい焼娘と逃亡志願者 岸穂花（著）／ホンダアキ子（イラスト）
トライアングル 草間優紀（著）／いでたつひろ（イラスト）
セックスゲーム 桑野日向（著）／竹谷嘉人（イラスト）
不確定性の彼女　She has Null falsifiability 佐原一可（著）／七生えり（イラスト）
ちいさなこと 高橋己詩（著）／紫音（イラスト）
爆走！　芸人ドライブ 玉澤介（著）／ヤマ（イラスト）
僕に彼の愛の手を 留永法子（著）／戯あひさ（イラスト）
進駐軍がいた少年時代 長島芳明（著）／岡村礼菜（イラスト）
神の一球 七原七典（著）
覆面作家のため息 西藤潤（著）／久保いさこ（イラスト）
エーテルの衝撃 猫澤靖（著）／浅見喬（イラスト）
マスゲーム ひらたひろと（著）／富岡二郎（イラスト）
駒、玉のちりとなり 藤ノ木陵（著）／日月沙絵（イラスト）
駒、玉のちりとなり-1 藤ノ木陵（著）／日月沙絵（イラスト）
駒、玉のちりとなり-2 藤ノ木陵（著）／日月沙絵（イラスト）
逆さ 松島健策（著）／竹谷嘉人（イラスト）
欲望チャッター 水島慶紀（著）／荒谷武志（イラスト）
骨、家へかえる 三角みづ紀（著）／虎硬（イラスト）
プリズム 村上千晃（著）／帯刀桃子（イラスト）
ゆきあかり 村田りねん（著）／トモ（イラスト）

講談社BIZ

ユーマネー　Freeでお金と自分を成長させる方法 中村祐介（著）

世界を変えるオシゴト　社会起業家になったふたりの女の子の感動物語
マリー・ソー（著）／キャロル・チャウ（著）／林路美代
（訳）／林民子（訳）
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講談社＋α新書

ニンジンの奇跡　畑で学んだ病気にならない生き方 赤峰勝人（著）
アイデアを脳に思いつかせる技術 安達元一（著）／藤本貴之（監修）
スローセックス実践入門　真実の愛を育むために アダム徳永（著）
妻を愛する技術　スローセックスから日常の会話まで アダム徳永（著）
あなたの夫を愛妻家にする知恵 アダム徳永（著）
４０歳からのピアノ入門　３ヵ月でマスターした「コード奏法」講座 鮎川久雄（著）
日本語の「大疑問」 池上彰（著）
「隠れ病」は肌に出る！ 猪越恭也（著）
自分の好きな物だけ食べれば病気は治る・防げる 石原結實（著）
２０歳若く見える頭髪アンチ・エイジング 板羽忠徳（著）
新・フーゾクの経済学　欲望は先手必勝、生き延びるヒント 岩永文夫（著）
ＬＤ（学習障害）とディスレクシア（読み書き障害）　子どもたちの「学び」と「個性」 上野一彦（著）
草食系男子「お嬢マン」が日本を変える 牛窪恵（著）
偏差値３５から公認会計士に受かる記憶術 碓井孝介（著）
ゴルフ　巧くなる人ならない人 江連忠（著）
続く会社、続かない会社はＮｏ．２で決まる 大塚英樹（著）
生命をみとる看護　何がどこまでできるのか 大坪洋子（著）
神さまが嫌う最悪参拝　仏さまが喜ぶ最良参拝 大野出（著）
やる気の健康医学 大原健士郎（著）
本当に怖い低血糖症　マクロビオティックが現代の病を治す 奥津典子（著）
遺伝子検査からはじまるオーダーメイドがん治療の時代 加藤洋一（著）
北朝鮮スーパーエリート達から日本人への伝言 加藤嘉一（著）
安岡正篤　珠玉の言葉 神渡良平（著）
安岡正篤　人生を拓く 神渡良平（著）
父親の力　母親の力　「イエ」を出て「家」に帰る 河合隼雄（著）
「病院」が東北を救う日 北原茂実（著）
神道的生活が日本を救う 藏原これむつ（著）
野球力　ストップウォッチで判る「伸びる人材」 小関順二（著）
「あらすじ」だけで人生の意味が全部わかる世界の古典１３ 近藤康太郎（著）
妊活バイブル　晩婚・少子化時代に生きる女のライフプランニング 齊藤英和（著）／白河桃子（著）
最後に残るのは、身体だけ――自分を見つめなおす「整体の智恵」 三枝龍生（著）
子どもの脳の発達　臨界期・敏感期　早期教育で知能は大きく伸びるのか？ 榊原洋一（著）
生命保険「入って得する人、損する人」 坂本嘉輝（著）
どうしたら桜井さんのように「素」で生きられますか？ 桜井章一（著）／香山リカ（著）
人を見抜く技術　20年間無敗、伝説の雀鬼の「人間観察力」 桜井章一（著）
口ぐせダイエット　脂肪が逃げ出す「ゼロ円」メソッド 佐藤富雄（著）
脳は悲鳴を上げている　頭痛、めまい、耳鳴り、不眠は「脳過敏症候群」が原因だった！？ 清水俊彦（著）
ガンもボケも逃げ出す「人生のテーマ」の見つけ方　おカネをかけずに１００歳まで元気な
生活術

白澤卓二（著）

自分のことをしゃべりすぎる若者たち 杉浦由美子（著）
「味覚力」を鍛えれば病気にならない　味博士トレーニングメソッド 鈴木隆一（著）
３６５日「蒸し野菜生活」健康法　誰でも驚くほど野菜が食べられる！ 関宏美（著）
３６５日「蒸し野菜生活」健康法──誰でも驚くほど野菜が食べられる！ 関宏美（著）
「若返り血管」をつくる生き方　ふくらはぎを柔らかくすれば血管寿命は延びる 高沢謙二（著）
記憶する力　忘れない力 立川談四楼（著）
４０歳からの“名刺をすてられる”生き方　疲れた職場で生き残る８つの法則 田中靖浩（著）
地名に隠された「東京津波」 谷川彰英（著）
地名に隠された「南海津波」 谷川彰英（著）
「メス」失格 対馬ルリ子（著）
５０歳を超えてもガンにならない生き方 土橋重隆（著）
アメリカ―最強のエリート教育 釣島平三郎（著）
医者を信じると病気になる　「常識」破りの養生法 丁宗鐵（著）
ニーチェの警告　日本を蝕む「Ｂ層」の害毒 適菜収（著）
新編　はじめてのニーチェ 適菜収（著）
犬は自分で生き方を決められない Ｄｅｃｏ（著）
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一度も植民地になったことがない日本 デュラン・れい子（著）
実践　レイキヒーリング入門　愛と癒しの技法 土居裕（著）
ニオイをかげば病気がわかる 外崎肇一（著）
社会脳ＳＱの作り方　ＩＱでもＥＱでもない成功する人の秘密 永江誠司（著）
不動産投資「やっていい人、悪い人」　年収200万円時代に備える 長嶋修（著）
陸軍士官学校の人間学　戦争で磨かれたリーダーシップ・人材教育・マーケティング 中條高徳（著）
人の性格はＤＮＡで決まっている 中原英臣┴佐川峻（著）
５０歳を超えても３０代に見える生き方　「人生１００年計画」の行程表 南雲吉則（著）
５０歳を超えても３０代に見える食べ方 南雲吉則（著）
すしの蘊蓄　旨さの秘密 成瀬宇平（著）
「環境」都市の真実　江戸の空になぜ鶴は飛んでいたのか 根崎光男（著）
女は年下男が好き 葉石かおり（著）
スラム化する日本経済　４分極化する労働者たち 浜矩子（著）
イタリア式少しのお金でゆったり暮らす生き方　一年240万円の豊かな生活術 林茂（著）
「離活」　終わりの始まりを見極める技術 原誠（著）
大奥の食卓　長く美しく生きる「食」の秘密 緋宮栞那（著）
日本は世界一の環境エネルギー大国 平沼光（著）
がん予防に実は「日光浴」が有効なわけ　ビタミンＤの驚きの効力 平柳要（著）
「増やすより減らさない」老後のつくり方 平山賢一（著）
日本の男を喰い尽くすタガメ女の正体 深尾葉子（著）
会社が傾いても「自分だけは大丈夫」病 深野康彦（著）
毒になる生食、薬になる生食 藤田紘一郎（著）
モンスターワイフ　幸せなふりはもうしない 二松まゆみ（著）
江戸の歴史は隠れキリシタンによって作られた 古川愛哲（著）
カウンターの中から見えた「出世酒」の法則　仕事が出来る男は、なぜマティーニでなくダイ
キリを頼むか

古澤孝之（著）

糖尿病はご飯よりステーキを食べなさい 牧田善二（著）
実践・５０歳からの少食長寿法 幕内秀夫（著）
４０歳からの元気食「何を食べないか」－１０分間体内革命 幕内秀夫（著）
病気にならない女性は「カタカナ食」を食べない　人生が好転し始める「１食１００円」の
美的メンテナンス４８

幕内秀夫（著）

お江戸日本は世界最高のワンダーランド 増田悦佐（著）
なぜ世界で紛争が無くならないのか 増田弘（監修）
なぜ宗教は平和を妨げるのか　「正義」「大義」の名の下で 町田宗鳳（著）
人の運は「少食」にあり　「プチ断食」がカラダとココロに効く理由 町田宗鳳（著）
新オリーブオイル健康法 松生恒夫／横塚美穂／狩生聖子（著）
ハリウッドではみんな日本人のマネをしている マックス桐島（著）
「姿勢の体操」で８０歳まで走れる体になる 松田千枝（著）
鎌倉－ソウル 2328キロを歩く　定年退職、新しい自分に出会う旅 間宮武美（著）
職場で“モテる”社会学　なぜ今、女性は「仕事を楽しむ男」に惹かれるのか 三浦展（著）／菊入みゆき（著）
食のモノサシを変える生き方　「病気が逃げ出す」オプティマル栄養学のすすめ 南清貴（著）
幸運と不運には法則がある 宮永博史（著）
今こそ日本人の出番だ　逆境の時こそ「やる気遺伝子」はオンになる！ 村上和雄（著）
ガンは「生活習慣」が「遺伝」の１０倍 飯塚啓介（著）
We are 宇宙兄弟　宇宙飛行士の底力 モーニング編集部（編）／門倉紫麻（著）
We are 宇宙兄弟　宇宙を舞台に活躍する人たち モーニング編集部（編）／門倉紫麻（著）
もう「東大話法」にはだまされない　「立場主義」エリートの欺瞞を見抜く 安冨歩（著）
発達障害と子どもたち　アスペルガー症候群、自閉症、そしてボーダーラインチャイルド 山崎晃資（著）
軸のある人、ブレる人──日本はなぜ「上」から劣化するか 山崎武也（著）
東日本大震災に遭って知った、日本人に生まれて良かった 吉岡逸夫（著）
「幸せなお産」が日本を変える 吉村正（著）
中国人を理解する３０の「ツボ」　考えすぎる日本人へ 李景芳（著）
人生を狂わせずに親の「老い」とつき合う　「介護崩壊」時代に親子の絆を守る 和田秀樹（著）

講談社＋α文庫

スローセックスの奇跡　1000人の女性を癒した「性のカルテ」 アダム徳永（著）
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人がガンになるたった２つの条件 安保徹（著）
創業家物語－世襲企業は不況に強い 有森隆（著）
空想犯 安野光雅（著）
イギリス式　年収２００万円でゆたかに暮らす 井形慶子（著）
トレーニングをする前に読む本　最新スポーツ生理学と効率的カラダづくり 石井直方（著）
「できない」が「やってみよう！」に変わる心理法則　思いが必ず実現する、小さな小さな
ルール集

伊東明（著）

秘伝マルマ　ツボ刺激ヨーガ 伊藤武（著）
こころの対話　25のルール 伊藤守（著）
ポケット版　名人庭師　果樹の知恵袋 井上花子（著）
きちんとした「日本語」の話し方 今井登茂子（著）
生命保険の罠　保険の営業が自社の保険に入らない、これだけの理由 後田亨（著）
水は語る 江本勝（著）
あるがままに生きる　森田療法の心の処方箋 大原健士郎（著）
とらわれる生き方　あるがままの生き方 大原健士郎（著）
人はみな心病んで生きる　精神科医の生き方カルテ 大原健士郎（著）
安岡正篤　人間学 神渡良平（著）
就職がこわい 香山リカ（著）
〈図解〉配線で解く「鉄道の不思議」　東海道ライン編 川島令三（著）
〈図解〉配線で解く「鉄道の不思議」　山陽・山陰ライン編 川島令三（著）
マリー・アントワネットとフェルセン、真実の恋 川島ルミ子（著）
息子を国王にした女たち　フランス宮廷凄腕ママ 川島ルミ子（著）
沢田マンション物語　２人で作った夢の城 古庄弘枝（著）
生活防衛ハンドブック　食品編 小若順一（著）／食品と暮らしの安全基金（著）
恋が叶う人、叶わない人の習慣 齋藤匡章（著）
「雪見だいふく」はなぜ大ヒットしたのか　７７の「特許」発想法 重田暁彦（著）
24歳の心もよう　女20代、「いい女」「大人の女」になる生き方 下重暁子（著）
ジャズ喫茶「ベイシー」の選択　ぼくとジムランの酒とバラの日々 菅原正二（著）
伊勢神宮の暗号 関裕二（著）
通じる英語　笑われる英語 高島康司（著）
裁判員制度はいらない 高山俊吉（著）
とっさに使える大人の中学英語―役立ちフレーズ５９１ 多岐川恵理（著）
写文集　猫と花 武田花（著）
「黄金の羽根」を手に入れる自由と奴隷の人生設計 橘玲（著・編）／海外投資を楽しむ会（著・編）
日本人というリスク 橘玲（著）
ハングルの愉快な迷宮 戸田郁子（著）
悩ましくて愛しいソウル大家族 戸田郁子（著）
漁師町ぶらり　釣り人目線の魚と食の旅50 西潟正人（著）
ハッピープチマクロ　１０日間でカラダを浄化する食事 西邨マユミ（著）
この言葉の「違い」、説明できますか？ 日本こだわり雑学倶楽部（著）
つい誰かに話したくなる日本史雑学　すごい人物ばかり・篇 日本社（著）
つい誰かに話したくなる日本史雑学　いつも事件はつきない・篇 日本社（著）
お金オンチ貯金オンチがなおる35の知恵 畠中雅子（著）
早稲田ラグビー　黄金時代２００１―２００９　主将列伝 林健太郎（著）
クイズでワイン通　思わず人に話したくなる 葉山考太郎（著）
「３年で辞めさせない！」採用 樋口弘和（著）
図解　人気外食店の利益の出し方 ビジネスリサーチ・ジャパン（著）
島耕作に知る「いい人」をやめる男の成功哲学 弘兼憲史（著）
「強い自分」は自分でつくる　なぜ、この人は成功するのか 弘兼憲史（著）
なぜ、この人はここ一番に強いのか　男の決め技100の研究 弘兼憲史（著）
想いがすべてかなう「恋愛科学」 藤田徳人（著）
恋愛科学が教える「恋の形勢逆転」講座 藤田徳人（著）
恋愛科学が教える「恋の敗者復活」講座 藤田徳人（著）
恋愛科学でゲット！　「恋愛戦」速効テクニック 藤田徳人（著）
恋愛科学でゲット！　「恋愛戦」必勝マニュアル 藤田徳人（著）
６０００人が就職できた「習慣」　自分の花を咲かせる６４ヵ条 細井智彦（著）
粗食のすすめ　実践マニュアル 幕内秀夫（著）
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新版・現代ヤクザのウラ知識 溝口敦（著）
ドキュメント　五代目山口組 溝口敦（著）
「ヤクザと抗争現場」　溝口敦の極私的取材帳 溝口敦（著）
君について行こう（上）　女房は宇宙をめざす 向井万起男（著）
君について行こう（下）　女房と宇宙飛行士たち 向井万起男（著）
続・君について行こう　女房が宇宙を飛んだ 向井万起男（著）
野村監督に教わったこと　部下は上司で生き変わる 山崎武司（著）
頭痛・肩こり・腰痛・うつが治る「枕革命」 山田朱織（著）
全世界２００国　おもしろ辛口通信簿　歴史・国民性・文化の真実 八幡和郎（著）
大奥をゆるがせた七人の女　天璋院篤姫から絵島まで 由良弥生（著）
幕末の志士を支えた「五人」の女　坂本龍馬の「おりょう」から近藤勇の「おつね」まで 由良弥生（著）
暮らしてわかった！年収１００万円生活術 横田濱夫（著）
「泡洗顔」をやめるだけ！　美肌への最短の道 吉川千明（著）
腰痛は「たった１つの動き」で治る！ 吉田始史（著）／高松和夫（監修）

講談社ブルーバックス

クイズで学ぶ大学の物理　たいくつな力学と波動がおもしろい 飽本一裕（著）
新しい発生生物学 浅島誠（著）／木下圭（著）
フェルマーの大定理が解けた！　オイラーからワイルズの証明まで 足立恒雄（著）
腰痛・肩こりの科学　原因から治し方・防ぎ方まで 荒井孝和（著）
霊はあるか　科学の視点から 安斎育郎（著）
心はどのように遺伝するか　双生児が語る新しい遺伝観 安藤寿康（著）
あるのかないのか？　日本人の創造性 飯沼和正（著）
リハビリテーション　新しい生き方を創る医学 上田敏（著）
化学反応はなぜおこるか　授業ではわからなかった化学の基礎 上野景平（著）
理系の女の生き方ガイド 宇野賀津子（著）／坂東昌子（著）
高校化学とっておき勉強法　「なぜそうなるのか？」がわかる本 大川貴史（著）
音律と音階の科学 小方厚（著）
マンガ・数学小事典 岡部恒治（著）
史上最強の論理パズル 小野田博一（著）
新作・論理パズル７７ 小野田博一（著）
論理パズル「出しっこ問題」傑作選 小野田博一（著）
論理力を強くする 小野田博一（著）
計算力を強くする 鍵本聡（著）
計算力を強くする　完全ドリル 鍵本聡（著）
計算力を強くするｐａｒｔ２ 鍵本聡（著）
高校数学とっておき勉強法　学校では教えてくれないコツとポイント 鍵本聡（著）
理系志望のための高校生活ガイド 鍵本聡（著）
素粒子論の世界　物質と空間の窮極に挑む 片山泰久（著）
量子力学の世界　はじめて学ぶ人のために 片山泰久（著）
計画の科学　どこでも使えるPERT・CPM 加藤昭吉（著）
「計画力」を強くする　あなたの計画はなぜ挫折するか 加藤昭吉（著）
図解　つくる電子回路 加藤ただし（著）
図解・わかる電子回路 加藤肇（著）／見城尚志（著）／高橋久（著）
トポロジーの発想　○と△を同じと見ると何が見えるか 川久保勝夫（著）
男が知りたい女のからだ　なかなか聞けない87の疑問 河野美香（著）
図解・新世代鉄道の技術 川辺謙一（著）
自己治癒力を高める　人体の驚くべき潜在能力 川村則行（著）
超常現象をなぜ信じるのか　思い込みを生む「体験」のあやうさ 菊池聡（著）
謎解き・人間行動の不思議 北原義典（著）
制御工学の考え方　産業革命は「制御」からはじまった 木村英紀（著）
理系のための英語便利帳 倉島保美（著）／榎本智子（著）／黒木博（イラスト）
理系のための英語ライティング上達法 倉島保美（著）
図解・わかる電気と電子 見城尚志（著）
ニュートリノ天体物理学入門 小柴昌俊（著）
子どもにウケる科学手品７７ 後藤道夫（著）
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もっと子どもにウケる科学手品77　もっと簡単にできてもっとインパクトが凄い 後藤道夫（著）
紙ヒコーキで知る飛行の原理　身近に学ぶ航空力学 小林昭夫（著）
図解・わかるメカトロニクス 小峯龍男（著）
科学者はなぜ一番のりをめざすか　情熱、栄誉、失意の人間ドラマ 小山慶太（著）
老化はなぜ進むのか 近藤祥司（著）
道具としての微分方程式　「みようみまね」で使ってみよう 斎藤恭一（著）
ジムに通う前に読む本　スポーツ科学からみたトレーニング 桜井静香（著）
アミノ酸の科学　その効果を検証する 櫻庭雅文（著）
自然にひそむ数学　自然と数学の不思議な関係 佐藤修一（著）
大人のための算数練習帳 佐藤恒雄（著）
大人のための算数練習帳　図形問題編 佐藤恒雄（著）
大人のための算数練習帳　中学入試編 佐藤恒雄（著）
新装版　相対論的宇宙論 佐藤文隆（著）／松田卓也（著）
推計学のすすめ　決定と計画の科学 佐藤信（著）
図解・ＴＧＶ　ｖｓ．新幹線 佐藤芳彦（著）
ワインの科学　「私のワイン」のさがし方 清水健一（著）
いやでも物理が面白くなる　交通信号「止まれ」はなぜどこの国でも赤なのか？ 志村史夫（著）
世界を制した「日本的技術発想」　日本人が知らない日本の強み 志村幸雄（著）
現代医学に残された七つの謎 杉晴夫（著）
筋肉はふしぎ　力を生み出すメカニズム 杉晴夫（著）
植物はなぜ5000年も生きるのか　寿命からみた動物と植物のちがい 鈴木英治（著）
図解　ヘリコプター 鈴木英夫（著）
発表の技法　計画の立て方からパソコン利用法まで 諏訪邦夫（著）
素数入門　計算しながら理解できる 芹沢正三（著）
光合成とはなにか　生命システムを支える力 園池公毅（著）
「砂糖は太る」の誤解　科学で見る砂糖の素顔 高田明和（著）
単位の進化　原始単位から原子単位へ 高田誠二（著）
「食べもの情報」ウソ・ホント　氾濫する情報を正しく読み取る 高橋久仁子（著）
「食べもの神話」の落とし穴　巷にはびこるフードファディズム 高橋久仁子（著）
からだの手帖　薬よりよく効くからだの事典 高橋長雄（著）
大人のための新オーディオ鑑賞術 たくきよしみつ（著）
高校数学でわかるシュレディンガー方程式 竹内淳（著）
高校数学でわかる半導体の原理 竹内淳（著）
高校数学でわかるフーリエ変換 竹内淳（著）
高校数学でわかるボルツマンの原理 竹内淳（著）
高校数学でわかるマクスウェル方程式 竹内淳（著）
新装版　集合とはなにか　はじめて学ぶ人のために 竹内外史（著）
超ひも理論とはなにか 竹内薫（著）
『ネイチャー』を英語で読みこなす 竹内薫（著）
熱とはなんだろう 竹内薫（著）
「場」とはなんだろう 竹内薫（著）
ペンローズのねじれた四次元 竹内薫（著）
ホーキング　虚時間の宇宙 竹内薫（著）
不完全性定理とはなにか 竹内薫（著）
量子コンピュータ　超並列計算のからくり 竹内繁樹（著）
新しい物性物理　物質の起源からナノ・極限物性まで 伊達宗行（著）
クイズ　植物入門　一粒のコメは何粒の実りになるか 田中修（著）
確率・統計であばくギャンブルのからくり　「絶対儲かる必勝法」のウソ 谷岡一郎（著）
時間の不思議；タイムマシンからホーキングまで 都筑卓司（著）
新装版　タイムマシンの話 都筑卓司（著）
新装版　パズル・物理入門 都筑卓司（著）
新装版　不確定性原理 都筑卓司（著）
新装版　マックスウェルの悪魔 都筑卓司（著）
新装版　四次元の世界 都筑卓司（著）
理系のための人生設計ガイド 坪田一男（著）
理系のための研究生活ガイド　第２版 坪田一男（著）
死因事典　人はどのように死んでいくのか 東嶋和子（著）

27 / 74



放射線利用の基礎知識　半導体、強化タイヤから品種改良、食品照射まで 東嶋和子（著）
活性酸素の話　病気や老化とどうかかわるか 永田親義（著）
マンガ　おはなし数学史 仲田紀夫（原作）／佐々木ケン（漫画）
数学トリック＝だまされまいぞ！　数学発想クイズ 仲田紀夫（著）
無限の不思議　その先に何がある!? 仲田紀夫（著）
算数パズル「出しっこ問題」傑作選　解けて興奮、出して快感！ 仲田紀夫（著）
パズル・生物入門　楽しみながら学ぶために 長野敬（著）／鈴木善次（著）
数学21世紀の7大難問　数学の未来をのぞいてみよう 中村亨（著）
ガロアの群論　方程式はなぜ解けなかったのか 中村亨（著）
解ければ天才！　算数100の難問・奇問　たかが算数　されど算数 中村義作（著）
代数を図形で解く　直感でわかる数学の楽しみ 中村義作（著）／阿邊恵一（著）
怪談の科学　幽霊はなぜ現れる 中村希明（著）
犯罪の心理学　なぜ、こんな事件が起こるのか 中村希明（著）
姿勢のふしぎ　しなやなか体と心が健康をつくる 成瀬悟策（著）
リラクセーション　緊張を自分で弛める法 成瀬悟策（著）
クォーク　第２版 南部陽一郎（著）
新電子工作入門　わかる、できる、楽しめる 西田和明（著）
音のなんでも小事典　脳が音を聴くしくみから超音波顕微鏡まで 日本音響学会（編）
質量はどのように生まれるのか　素粒子物理最大のミステリーに迫る 橋本省二（著）
ミトコンドリア・ミステリー　驚くべき細胞小器官の働き 林純一（著）
理系のための英語「キー構文」４６ 原田豊太郎（著）
理系のための英語論文執筆ガイド 原田豊太郎（著）
暗記しないで化学入門　電子を見れば化学はわかる 平山令明（著）
酵素反応のしくみ　現代化学の最大の謎をさぐる 藤本大三郎（著）
図解・気象学入門　原理からわかる雲・雨・気温・風・天気図 古川武彦（著）／大木勇人（著）
単位171の新知識　読んでわかる単位のしくみ 星田直彦（著）
物理の風景　数理物理学者の見た世界 堀淳一（著）
図解・鉄道の科学 宮本昌幸（著）
新しい科学論　「事実」は理論をたおせるか 村上陽一郎（著）
宇宙になぜ我々が存在するのか 村山斉（著）
宇宙は本当にひとつなのか 村山斉（著）
図解・飛行機のメカニズム 柳生一（著）
数学版　これを英語で言えますか？　Ｌｅｔ’ｓ　ｓｐｅａｋ　Ｍａｔｈｅｍａｔｉｃｓ！ 保江邦夫（著）／エドワード・ネルソン（監修）
入試数学　伝説の良問100　良い問題で良い解法を学ぶ 安田亨（著）
へんな虫はすごい虫　もう“虫けら”と呼ばせない！ 安富和男（著）
数学質問箱　なぜだろう？　そこが知りたい！ 矢野健太郎（著）
「分かりやすい話し方」の技術　言いたいことを相手に確実に伝える15の方法 吉田たかよし（著）
格闘技「奥義」の科学　わざの真髄 吉福康郎（著）
武術「奥義」の科学　最強の身体技法 吉福康郎（著）
イオンが好きになる本　もう化学は、つらくない！ 米山正信（著）
量子力学が語る世界像　重なり合う複数の過去と未来 和田純夫（著）

講談社文芸文庫

ささやかな日本発掘 青柳瑞穂（著）
舷燈 阿川弘之（著）
大いなる日　司令の休暇 阿部昭（著）
無縁の生活・人生の一日 阿部昭（著）
鷹 石川淳（著）
わが母の記　花の下・月の光・雪の面 井上靖（著）
鶏肋集／半生記 井伏鱒二（著）
仕事部屋 井伏鱒二（著）
花の町／軍歌「戦友」 井伏鱒二（著）
淀川にちかい町から 岩阪恵子（著）
或る一人の女の話／刺す 宇野千代（著）
哀歌 遠藤周作（著）
持続する志 大江健三郎（著）
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屍の街・半人間 大田洋子（著）
啼く鳥の 大庭みな子（著）
まぼろしの記・虫も樹も 尾崎一雄（著）
埴輪の馬 小沼丹（著）
贋物・父の葬式 葛西善蔵（著）
鳳仙花 川崎長太郎（著）
白い屋形船・ブロンズの首 上林暁（著）
木山捷平全詩集 木山捷平（著）／木山みさを（著）
白兎・苦いお茶・無門庵 木山捷平（著）
大陸の細道 木山捷平（著）
パルタイ・紅葉狩り　倉橋由美子短篇小説集 倉橋由美子（著）
完訳グリム童話集１ グリム兄弟（著）／池田香代子（著）
完訳グリム童話集２ グリム兄弟（著）／池田香代子（著）
完訳グリム童話集３ グリム兄弟（著）／池田香代子（著）
時間 黒井千次（著）
雲の影・貧乏の説 幸田露伴（著）
一条の光・天井から降る哀しい音 耕治人（著）
蝸牛庵訪問記 小林勇（著）
惜櫟荘主人 小林勇（著）
彼岸花 小林勇（著）
木枯の酒倉から・風博士 坂口安吾（著）
人間・歴史・風土　坂口安吾エッセイ選 坂口安吾（著）
供述調書　佐木隆三作品集 佐木隆三（著）
女の宿 佐多稲子（著）
時に佇つ 佐多稲子（著）
私の東京地図 佐多稲子（著）
偉大なる暗闇――師　岩元禎と弟子たち 高橋英夫（著）
風媒花 武田泰淳（著）
蝮のすえ・「愛」のかたち 武田泰淳（著）
兵隊宿 竹西寛子（著）
光の領分 津島佑子（著）
澪標・落日の光景 外村繁（著）
朝霧・青電車その他 永井龍男（著）
海を感じる時・水平線上にて 中沢けい（著）
斗南先生・南島譚 中島敦（著）
五勺の酒・萩のもんかきや 中野重治（著）
むらぎも 中野重治（著）
しあわせ／かくてありけり 野口冨士男（著）
シベリヤ物語 長谷川四郎（著）
七・錯乱の論理・二つの世界 花田清輝（著）
日本のルネッサンス人 花田清輝（著）
室町小説集 花田清輝（著）
もう一つの修羅 花田清輝（著）
やすらかに今はねむり給え／道 林京子（著）
清貧の書／屋根裏の椅子 林芙美子（著）
雪の下の蟹／男たちの円居 古井由吉（著）
横しぐれ 丸谷才一（著）
野 三浦哲郎（著）
蜜のあわれ・われはうたえどもやぶれかぶれ 室生犀星（著）
吉本隆明初期詩集 吉本隆明（著）
サハリンへの旅 李恢成（著）
おまんが紅・接木の台・雪女 和田芳恵（著）
暗い流れ 和田芳恵（著）

講談社文庫

「岩宿」の発見 相沢忠洋（著）
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男のためいき女の寝息 青木雨彦（著）
ことわざ雨彦流 青木雨彦（著）
平家物語の知恵 青木雨彦（著）
絞首刑 青木理（著）
双月高校、クイズ日和 青柳碧人（著）
浜村渚の計算ノ－ト 青柳碧人（著）
浜村渚の計算ノ－ト　２さつめ　ふしぎの国の期末テスト 青柳碧人（著）
浜村渚の計算ノート　３さつめ　水色コンパスと恋する幾何学 青柳碧人（著）
浜村渚の計算ノート　３と１／２さつめ　ふえるま島の最終定理 青柳碧人（著）
浜村渚の計算ノート　４さつめ　方程式は歌声に乗って 青柳碧人（著）
狂喜乱舞殺人事件 赤川次郎（著）
三姉妹探偵団(1) 赤川次郎（著）
三姉妹探偵団(2)　キャンパス篇 赤川次郎（著）
三姉妹探偵団(3)　珠美・初恋篇 赤川次郎（著）
三姉妹探偵団(4)　怪奇篇 赤川次郎（著）
三姉妹探偵団(5)　復讐篇 赤川次郎（著）
三姉妹探偵団(6)　危機一髪篇 赤川次郎（著）
三姉妹探偵団(7)　駈け落ち篇 赤川次郎（著）
三姉妹探偵団(8)　人質篇 赤川次郎（著）
三姉妹探偵団(9)　青ひげ篇 赤川次郎（著）
三姉妹探偵団(10)　父恋し篇 赤川次郎（著）
三姉妹探偵団(11)　死が小径をやってくる 赤川次郎（著）
三姉妹探偵団(12)　死神のお気に入り 赤川次郎（著）
三姉妹探偵団(13)　次女と野獣 赤川次郎（著）
三姉妹探偵団(14)　心地よい悪夢 赤川次郎（著）
三姉妹探偵団(15)　ふるえて眠れ、三姉妹 赤川次郎（著）
三姉妹探偵団(16)　三姉妹、呪いの道行 赤川次郎（著）
三姉妹探偵団(17)　三姉妹、初めてのおつかい 赤川次郎（著）
三姉妹探偵団(18)　恋の花咲く三姉妹 赤川次郎（著）
三姉妹探偵団(19)　月もおぼろに三姉妹 赤川次郎（著）
三姉妹探偵団(20)　三姉妹、ふしぎな旅日記 赤川次郎（著）
三姉妹探偵団(21)　三姉妹、清く貧しく美しく 赤川次郎（著）
二重奏 赤川次郎（著）
メリー・ウィドウ・ワルツ 赤川次郎（著）
書物狩人 赤城毅（著）
書物迷宮 赤城毅（著）
書物法廷 赤城毅（著）
ヴァイブレータ 赤坂真理（著）
ヴォイセズ／ヴァニーユ 赤坂真理（著）
コーリング 赤坂真理（著）
ミューズ 赤坂真理（著）
ヴァイブレータ　新装版 赤坂真理（著）
大ぼけ小ぼけ 阿川弘之（著）
女王陛下の阿房船 阿川弘之（著）
断然欠席 阿川弘之（著）
ちゃんちゃら 朝井まかて（著）
ともしびマーケット 朝倉かすみ（著）
感応連鎖 朝倉かすみ（著）
霞町物語 浅田次郎（著）
シェエラザード（上） 浅田次郎（著）
シェエラザード（下） 浅田次郎（著）
蒼穹の昴-1 浅田次郎（著）
蒼穹の昴-2 浅田次郎（著）
蒼穹の昴-3 浅田次郎（著）
蒼穹の昴-4 浅田次郎（著）
蒼穹の昴-5 浅田次郎（著）
蒼穹の昴-6 浅田次郎（著）
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蒼穹の昴-7 浅田次郎（著）
蒼穹の昴-8 浅田次郎（著）
中原の虹　（１） 浅田次郎（著）
中原の虹　（２） 浅田次郎（著）
中原の虹　（３） 浅田次郎（著）
中原の虹　（４） 浅田次郎（著）
珍妃の井戸 浅田次郎（著）
日輪の遺産 浅田次郎（著）
歩兵の本領 浅田次郎（著）
地下鉄に乗って 浅田次郎（著）
マンチュリアン・リポート 浅田次郎（著）
先天性極楽伝 阿佐田哲也（著）
ばいにんぶるーす 阿佐田哲也（著）
ヤバ市ヤバ町雀鬼伝１ 阿佐田哲也（著）
ヤバ市ヤバ町雀鬼伝２ 阿佐田哲也（著）
ＮＯ．６〔ナンバーシックス〕　＃１ あさのあつこ（著）
ＮＯ．６〔ナンバーシックス〕　＃２ あさのあつこ（著）
ＮＯ．６〔ナンバーシックス〕　＃３ あさのあつこ（著）
ＮＯ．６〔ナンバーシックス〕　＃４ あさのあつこ（著）
ＮＯ．６〔ナンバーシックス〕　＃５ あさのあつこ（著）
ＮＯ．６〔ナンバーシックス〕　＃６ あさのあつこ（著）
ＮＯ．６〔ナンバーシックス〕　＃７ あさのあつこ（著）
石の繭　警視庁殺人分析班 麻見和史（著）
件獣　人工憑霊蠱猫 化野燐（著）
蠱猫　人工憑霊蠱猫 化野燐（著）
渾沌王　人工憑霊蠱猫 化野燐（著）
呪物館　人工憑霊蠱猫 化野燐（著）
人外鏡　人工憑霊蠱猫 化野燐（著）
白澤　人工憑霊蠱猫 化野燐（著）
迷異家　人工憑霊蠱猫 化野燐（著）
妄邪船　人工憑霊蠱猫 化野燐（著）
アダルトな人びと 足立倫行（著）
江戸禁断らいぶらりい 阿刀田高（著）
ガラスの肖像 阿刀田高（著）
奇妙な昼さがり 阿刀田高（著）
霧のレクイエム 阿刀田高（著）
コーヒー党奇談 阿刀田高（著）
獅子王アレクサンドロス 阿刀田高（著）
新諸国奇談 阿刀田高（著）
新トロイア物語 阿刀田高（著）
時のカフェテラス 阿刀田高（著）
ナポレオン狂 阿刀田高（著）
猫の事件 阿刀田高（著）
猫を数えて 阿刀田高（著）
壜詰の恋 阿刀田高（著）
Ｖの悲劇 阿刀田高（著）
マッチ箱の人生 阿刀田高（著）
迷い道 阿刀田高（著）
真夜中の料理人 阿刀田高（著）
京都七不思議の真実 姉小路祐（著）
司法改革 姉小路祐（著）
刑事長 姉小路祐（著）
刑事長　殉職 姉小路祐（著）
法廷戦術 姉小路祐（著）
「本能寺」の真相 姉小路祐（著）
密命副検事 姉小路祐（著）
署長刑事　指名手配 姉小路祐（著）
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時速十四ノット、東へ 安部譲二（著）
塀の中のプレイ・ボール 安部譲二（著）
ぼくのムショ修業 安部譲二（著）
雨の夜の秘密 阿部牧郎（著）
オフィス街のエロス 阿部牧郎（著）
オフィスラブ　――甘い誘惑 阿部牧郎（著）
回春屋直右衛門　秘薬絶頂丸 阿部牧郎（著）
危険な秋 阿部牧郎（著）
危険な協奏曲 阿部牧郎（著）
危険な夕暮 阿部牧郎（著）
後家長屋　町之介慕情 阿部牧郎（著）
篠懸の遠い道 阿部牧郎（著）
それぞれの終楽章 阿部牧郎（著）
出合茶屋 阿部牧郎（著）
出口なき欲望 阿部牧郎（著）
盗まれた抱擁 阿部牧郎（著）
ビル街の裸族 阿部牧郎（著）
不倫の戦士たち 阿部牧郎（著）
惑いの年 阿部牧郎（著）
誘惑街の女たち 阿部牧郎（著）
誘惑地帯　小説秋田音頭 阿部牧郎（著）
誘惑魔 阿部牧郎（著）
十角館の殺人〈新装改訂版〉 綾辻行人（著）
戌神はなにを見たか 鮎川哲也（著）
死者を笞打て 鮎川哲也（著）
朱の絶筆 鮎川哲也（著）
りら荘事件 鮎川哲也（著）
グリーン・レクイエム 新井素子（著）
緑幻想　グリーン・レクイエムII 新井素子（著）
二分割幽霊綺譚 新井素子（著）
ざぶん　文士温泉放蕩録 嵐山光三郎（著）
「新説邪馬台国の謎」殺人事件　古代史トラベル・ミステリー 荒巻義雄（著）
「能登モーゼ伝説」殺人事件 荒巻義雄（著）
英国庭園の謎 有栖川有栖（著）
英国庭園の謎-1 有栖川有栖（著）
英国庭園の謎-2 有栖川有栖（著）
スイス時計の謎 有栖川有栖（著）
スイス時計の謎-1 有栖川有栖（著）
スイス時計の謎-2 有栖川有栖（著）
スウェーデン館の謎 有栖川有栖（著）
スウェーデン館の謎-1 有栖川有栖（著）
スウェーデン館の謎-2 有栖川有栖（著）
ブラジル蝶の謎 有栖川有栖（著）
ブラジル蝶の謎-1 有栖川有栖（著）
ブラジル蝶の謎-2 有栖川有栖（著）
ペルシャ猫の謎 有栖川有栖（著）
ペルシャ猫の謎-1 有栖川有栖（著）
ペルシャ猫の謎-2 有栖川有栖（著）
マレー鉄道の謎 有栖川有栖（著）
マレー鉄道の謎-1 有栖川有栖（著）
マレー鉄道の謎-2 有栖川有栖（著）
モロッコ水晶の謎 有栖川有栖（著）
モロッコ水晶の謎-1 有栖川有栖（著）
モロッコ水晶の謎-2 有栖川有栖（著）
ロシア紅茶の謎 有栖川有栖（著）
ロシア紅茶の謎-1 有栖川有栖（著）
ロシア紅茶の謎-2 有栖川有栖（著）
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奇術探偵　曾我佳城全集　戯の巻 泡坂妻夫（著）
奇術探偵　曾我佳城全集　秘の巻 泡坂妻夫（著）
死者の輪舞 泡坂妻夫（著）
毒薬の輪舞 泡坂妻夫（著）
営業零課接待班 安藤祐介（著）
被取締役新入社員 安藤祐介（著）
「縮み」志向の日本人 李御寧（著）
渋谷チルドレン 家田荘子（著）
ホトガラ彦馬　写真探偵開化帳 井川香四郎（著）
リストラ離婚　妻が・夫を・捨てたわけ 池内ひろ美（著）
剣法一羽流 池波正太郎（著）
殺しの掟 池波正太郎（著）
殺しの四人　仕掛人・藤枝梅安（一） 池波正太郎（著）
梅安蟻地獄　仕掛人・藤枝梅安（二） 池波正太郎（著）
梅安最合傘　仕掛人・藤枝梅安（三） 池波正太郎（著）
梅安針供養　仕掛人・藤枝梅安（四） 池波正太郎（著）
梅安乱れ雲　仕掛人・藤枝梅安（五） 池波正太郎（著）
梅安影法師　仕掛人・藤枝梅安（六） 池波正太郎（著）
梅安冬時雨　仕掛人・藤枝梅安（七） 池波正太郎（著）
忍びの女（上） 池波正太郎（著）
忍びの女（下） 池波正太郎（著）
新装版　緑のオリンピア 池波正太郎（著）
抜討ち半九郎 池波正太郎（著）
まぼろしの城 池波正太郎（著）
若き獅子 池波正太郎（著）
チルドレン 伊坂幸太郎（著）
魔王 伊坂幸太郎（著）
モダンタイムス（上） 伊坂幸太郎（著）
モダンタイムス（下） 伊坂幸太郎（著）
エノケンと呼ばれた男 井崎博之（著）
新装版　猿丸幻視行 井沢元彦（著）
キャベツ 石井睦美（著）
ＳＦ西遊記　【復☆電書】 石川英輔（著）
江戸時代はエコ時代 石川英輔（著）
大江戸えころじー事情 石川英輔（著）
大江戸開府四百年事情 石川英輔（著）
大江戸省エネ事情 石川英輔（著）
大江戸庶民いろいろ事情 石川英輔（著）
大江戸神仙伝 石川英輔（著）
大江戸生活事情 石川英輔（著）
大江戸仙界紀 石川英輔（著）
大江戸仙境録 石川英輔（著）
大江戸遊仙記 石川英輔（著）
大江戸妖美伝 石川英輔（著）
大江戸リサイクル事情 石川英輔（著）
実見　江戸の暮らし 石川英輔（著）
ニッポンのサイズ　身体ではかる尺貫法 石川英輔（著）
ｓｅｘ 石田衣良（著）
てのひらの迷路 石田衣良（著）
東京ＤＯＬＬ 石田衣良（著）
４０　翼ふたたび 石田衣良（著）
ＬＡＳＴ 石田衣良（著）
渡世人 石月正広（著）
糸のさだめ　結わえ師・紋重郎始末記 石月正広（著）
握られ同心　結わえ師・紋重郎始末記 石月正広（著）
笑う花魁　結わえ師・紋重郎始末記 石月正広（著）
「平穏死」のすすめ　口から食べられなくなったらどうしますか 石飛幸三（著）
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苦海浄土　わが水俣病 石牟礼道子（著）
吸涙鬼 市川拓司（著）
親鸞（上） 五木寛之（著）
親鸞（下） 五木寛之（著）
親鸞　激動篇（上）　【五木寛之ノベリスク】 五木寛之（著）
親鸞　激動篇（下）　【五木寛之ノベリスク】 五木寛之（著）
戦国鬼譚　惨 伊東潤（著）
戦国無常　首獲り 伊東潤（著）
疾き雲のごとく 伊東潤（著）
虚けの舞 伊東潤（著）
狸ビール 伊藤礼（著）
絲的サバイバル 絲山秋子（著）
絲的炊事記　豚キムチにジンクスはあるのか 絲山秋子（著）
絲的メイソウ 絲山秋子（著）
逃亡くそたわけ 絲山秋子（著）
袋小路の男 絲山秋子（著）
ラジ＆ピース 絲山秋子（著）
北緯１４度　セネガルでの２ヵ月 絲山秋子（著）
サンタクロースの秘密 稲垣美晴（著）
フィンランド語は猫の言葉 稲垣美晴（著）
大江戸人情花火 稲葉稔（著）
囮同心　八丁堀手控え帖 稲葉稔（著）
隠密拝命　八丁堀手控え帖 稲葉稔（著）
椋鳥の影　八丁堀手控え帖 稲葉稔（著）
武者とゆく 稲葉稔（著）
闇夜の義賊　武者とゆく（二） 稲葉稔（著）
真夏の凶刃　武者とゆく（三） 稲葉稔（著）
月夜の始末　武者とゆく（四） 稲葉稔（著）
陽月の契り　武者とゆく（五） 稲葉稔（著）
武士の約定　武者とゆく（六） 稲葉稔（著）
夕焼け雲　武者とゆく（七） 稲葉稔（著）
新装版　塔の断章 乾くるみ（著）
介錯　鴉道場日月抄 乾荘次郎（著）
妻敵討ち　鴉道場日月抄 乾荘次郎（著）
夜襲　鴉道場日月抄 乾荘次郎（著）
ふふふ 井上ひさし（著）
ふふふふ 井上ひさし（著）
わが母の記 井上靖（著）
おかしな二人 井上夢人（著）
ダレカガナカニイル… 井上夢人（著）
プラスティック 井上夢人（著）
メドゥサ、鏡をごらん 井上夢人（著）
もつれっぱなし 井上夢人（著）
オルファクトグラム（上） 井上夢人（著）
オルファクトグラム（下） 井上夢人（著）
生物の世界 今西錦司（著）
鬼弾　鹿王丸、翔ぶ 岩井三四二（著）
密封　奥右筆秘帳 上田秀人（著）
国禁　奥右筆秘帳 上田秀人（著）
侵蝕　奥右筆秘帳 上田秀人（著）
継承　奥右筆秘帳 上田秀人（著）
簒奪　奥右筆秘帳 上田秀人（著）
秘闘　奥右筆秘帳 上田秀人（著）
隠密　奥右筆秘帳 上田秀人（著）
天下　奥右筆秘帳 上田秀人（著）
刃傷　奥右筆秘帳 上田秀人（著）
墨痕　奥右筆秘帳 上田秀人（著）
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召抱　奥右筆秘帳 上田秀人（著）
獣の奏者１　闘蛇編 上橋菜穂子（著）
獣の奏者２　王獣編 上橋菜穂子（著）
獣の奏者　３探求編 上橋菜穂子（著）
獣の奏者　４完結編 上橋菜穂子（著）
神宿る手 宇神幸男（著）
消えたオーケストラ 宇神幸男（著）
ニーベルンクの城 宇神幸男（著）
美神の黄昏 宇神幸男（著）
ヴァルハラ城の悪魔 宇神幸男（著）
くじらの降る森 薄井ゆうじ（著）
死体を買う男 歌野晶午（著）
下流志向　学ばない子どもたち　働かない若者たち 内田樹（著）
現代霊性論 内田樹（著）／釈徹宗（著）
鐘 内田康夫（著）
箱庭 内田康夫（著）
蜃気楼 内田康夫（著）
不知火海 内田康夫（著）
中央構造帯（上） 内田康夫（著）
中央構造帯（下） 内田康夫（著）
不等辺三角形 内田康夫（著）
眠りの牢獄 浦賀和宏（著）
起死回生 江上剛（著）
小説　盛田昭夫学校（上） 江波戸哲夫（著）
小説　盛田昭夫学校（下） 江波戸哲夫（著）
依存症の女たち 衿野未矢（著）
協奏曲 遠藤周作（著）
ぐうたら愛情学 遠藤周作（著）
ぐうたら好奇学 遠藤周作（著）
ぐうたら交友録 遠藤周作（著）
ぐうたら人間学 遠藤周作（著）
口笛をふく時 遠藤周作（著）
新装版　わたしが・棄てた・女 遠藤周作（著）
Ｂ－１爆撃機を追え 大石英司（著）
この愛なくば 大石邦子（著）
この生命ある限り 大石邦子（著）
ねこの恋 大石静（著）
水死 大江健三郎（著）
小鳥を愛した容疑者 大倉崇裕（著）
罪深き海辺（上） 大沢在昌（著）
罪深き海辺（下） 大沢在昌（著）
涙はふくな、凍るまで 大沢在昌（著）
走らなあかん、夜明けまで 大沢在昌（著）
メルトダウン　ドキュメント福島第一原発事故 大鹿靖明（著）
猫弁　天才百瀬とやっかいな依頼人たち 大山淳子（著）
猫弁と透明人間 大山淳子（著）
開けっぱなしの密室 岡嶋二人（著）
あした天気にしておくれ 岡嶋二人（著）
熱い砂　パリ～ダカール１１０００キロ 岡嶋二人（著）
解決まではあと６人 岡嶋二人（著）
９９％の誘拐 岡嶋二人（著）
クラインの壷 岡嶋二人（著）
クリスマス・イヴ 岡嶋二人（著）
焦茶色のパステル　新装版 岡嶋二人（著）
コンピュータの熱い罠 岡嶋二人（著）
殺人！ザ・東京ドーム 岡嶋二人（著）
殺人者志願 岡嶋二人（著）
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珊瑚色ラプソディ 岡嶋二人（著）
七年目の脅迫状 岡嶋二人（著）
増補版　三度目ならばＡＢＣ 岡嶋二人（著）
そして扉が閉ざされた 岡嶋二人（著）
タイトルマッチ 岡嶋二人（著）
ダブルダウン 岡嶋二人（著）
ダブル・プロット 岡嶋二人（著）
チョコレートゲーム　新装版 岡嶋二人（著）
ちょっと探偵してみませんか 岡嶋二人（著）
ツァラトゥストラの翼 岡嶋二人（著）
とってもカルディア 岡嶋二人（著）
どんなに上手に隠れても 岡嶋二人（著）
七日間の身代金 岡嶋二人（著）
なんでも屋大蔵でございます 岡嶋二人（著）
眠れぬ夜の殺人 岡嶋二人（著）
眠れぬ夜の報復 岡嶋二人（著）
ビッグゲーム 岡嶋二人（著）
古典落語（上） 興津要（著）
古典落語（下） 興津要（著）
古典落語（続） 興津要（著）
古典落語（続々） 興津要（著）
古典落語（続々々） 興津要（著）
古典落語（大尾） 興津要（著）
女が会社へ行きたくない朝 沖藤典子（著）
転勤族の妻たち 沖藤典子（著）
シューマンの指 奥泉光（著）
ガール 奥田英朗（著）
放射能に抗う　〈福島の農業再生に懸ける男たち〉 奥野修司（著）
十手人 押川國秋（著）
辻斬り 押川國秋（著）
見習い用心棒　本所剣客長屋 押川國秋（著）
左利きの剣法　本所剣客長屋 押川國秋（著）
射手座の侍　本所剣客長屋 押川國秋（著）
秘恋の雪　本所剣客長屋 押川國秋（著）
春雷の女房　本所剣客長屋 押川國秋（著）
捨て首　臨時廻り同心日下伊兵衛 押川國秋（著）
中山道の雨　臨時廻り同心日下伊兵衛 押川國秋（著）
母の剣法　臨時廻り同心日下伊兵衛 押川國秋（著）
佃の渡し　臨時廻り同心日下伊兵衛 押川國秋（著）
八丁堀日和　臨時廻り同心日下伊兵衛 押川國秋（著）
乙武レポート2003年版 乙武洋匡（著）
五体不満足　完全版 乙武洋匡（著）
だいじょうぶ３組 乙武洋匡（著）
だから、僕は学校へ行く！ 乙武洋匡（著）
セックス・ワーカー　女たちの「東京二重生活」 小野一光（著）
松緑芸話 尾上松緑（著）
タイムカプセル 折原一（著）
１０１号室の女 折原一（著）
おひとりさま、犬をかう 折原みと（著）
制服のころ、君に恋した。(1) 折原みと（著）
制服のころ、君に恋した。(2) 折原みと（著）
制服のころ、君に恋した。(3) 折原みと（著）
天国の郵便ポスト 折原みと（著）
シベリア抑留 御田重宝（著）
特攻 御田重宝（著）
赤穂義士 海音寺潮五郎（著）
江戸城大奥列伝 海音寺潮五郎（著）
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史談と史論（上） 海音寺潮五郎（著）
史談と史論（下） 海音寺潮五郎（著）
真剣　新陰流を創った漢、上泉伊勢守信綱（上） 海道龍一朗（著）
真剣　新陰流を創った漢、上泉伊勢守信綱（下） 海道龍一朗（著）
天海譚　戦川中島異聞　天佑、我にあり（下） 海道龍一朗（著）
天海譚　戦川中島異聞　天佑、我にあり（上） 海道龍一朗（著）
禁中御庭者綺譚　乱世疾走　（上） 海道龍一朗（著）
禁中御庭者綺譚　乱世疾走　（下） 海道龍一朗（著）
まどろむ夜のＵＦＯ 角田光代（著）
疾風のヴァンパイヤー　九鬼鴻三郎の冒険（２） 笠井潔（著）
青銅の悲劇（上）　瀕死の王 笠井潔（著）
青銅の悲劇（下）　瀕死の王 笠井潔（著）
鮮血のヴァンパイヤー　九鬼鴻三郎の冒険（１） 笠井潔（著）
雷鳴のヴァンパイヤー　九鬼鴻三郎の冒険（３） 笠井潔（著）
ゼロの王国（上） 鹿島田真希（著）
ゼロの王国（下） 鹿島田真希（著）
影の凶器 梶山季之（著）
現代悪女伝　性の深淵 梶山季之（著）
現代悪女伝　欲望の罠 梶山季之（著）
那覇心中 梶山季之（著）
李朝残影 梶山季之（著）
わが鎮魂歌 梶山季之（著）
空のレンズ 片山恭一（著）
蒼い牙 勝目梓（著）
あやしい叢 勝目梓（著）
あられもなく 勝目梓（著）
生贄 勝目梓（著）
淫夜 勝目梓（著）
狼たちの宴 勝目梓（著）
火刑の朝 勝目梓（著）
鬼畜 勝目梓（著）
禁断の宴 勝目梓（著）
鎖の闇 勝目梓（著）
昏き処刑台 勝目梓（著）
獣たちの熱い眠り 勝目梓（著）
けもの道に罠を張れ 勝目梓（著）
幻花祭 勝目梓（著）
炸裂 勝目梓（著）
歯科医 勝目梓（著）
私設断頭台 勝目梓（著）
滴り 勝目梓（著）
呪縛 勝目梓（著）
娼婦の朝 勝目梓（著）
女王蜂の身代金 勝目梓（著）
女教師に捧げる鉄拳 勝目梓（著）
処刑 勝目梓（著）
その死を暴くな 勝目梓（著）
抱け、そして撃て 勝目梓（著）
毒と蜜 勝目梓（著）
肉狩り 勝目梓（著）
眠れない 勝目梓（著）
覗く男 勝目梓（著）
剥がし屋 勝目梓（著）
はみだし者 勝目梓（著）
秘戯 勝目梓（著）
媚薬 勝目梓（著）
復讐回廊 勝目梓（著）
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復讐の宴 勝目梓（著）
炎 勝目梓（著）
女豹たちの宴 勝目梓（著）
柔肌は殺しの匂い 勝目梓（著）
夜のエージェント 勝目梓（著）
恋情 勝目梓（著）
パラドックス実践　雄弁学園の教師たち 門井慶喜（著）
山姫抄 加藤元（著）
嫁の遺言 加藤元（著）
岳史よ、生命あるかぎり 加東康一（著）
救命拒否 鏑木蓮（著）
空港　２５時間 鎌田慧（著）
新装増補版　自動車絶望工場 鎌田慧（著）
日本人の精神史　第一部　古代知識階級の形成 亀井勝一郎（著）
日本人の精神史　第二部　王朝の求道と色好み 亀井勝一郎（著）
日本人の精神史　第三部　中世の生死と宗教観 亀井勝一郎（著）
日本人の精神史　第四部　室町芸術と民衆の心 亀井勝一郎（著）
ドキュメント　太平洋戦争全史（上） 亀井宏（著）
ドキュメント　太平洋戦争全史（下） 亀井宏（著）
白く長い廊下 川田弥一郎（著）
ちょっとそこまで 川本三郎（著）
愛技 神崎京介（著）
イントロ 神崎京介（著）
滴 神崎京介（著）
女薫の旅 神崎京介（著）
女薫の旅　灼熱つづく 神崎京介（著）
女薫の旅　激情たぎる 神崎京介（著）
女薫の旅　奔流あふれ 神崎京介（著）
女薫の旅　陶酔めぐる 神崎京介（著）
女薫の旅　衝動はぜて 神崎京介（著）
女薫の旅　放心とろり 神崎京介（著）
女薫の旅　感涙はてる 神崎京介（著）
女薫の旅　耽溺まみれ 神崎京介（著）
女薫の旅　誘惑おって 神崎京介（著）
女薫の旅　秘に触れ 神崎京介（著）
女薫の旅　禁の園へ 神崎京介（著）
女薫の旅　色と艶と 神崎京介（著）
女薫の旅　情の限り 神崎京介（著）
女薫の旅　欲の極み 神崎京介（著）
女薫の旅　愛と偽り 神崎京介（著）
女薫の旅　今は深く 神崎京介（著）
女薫の旅　青い乱れ 神崎京介（著）
女薫の旅　奥に裏に 神崎京介（著）
女薫の旅　空に立つ 神崎京介（著）
女薫の旅　八月の秘密 神崎京介（著）
アウト　＆　アウト 木内一裕（著）
キッド 木内一裕（著）
水の中の犬 木内一裕（著）
藁の楯 木内一裕（著）
デッドボール 木内一裕（著）
あなたに捧げる犯罪　ラブ・クライム 菊地秀行（著）
淫蕩師　鬼華情炎篇 菊地秀行（著）
淫蕩師　呪歌淫形篇 菊地秀行（著）
インフェルノ・ロード 菊地秀行（著）
怪奇城 菊地秀行（著）
キラーネーム 菊地秀行（著）
魔人学園 菊地秀行（著）
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妖戦地帯１　淫鬼篇 菊地秀行（著）
妖戦地帯２　淫囚篇 菊地秀行（著）
妖戦地帯３　淫闘篇 菊地秀行（著）
新世界より（下） 貴志祐介（著）
新世界より（上） 貴志祐介（著）
新世界より（中） 貴志祐介（著）
旨い地酒が飲みたい 北川広二（著）
吉田茂　ポピュリズムに背を向けて＜上＞ 北康利（著）
吉田茂　ポピュリズムに背を向けて＜下＞ 北康利（著）
日本の中の朝鮮文化（１） 金達寿（著）
日本の中の朝鮮文化（２） 金達寿（著）
日本の中の朝鮮文化（３） 金達寿（著）
日本の中の朝鮮文化（４） 金達寿（著）
日本の中の朝鮮文化（５） 金達寿（著）
日本の中の朝鮮文化（６） 金達寿（著）
日本の中の朝鮮文化（７） 金達寿（著）
日本の中の朝鮮文化（８） 金達寿（著）
日本の中の朝鮮文化（９） 金達寿（著）
日本の中の朝鮮文化（10） 金達寿（著）
日本の中の朝鮮文化（11） 金達寿（著）
日本の中の朝鮮文化（12） 金達寿（著）
ムッソリーニの処刑　イタリア・パルティザン秘史 木村裕主（著）
ムッソリーニを逮捕せよ 木村裕主（著）
陰摩羅鬼の瑕（上） 京極夏彦（著）
陰摩羅鬼の瑕（中） 京極夏彦（著）
陰摩羅鬼の瑕（下） 京極夏彦（著）
分冊文庫版　狂骨の夢（上） 京極夏彦（著）
分冊文庫版　狂骨の夢（中） 京極夏彦（著）
分冊文庫版　狂骨の夢（下） 京極夏彦（著）
死ねばいいのに 京極夏彦（著）
絡新婦の理（一） 京極夏彦（著）
絡新婦の理（二） 京極夏彦（著）
絡新婦の理（三） 京極夏彦（著）
絡新婦の理（四） 京極夏彦（著）
鉄鼠の檻（一） 京極夏彦（著）
鉄鼠の檻（二） 京極夏彦（著）
鉄鼠の檻（三） 京極夏彦（著）
鉄鼠の檻（四） 京極夏彦（著）
今昔続百鬼　雲　【電子百鬼夜行】 京極夏彦（著）
塗仏の宴　宴の始末（１） 京極夏彦（著）
塗仏の宴　宴の始末（２） 京極夏彦（著）
塗仏の宴　宴の始末（３） 京極夏彦（著）
分冊文庫版　塗仏の宴　宴の支度（上） 京極夏彦（著）
分冊文庫版　塗仏の宴　宴の支度（中） 京極夏彦（著）
分冊文庫版　塗仏の宴　宴の支度（下） 京極夏彦（著）
証券恐慌　山一事件と日銀特融 草野厚（著）
タイムスリップ森鴎外 鯨統一郎（著）
タイムスリップ明治維新 鯨統一郎（著）
タイムスリップ釈迦如来 鯨統一郎（著）
タイムスリップ水戸黄門 鯨統一郎（著）
タイムスリップ戦国時代 鯨統一郎（著）
タイムスリップ忠臣蔵 鯨統一郎（著）
富士山大噴火 鯨統一郎（著）
MORNING GIRL 鯨統一郎（著）
聞き耳地蔵　立ち退き長屋顛末記 楠木誠一郎（著）
火除け地蔵　立ち退き長屋顛末記 楠木誠一郎（著）
工藤写真館の昭和 工藤美代子（著）
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新装版　ぼくらの時代 栗本薫（著）
旅券のない旅 胡桃沢耕史（著）
燻り 黒川博行（著）
ナナフシの恋～Ｍｉｍｅｔｉｃ　Ｇｉｒｌ～ 黒田研二（著）
明智光秀 桑田忠親（著）
斎藤道三 桑田忠親（著）
戦国史疑 桑田忠親（著）
阿修羅 玄侑宗久（著）
蜂起には至らず　新左翼死人列伝 小嵐九八郎（著）
真幸くあらば 小嵐九八郎（著）
夕焼け小焼けで陽が昇る 小泉武夫（著）
おれは伊平次 神坂次郎（著）
走れ、セナ！ 香坂直（著）
祖父たちの零戦　Ｚｅｒｏ　Ｆｉｇｈｔｅｒｓ　ｏｆ　Ｏｕｒ　Ｇｒａｎｄｆａｔｈｅｒｓ 神立尚紀（著）
妖怪アパートの幽雅な日常１ 香月日輪（著）
妖怪アパートの幽雅な日常２ 香月日輪（著）
妖怪アパートの幽雅な日常３ 香月日輪（著）
妖怪アパートの幽雅な日常４ 香月日輪（著）
妖怪アパートの幽雅な日常５ 香月日輪（著）
妖怪アパートの幽雅な日常６ 香月日輪（著）
妖怪アパートの幽雅な日常７ 香月日輪（著）
妖怪アパートの幽雅な日常８ 香月日輪（著）
血霧（上） コーンウェル，パトリシア（著）／池田真紀子（訳）
血霧（下） コーンウェル，パトリシア（著）／池田真紀子（訳）
私刑 コーンウェル，パトリシア（著）／相原真理子（訳）
死体農場 コーンウェル，パトリシア（著）／相原真理子（訳）
真犯人 コーンウェル，パトリシア（著）／相原真理子（訳）
足利事件（冤罪を証明した一冊のこの本） 小林篤（著）
英国太平記 小林正典（著）
〈冤罪〉のつくり方　大分・女子短大生殺人事件 小林道雄（著）
翔べ！　はぐれ鳥　立ち直った崩壊家庭の子供たち 小林道雄（著）
一条さゆりの性 駒田信二（著）
水滸伝（一） 駒田信二（著）
水滸伝（二） 駒田信二（著）
水滸伝（三） 駒田信二（著）
水滸伝（四） 駒田信二（著）
水滸伝（五） 駒田信二（著）
水滸伝（六） 駒田信二（著）
水滸伝（七） 駒田信二（著）
水滸伝（八） 駒田信二（著）
中国怪奇物語〈神仙編〉 駒田信二（著）
中国怪奇物語〈幽霊編〉 駒田信二（著）
中国怪奇物語〈妖怪編〉 駒田信二（著）
中国笑話集 駒田信二（著）
中国妖姫伝 駒田信二（著）
〈宇宙海兵隊〉ギガース 今野敏（著）
〈宇宙海兵隊〉ギガース２ 今野敏（著）
〈宇宙海兵隊〉ギガース３ 今野敏（著）
宇宙海兵隊　ギガース４ 今野敏（著）
宇宙海兵隊　ギガース５ 今野敏（著）
ＳＴ　警視庁科学特捜班 今野敏（著）
ＳＴ　警視庁科学特捜班　毒物殺人 今野敏（著）
ＳＴ　警視庁科学特捜班　青の調査ファイル 今野敏（著）
ＳＴ　警視庁科学特捜班　赤の調査ファイル 今野敏（著）
ＳＴ　警視庁科学特捜班　黄の調査ファイル 今野敏（著）
ＳＴ　警視庁科学特捜班　緑の調査ファイル 今野敏（著）
ＳＴ　警視庁科学特捜班　黒の調査ファイル 今野敏（著）
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ＳＴ　為朝伝説殺人ファイル　警視庁科学特捜班 今野敏（著）
奏者水滸伝　阿羅漢集結 今野敏（著）
奏者水滸伝　小さな逃亡者 今野敏（著）
奏者水滸伝　古丹、山へ行く 今野敏（著）
茶室殺人伝説 今野敏（著）
同期 今野敏（著）
特殊防諜班　連続誘拐 今野敏（著）
特殊防諜班　組織報復 今野敏（著）
特殊防諜班　標的反撃 今野敏（著）
特殊防諜班　凶星降臨 今野敏（著）
特殊防諜班　諜報潜入 今野敏（著）
特殊防諜班　聖域炎上 今野敏（著）
江戸の商魂 佐江衆一（著）
士魂商才　五代友厚 佐江衆一（著）
こんなの、はじめて？ 酒井順子（著）
儒教と負け犬 酒井順子（著）
ホメるが勝ち！ 酒井順子（著）
ある華族の昭和史　上流社会の明暗を見た女の記録 酒井美意子（著）
古酒新酒 坂口謹一郎（著）
寿司屋のかみさん　うまいもの暦 佐川芳枝（著）
月刊サギサワ 鷺沢萠（著）
コマのおかあさん 鷺沢萠（著）
大統領のクリスマス・ツリー 鷺沢萠（著）
上杉謙信　天の巻 咲村観（著）
上杉謙信　地の巻 咲村観（著）
上杉謙信　人の巻 咲村観（著）
身分帳 佐木隆三（著）
ばたばたナース 桜木もえ（著）
ばたばたナース　泣かないもん！ 桜木もえ（著）
ばたばたナース　秘密の花園 桜木もえ（著）
ばたばたナース　美人の花道 桜木もえ（著）
社長のモラル　日本企業の罪と罰 佐高信（著）
戦いすんで日が暮れて 佐藤愛子（著）
花はくれない　小説　佐藤紅緑 佐藤愛子（著）
ミノタウロス 佐藤亜紀（著）
一瞬の風になれ　第一部　イチニツイテ 佐藤多佳子（著）
一瞬の風になれ　第二部　ヨウイ 佐藤多佳子（著）
一瞬の風になれ　第三部　ドン 佐藤多佳子（著）
江戸繁昌記　寺門静軒無聊伝 佐藤雅美（著）
青雲遙かに　大内俊助の生涯 佐藤雅美（著）
物書同心居眠り紋蔵 佐藤雅美（著）
隼小僧異聞　物書同心居眠り紋蔵 佐藤雅美（著）
密約　物書同心居眠り紋蔵 佐藤雅美（著）
お尋者　物書同心居眠り紋蔵 佐藤雅美（著）
老博奕打ち　物書同心居眠り紋蔵 佐藤雅美（著）
四両二分の女　物書同心居眠り紋蔵 佐藤雅美（著）
白い息　物書同心居眠り紋蔵 佐藤雅美（著）
向井帯刀の発心　物書同心居眠り紋蔵 佐藤雅美（著）
一心斎不覚の筆禍　物書同心居眠り紋蔵 佐藤雅美（著）
魔物が棲む町　物書同心居眠り紋蔵 佐藤雅美（著）
影帳　半次捕物控 佐藤雅美（著）
揚羽の蝶　半次捕物控（上） 佐藤雅美（著）
揚羽の蝶　半次捕物控（下） 佐藤雅美（著）
命みょうが　半次捕物控 佐藤雅美（著）
疑惑　半次捕物控 佐藤雅美（著）
泣く子と小三郎　半次捕物控 佐藤雅美（著）
髻塚不首尾一件始末　半次捕物控 佐藤雅美（著）
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天才絵師と幻の生首　半次捕物控 佐藤雅美（著）
推理日記　I 佐野洋（著）
推理日記　II 佐野洋（著）
推理日記　III 佐野洋（著）
淫府再興 沢里裕二（著）
C.W.ニコルの自然記 C.W.ニコル（著）／竹内和世（訳）
C.W.ニコルの野性記 C.W.ニコル（著）／竹内和世（訳）
C.W.ニコルの旅行記 C.W.ニコル（著）
愛妻日記 重松清（著）
青春夜明け前 重松清（著）
定年ゴジラ 重松清（著）
定年ゴジラ-1 重松清（著）
定年ゴジラ-2 重松清（著）
流星ワゴン 重松清（著）
Ａｖｅ　Ｍａｒｉａ　アヴェ　マリア 篠田真由美（著）
ａｎｇｅｌｓ　天使たちの長い夜 篠田真由美（著）
仮面の島　建築探偵桜井京介の事件簿 篠田真由美（著）
綺羅の柩　建築探偵桜井京介の事件簿 篠田真由美（著）
玄い女神　建築探偵桜井京介の事件簿 篠田真由美（著）
月蝕の窓　建築探偵桜井京介の事件簿 篠田真由美（著）
原罪の庭　建築探偵桜井京介の事件簿 篠田真由美（著）
未明の家　建築探偵桜井京介の事件簿 篠田真由美（著）
胡蝶の鏡　建築探偵桜井京介の事件簿 篠田真由美（著）
桜闇　建築探偵桜井京介の事件簿 篠田真由美（著）
失楽の街　建築探偵桜井京介の事件簿 篠田真由美（著）
センティメンタル・ブルー　蒼の四つの冒険 篠田真由美（著）
灰色の砦　建築探偵桜井京介の事件薄 篠田真由美（著）
翡翠の城　建築探偵桜井京介の事件簿 篠田真由美（著）
美貌の帳　建築探偵桜井京介の事件簿 篠田真由美（著）
ドリーマーズ 柴崎友香（著）
クラシック名曲案内ベスト151 柴田南雄（著）
フォー・ディア・ライフ 柴田よしき（著）
透明人間の納屋 島田荘司（著）
人間　井深大 島谷泰彦（著）
いのちのバトン 志村季世恵（著）
オルゴォル 朱川湊人（著）
刑事の墓場 首藤瓜於（著）
指し手の顔（上）　脳男２ 首藤瓜於（著）
指し手の顔（下）　脳男２ 首藤瓜於（著）
事故係　生稲昇太の多感 首藤瓜於（著）
脳男 首藤瓜於（著）
刑事のはらわた 首藤瓜於（著）
逃亡戦犯 翔田寛（著）
誘拐児 翔田寛（著）
海将（上） 白石一郎（著）
海将（下） 白石一郎（著）
この胸に深々と突き刺さる矢を抜け　上 白石一文（著）
この胸に深々と突き刺さる矢を抜け　下 白石一文（著）
東京家族 白石まみ（作）／山田洋次（原案）／平松恵美子（原案）
プールの底に眠る 白河三兎（著）
女形 不知火京介（著）
マッチメイク 不知火京介（著）
捜査官 末浦広海（著）
お狂言師歌吉うきよ暦 杉本章子（著）
絵島疑獄（上） 杉本苑子（著）
絵島疑獄（下） 杉本苑子（著）
傾く滝 杉本苑子（著）
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今昔物語ふぁんたじあ 杉本苑子（著）
続今昔物語ふぁんたじあ 杉本苑子（著）
続々今昔物語ふぁんたじあ 杉本苑子（著）
新とはずがたり 杉本苑子（著）
長勝院の萩（上） 杉本苑子（著）
長勝院の萩（中） 杉本苑子（著）
長勝院の萩（下） 杉本苑子（著）
胸に棲む鬼 杉本苑子（著）
コテン氏の音楽帖 砂川しげひさ（著）
中年シングル生活 関川夏央（著）
日本の鶯　堀口大學聞書き 関容子（著）
少年Ｈ（上） 妹尾河童（著）
少年Ｈ（下） 妹尾河童（著）
本ボシ 曽根圭介（著）
届かぬ想い 蘇部健一（著）
あなたにもできる悪いこと 平安寿子（著）
グッドラックららばい 平安寿子（著）
銀の檻を溶かして　薬屋探偵妖綺談 高里椎奈（著）
黄色い目をした猫の幸せ　薬屋探偵妖綺談 高里椎奈（著）
悪魔と詐欺師　薬屋探偵妖綺談 高里椎奈（著）
金糸雀が啼く夜　薬屋探偵妖綺談 高里椎奈（著）
緑陰の雨　灼けた月　薬屋探偵妖綺談 高里椎奈（著）
白兎が歌った蜃気楼　薬屋探偵妖綺談 高里椎奈（著）
本当は知らない　薬屋探偵妖綺談 高里椎奈（著）
蒼い千鳥　花霞に泳ぐ　薬屋探偵妖綺談 高里椎奈（著）
孤狼と月　フェンネル大陸　偽王伝１ 高里椎奈（著）
騎士の系譜　フェンネル大陸　偽王伝２ 高里椎奈（著）
虚空の王者　フェンネル大陸　偽王伝３ 高里椎奈（著）
闇と光の双翼　フェンネル大陸　偽王伝４ 高里椎奈（著）
風牙天明　フェンネル大陸　偽王伝５　 高里椎奈（著）
雲の花嫁　フェンネル大陸　偽王伝６ 高里椎奈（著）
終焉の詩　フェンネル大陸　偽王伝７ 高里椎奈（著）
深山木薬店説話集＜薬屋探偵妖綺談＞ 高里椎奈（著）
ソラチルサクハナ〈薬屋探偵怪奇譚〉 高里椎奈（著）
メルトダウン 高嶋哲夫（著）
銀行大統合　小説みずほＦＧ 高杉良（著）
新装版　虚構の城 高杉良（著）
新装版　懲戒解雇 高杉良（著）
大逆転！　小説　三菱・第一銀行合併事件 高杉良（著）
濁流（上）　組織悪に抗した男たち 高杉良（著）
濁流（下）　組織悪に抗した男たち 高杉良（著）
挑戦　巨大外資（上） 高杉良（著）
挑戦　巨大外資（下） 高杉良（著）
バンダルの塔 高杉良（著）
労働貴族 高杉良（著）
広報室沈黙す（上） 高杉良（著）
広報室沈黙す（下） 高杉良（著）
会社蘇生 高杉良（著）
炎の経営者（上） 高杉良（著）
炎の経営者（下） 高杉良（著）
小説　日本興業銀行(1) 高杉良（著）
小説　日本興業銀行(2) 高杉良（著）
小説　日本興業銀行(3) 高杉良（著）
小説　日本興業銀行(4) 高杉良（著）
小説　日本興業銀行(5) 高杉良（著）
社長の器 高杉良（著）
祖国へ、熱き心を　東京にオリンピックを呼んだ男 高杉良（著）
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その人事に異議あり　女性広報主任のジレンマ 高杉良（著）
人事権！ 高杉良（著）
小説　消費者金融クレジット社会の罠 高杉良（著）
首魁の宴　政官財腐の構図 高杉良（著）
指名解雇 高杉良（著）
小説ザ・外資 高杉良（著）
カンナ　飛鳥の光臨 高田崇史（著）
カンナ　天草の神兵 高田崇史（著）
カンナ　吉野の暗闘 高田崇史（著）
カンナ　奥州の覇者 高田崇史（著）
ＱＥＤ　百人一首の呪 高田崇史（著）
ＱＥＤ　六歌仙の暗号 高田崇史（著）
ＱＥＤ　ベイカー街の問題 高田崇史（著）
ＱＥＤ　東照宮の怨 高田崇史（著）
ＱＥＤ　式の密室 高田崇史（著）
ＱＥＤ　竹取伝説 高田崇史（著）
ＱＥＤ　龍馬暗殺 高田崇史（著）
ＱＥＤ　～ｖｅｎｔｕｓ～　鎌倉の闇 高田崇史（著）
ＱＥＤ　鬼の城伝説 高田崇史（著）
ＱＥＤ　～ｖｅｎｔｕｓ～　熊野の残照 高田崇史（著）
ＱＥＤ　神器封殺 高田崇史（著）
ＱＥＤ　～ｖｅｎｔｕｓ～　御霊将門 高田崇史（著）
ＱＥＤ　河童伝説 高田崇史（著）
ＱＥＤ　～ｆｌｕｍｅｎ～　九段坂の春 高田崇史（著）
ＱＥＤ　諏訪の神霊 高田崇史（著）
ＱＥＤ　出雲神伝説 高田崇史（著）
パズル自由自在　千葉千波の事件日記 高田崇史（著）
麿の酩酊事件簿　月に酔 高田崇史（著）
麿の酩酊事件簿　花に舞 高田崇史（著）
カンナ　戸隠の殺皆 高田崇史（著）
正しい団塊の世代白書 高田文夫（著）
カーリー　＜１．黄金の尖塔の国とあひると小公女＞ 高殿円（著）
カーリー　〈２．二十一発の祝砲とプリンセスの休日〉 高殿円（著）
カント・アンジェリコ 高野史緒（著）
アッコです、ドモ。 高橋章子（著）
秘伝 高橋治（著）
火怨　上　北の燿星アテルイ 高橋克彦（著）
火怨　下　北の燿星アテルイ 高橋克彦（著）
刻謎宮（１）　彷徨篇 高橋克彦（著）
刻謎宮（２）　光輝篇 高橋克彦（著）
刻謎宮（３）　渡穹篇 高橋克彦（著）
刻謎宮（４）　登天篇 高橋克彦（著）
竜の柩(1)　聖邪の顔編 高橋克彦（著）
竜の柩(2)　ノアの方舟編 高橋克彦（著）
竜の柩(3)　神の星編 高橋克彦（著）
竜の柩(4)　約束の地編 高橋克彦（著）
竜の柩(5)　心霊日本編 高橋克彦（著）
竜の柩(6)　交霊英国編 高橋克彦（著）
死出の門松＜こんな葬式がしたかった＞ 高橋繁行（著）
粟田口の狂女 滝口康彦（著）
遺恨の譜 滝口康彦（著）
一命 滝口康彦（著）
恨み黒髪 滝口康彦（著）
薩摩軍法 滝口康彦（著）
猿ケ辻風聞 滝口康彦（著）
拝領妻始末 滝口康彦（著）
葉隠無残 滝口康彦（著）
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謀殺 滝口康彦（著）
落日の鷹 滝口康彦（著）
犬と鴉 田中慎弥（著）
私本・イソップ物語 田辺聖子（著）
ぼちぼち草子 田辺聖子（著）
宮本武蔵をくどく法 田辺聖子（著）
無常ソング 田辺聖子（著）
もと夫婦 田辺聖子（著）
十四歳のエンゲージ 谷村志穂（著）
外道の女 団鬼六（著）
王莽 塚本青史（著）
凱歌の後 塚本靑史（著）
光武帝（上） 塚本青史（著）
光武帝（中） 塚本青史（著）
光武帝（下） 塚本青史（著）
始皇帝 塚本靑史（著）
張騫 塚本青史（著）
呂后 塚本青史（著）
円朝芝居噺　夫婦幽霊 辻原登（著）
マノンの肉体 辻原登（著）
凍りのくじら 辻村深月（著）
子どもたちは夜と遊ぶ（上） 辻村深月（著）
子どもたちは夜と遊ぶ（下） 辻村深月（著）
スロウハイツの神様（上） 辻村深月（著）
スロウハイツの神様（下） 辻村深月（著）
ゼロ、ハチ、ゼロ、ナナ。 辻村深月（著）
冷たい校舎の時は止まる（上） 辻村深月（著）
冷たい校舎の時は止まる（下） 辻村深月（著）
名前探しの放課後（上） 辻村深月（著）
名前探しの放課後（下） 辻村深月（著）
ぼくのメジャースプーン 辻村深月（著）
ロードムービー 辻村深月（著）
Ｖ．Ｔ．Ｒ． 辻村深月（著）
新　顎十郎捕物帳 都筑道夫（著）
新　顎十郎捕物帳２ 都筑道夫（著）
にぎやかな悪霊たち 都筑道夫（著）
猫の舌に釘をうて 都筑道夫（著）
夢幻地獄四十八景 都筑道夫（著）
異域の死者　上野着17時40分の死者 津村秀介（著）
恵那峡殺人事件 津村秀介（著）
大阪経由１７時１０分の死者 津村秀介（著）
小樽発15時23分の死者 津村秀介（著）
湖畔の殺人 津村秀介（著）
寝台急行銀河の殺意 津村秀介（著）
瀬戸内を渡る死者 津村秀介（著）
松山着18時15分の死者 津村秀介（著）
最上峡殺人事件 津村秀介（著）
紅葉坂殺人事件 津村秀介（著）
遍路みち 津村節子（著）
逢わばや見ばや　完結編 出久根達郎（著）
御書物同心日記　虫姫 出久根達郎（著）
作家の値段 出久根達郎（著）
世直し大明神　おんな飛脚人 出久根達郎（著）
定吉七は丁稚の番号　定吉七番シリーズ 東郷隆（著）
ロッポンギから愛をこめて　定吉七番シリーズ 東郷隆（著）
ゴールドういろう　定吉七番シリーズ 東郷隆（著）
角のロワイヤル　定吉七番シリーズ 東郷隆（著）
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太閤殿下の定吉七番　定吉七番シリーズ 東郷隆（著）
八月からの手紙 堂場瞬一（著）
猫の神様 東良美季（著）
新装版　ムーミン谷の彗星 トーベ・ヤンソン（文・絵）／下村隆一（訳）
新装版　たのしいムーミン一家 トーベ・ヤンソン（文・絵）／山室静（訳）
新装版　ムーミンパパの思い出 トーベ・ヤンソン（文・絵）／小野寺百合子（訳）
新装版　ムーミン谷の夏まつり トーベ・ヤンソン（文・絵）／下村隆一（訳）
新装版　ムーミン谷の冬 トーベ・ヤンソン（文・絵）／山室静（訳）
新装版　ムーミン谷の仲間たち トーベ・ヤンソン（文・絵）／山室静（訳）
新装版　ムーミンパパ海へいく トーベ・ヤンソン（文・絵）／小野寺百合子（訳）
新装版　ムーミン谷の十一月 トーベ・ヤンソン（文・絵）／鈴木徹郎（訳）
小さなトロールと大きな洪水 トーベ・ヤンソン（文・絵）／冨原眞弓（訳）
浮舟の剣 鳥羽亮（著）
影笛の剣 鳥羽亮（著）
疾風剣谺返し　深川狼虎伝 鳥羽亮（著）
蛮骨の剣 鳥羽亮（著）
秘剣　鬼の骨 鳥羽亮（著）
風来の剣 鳥羽亮（著）
鱗光の剣 鳥羽亮（著）
革命家・北一輝　「日本改造法案大綱」と昭和維新 豊田穣（著）
日本交響楽(1)　満州篇（上） 豊田穣（著）
日本交響楽(2)　満州篇（下） 豊田穣（著）
日本交響楽(3)　大陸篇（上） 豊田穣（著）
日本交響楽(4)　大陸篇（下） 豊田穣（著）
日本交響楽(5)　太平洋編（上） 豊田穣（著）
日本交響楽(6)　太平洋編（下） 豊田穣（著）
日本交響楽(7)　完結篇 豊田穣（著）
海軍軍令部 豊田穣（著）
飛行機王・中島知久平 豊田穣（著）
新装版　原子炉の蟹 長井彬（著）
新装版　虚無への供物（上） 中井英夫（著）
新装版　虚無への供物（下） 中井英夫（著）
生き仏になった落ちこぼれ 長尾三郎（著）
エベレストに死す　天才クライマー加藤保男 長尾三郎（著）
海軍技術研究所　エレクトロニクス王国の先駆者たち 中川靖造（著）
創造の人生　井深大 中川靖造（著）
己惚れの記 中路啓太（著）
擬態 永嶋恵美（著）
災厄 永嶋恵美（著）
転落 永嶋恵美（著）
イトウの恋 中島京子（著）
均ちゃんの失踪 中島京子（著）
ＦＵＴＯＮ 中島京子（著）
違法弁護 中嶋博行（著）
検察捜査 中嶋博行（著）
司法戦争 中嶋博行（著）
第一級殺人弁護 中嶋博行（著）
ホカベン　ボクたちの正義 中嶋博行（著）
今夜、すべてのバーで 中島らも（著）
白いメリーさん 中島らも（著）
寝ずの番 中島らも（著）
バンド・オブ・ザ・ナイト 中島らも（著）
ロバに耳打ち 中島らも（著）
密書 中薗英助（著）
無国籍者 中薗英助（著）
トレイシー　日本兵捕虜秘密尋問所 中田整一（著）
すらすら読める方丈記 中野孝次（著）
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レモンタルト 長野まゆみ（著）
カスティリオーネの庭 中野美代子（著）
義に生きるか裏切るか　名将がいて、愚者がいた 中村彰彦（著）
知恵伊豆と呼ばれた男　老中松平信綱の生涯 中村彰彦（著）
名将がいて、愚者がいた 中村彰彦（著）
スリースターズ 梨屋アリエ（著）
空の境界（上） 奈須きのこ（著）
空の境界（中） 奈須きのこ（著）
空の境界（下） 奈須きのこ（著）
赤坂哀愁夫人 南里征典（著）
麻布憂愁夫人 南里征典（著）
鎌倉誘惑夫人 南里征典（著）
軽井沢絶頂夫人 南里征典（著）
金閣寺秘愛夫人 南里征典（著）
銀座魔性夫人 南里征典（著）
自由ケ丘密会夫人 南里征典（著）
新宿爛蕩夫人 南里征典（著）
成城官能夫人 南里征典（著）
田園調布真紅夫人 南里征典（著）
道玄坂濃蜜夫人 南里征典（著）
肉体の狩人 南里征典（著）
箱根湖畔欲望殺人 南里征典（著）
華やかな牝獣たち 南里征典（著）
秘命課長　狙われた美女 南里征典（著）
秘命課長　獣たちの野望 南里征典（著）
秘命課長　黄金の情事 南里征典（著）
武蔵野薔薇夫人 南里征典（著）
山手背徳夫人 南里征典（著）
欲望の仕掛人 南里征典（著）
六本木芳熟夫人 南里征典（著）
スパイラル・エイジ 新津きよみ（著）
軽井沢マジック 二階堂黎人（著）
地獄の奇術師 二階堂黎人（著）
ドアの向こう側 二階堂黎人（著）
名探偵　水乃サトルの大冒険 二階堂黎人（著）
千里伝 仁木英之（著）
時輪の轍　千里伝 仁木英之（著）
生贄を抱く夜　神麻嗣子の超能力事件簿 西澤保彦（著）
ソフトタッチ・オペレーション　神麻嗣子の超能力事件簿 西澤保彦（著）
夢幻巡礼　神麻嗣子の超能力事件簿 西澤保彦（著）
殺意の集う夜 西澤保彦（著）
人格転移の殺人 西澤保彦（著）
新装版　瞬間移動死体 西澤保彦（著）
麦酒の家の冒険 西澤保彦（著）
ファンタズム 西澤保彦（著）
新装版　殺しの双曲線 西村京太郎（著）
天使の傷痕 西村京太郎（著）
十津川警部　長良川に犯人を追う 西村京太郎（著）
十津川警部　西伊豆変死事件 西村京太郎（著）
愛の伝説・釧路湿原 西村京太郎（著）
残火 西村健（著）
〈博多探偵ゆげ福〉　はしご 西村健（著）
ゆげ福　博多探偵事件ファイル 西村健（著）
聖職の碑 新田次郎（著）
武田勝頼（一）　陽の巻 新田次郎（著）
武田勝頼（二）　水の巻 新田次郎（著）
武田勝頼（三）　空の巻 新田次郎（著）
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世界昔ばなし（上）ヨーロッパ 日本民話の会（著）
世界昔ばなし（下）アジア・アフリカ・アメリカ 日本民話の会（著）
ニサッタ、ニサッタ（上） 乃南アサ（著）
ニサッタ、ニサッタ（下） 乃南アサ（著）
ライン 乃南アサ（著）
地のはてから（上） 乃南アサ（著）
地のはてから（下） 乃南アサ（著）
桃尻娘 橋本治（著）
その後の仁義なき桃尻娘 橋本治（著）
帰って来た桃尻娘 橋本治（著）
無花果少年と瓜売小僧 橋本治（著）
無花果少年と桃尻娘 橋本治（著）
雨の温州蜜柑姫 橋本治（著）
日本鉄道物語 橋本克彦（著）
欲望の迷宮―新宿歌舞伎町― 橋本克彦（著）
「ワタクシハ」 羽田圭介（著）
天の方舟（上） 服部真澄（著）
天の方舟（下） 服部真澄（著）
１／２の騎士 初野晴（著）
遺留品 パトリシア・コーンウェル（著）／相原真理子（訳）
検屍官 パトリシア・コーンウェル（著）／相原真理子（訳）
証拠死体 パトリシア・コーンウェル（著）／相原真理子（訳）
スカーペッタ　（上） パトリシア・コーンウェル（著）／池田真紀子（訳）
スカーペッタ　（下） パトリシア・コーンウェル（著）／池田真紀子（訳）
スカーペッタ　核心（上） パトリシア・コーンウェル（著）／池田真紀子（訳）
スカーペッタ　核心（下） パトリシア・コーンウェル（著）／池田真紀子（訳）
変死体（上） パトリシア・コーンウェル（著）／池田真紀子（訳）
変死体（下） パトリシア・コーンウェル（著）／池田真紀子（訳）
死因 パトリシア・コーンウェル（著）／相原真理子（訳）
接触 パトリシア・コーンウェル（著）／相原真理子（訳）
業火 パトリシア・コーンウェル（著）／相原真理子（訳）
警告 パトリシア・コーンウェル（著）／相原真理子（訳）
審問（上） パトリシア・コーンウェル（著）／相原真理子（訳）
審問（下） パトリシア・コーンウェル（著）／相原真理子（訳）
黒蠅（上） パトリシア・コーンウェル（著）／相原真理子（訳）
黒蠅（下） パトリシア・コーンウェル（著）／相原真理子（訳）
痕跡（上） パトリシア・コーンウェル（著）／相原真理子（訳）
痕跡（下） パトリシア・コーンウェル（著）／相原真理子（訳）
神の手（上） パトリシア・コーンウェル（著）／相原真理子（訳）
神の手（下） パトリシア・コーンウェル（著）／相原真理子（訳）
異邦人（上） パトリシア・コーンウェル（著）／相原真理子（訳）
異邦人（下） パトリシア・コーンウェル（著）／相原真理子（訳）
鬼手　世田谷駐在刑事・小林健 濱嘉之（著）
警視庁情報官　シークレット・オフィサー 濱嘉之（著）
警視庁情報官　ハニートラップ 濱嘉之（著）
警視庁情報官　トリックスター 濱嘉之（著）
警視庁情報官　ブラックドナー 濱嘉之（著）
列島融解 濱嘉之（著）
風渡る 葉室麟（著）
風の軍師　黒田官兵衛 葉室麟（著）
星に願いを 林真理子（著）
ミスキャスト 林真理子（著）
みんなの秘密 林真理子（著）
双子同心　捕物競い 早見俊（著）
右近の鯔背銀杏　双子同心捕物競い（二） 早見俊（著）
同心の鑑　双子同心捕物競い（三） 早見俊（著）
沿線風景 原武史（著）
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アイビー・ハウス 原田ひ香（著）
夏を喪くす 原田マハ（著）
スメル男 原田宗典（著）
私は好奇心の強いゴッドファーザー 原田宗典（著）
猫間地獄のわらべ歌 幡大介（著）
ミッドナイト・ラン！ 樋口明雄（著）
彼女はたぶん魔法を使う 樋口有介（著）
初恋よ、さよならのキスをしよう 樋口有介（著）
骨董屋征次郎京暦 火坂雅志（著）
ああ、禁煙ｖｓ．喫煙 姫野カオルコ（著）
キャパになれなかったカメラマン　ベトナム戦争の語り部たち＜上＞ 平敷安常（著）
キャパになれなかったカメラマン　ベトナム戦争の語り部たち＜下＞ 平敷安常（著）
ドーン 平野啓一郎（著）
藪の奥―眠る義経秘宝 平谷美樹（著）
ダウン・バイ・ロー 深町秋生（著）
トスカの接吻　オペラ・ミステリオーザ 深水黎一郎（著）
北津軽 逆アリバイの死角　「太宰治の旅」殺人事件 深谷忠記（著）
寝台特急「出雲」＋－の交叉 深谷忠記（著）
津軽海峡＋－の交叉 深谷忠記（著）
房総・武蔵野殺人ライン 深谷忠記（著）
黙秘 深谷忠記（著）
横浜・修善寺０の交差　「修禅寺物語」殺人事件 深谷忠記（著）
紫の領分 藤沢周（著）
決闘の辻 藤沢周平（著）
春秋の檻　獄医立花登手控え（一） 藤沢周平（著）
風雪の檻　獄医立花登手控え（二） 藤沢周平（著）
愛憎の檻　獄医立花登手控え（三） 藤沢周平（著）
人間の檻　獄医立花登手控え（四） 藤沢周平（著）
市塵（上） 藤沢周平（著）
市塵（下） 藤沢周平（著）
闇の歯車 藤沢周平（著）
雪明かり 藤沢周平（著）
イヌからネコから伝染るんです。 藤田紘一郎（著）
医療大崩壊 藤田紘一郎（著）
笑うカイチュウ 藤田紘一郎（著）
暁天の星　鬼籍通覧 椹野道流（著）
無明の闇　鬼籍通覧 椹野道流（著）
壺中の天　鬼籍通覧 椹野道流（著）
隻手の声　鬼籍通覧 椹野道流（著）
禅定の弓　鬼籍通覧 椹野道流（著）
運転士 藤原智美（著）
蝶舞う館 船戸与一（著）
野川 古井由吉（著）
整形前夜 穂村弘（著）
幻想郵便局 堀川アサコ（著）
幻想映画館 堀川アサコ（著）
零戦―その誕生と栄光の記録― 堀越二郎（著）
ニューヨークの日本人 本田靖春（著）
不当逮捕 本田靖春（著）／吉野美耶子（訳）
我、拗ね者として生涯を閉ず（上） 本田靖春（著）
我、拗ね者として生涯を閉ず（下） 本田靖春（著）
熊の場所 舞城王太郎（著）
煙か土か食い物 舞城王太郎（著）
獣の樹 舞城王太郎（著）
好き好き大好き超愛してる。 舞城王太郎（著）
ＳＰＥＥＤＢＯＹ！ 舞城王太郎（著）
世界は密室でできている。 舞城王太郎（著）
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山ん中の獅見朋成雄 舞城王太郎（著）
裂帛　五坪道場一手指南 牧秀彦（著）
凜々　五坪道場一手指南 牧秀彦（著）
雄飛　五坪道場一手指南 牧秀彦（著）
清冽　五坪道場一手指南 牧秀彦（著）
猫のあしあと 町田康（著）
宿屋めぐり 町田康（著）
仲蔵狂乱 松井今朝子（著）
似せ者 松井今朝子（著）
奴の小万と呼ばれた女 松井今朝子（著）
潮風の町 松下竜一（著）
豆腐屋の四季　ある青春の記録 松下竜一（著）
ルイズ　父に貰いし名は 松下竜一（著）
秘剣こいわらい 松宮宏（著）
熱い絹（上） 松本清張（著）
熱い絹（下） 松本清張（著）
異変街道（上） 松本清張（著）
異変街道（下） 松本清張（著）
大奥婦女記 松本清張（著）
花氷 松本清張（著）
ガラスの城 松本清張（著）
黄色い風土 松本清張（著）
北一輝論 松本清張（著）
草の陰刻 松本清張（著）
黒い樹海 松本清張（著）
湖底の光芒 松本清張（著）
殺人行おくのほそ道（上） 松本清張（著）
殺人行おくのほそ道（下） 松本清張（著）
棲息分布（上） 松本清張（著）
棲息分布（下） 松本清張（著）
増上寺刃傷 松本清張（著）
天保図録１ 松本清張（著）
天保図録２ 松本清張（著）
天保図録３ 松本清張（著）
天保図録４ 松本清張（著）
天保図録５ 松本清張（著）
遠くからの声 松本清張（著）
塗られた本 松本清張（著）
火の縄 松本清張（著）
連環 松本清張（著）
丸太町ルヴォワール 円居挽（著）
女ともだち 真梨幸子（著）
クロク、ヌレ！ 真梨幸子（著）
孤虫症 真梨幸子（著）
深く深く、砂に埋めて 真梨幸子（著）
サーカス市場 三浦明博（著）
パラダイス・クローズド　ＴＨＡＮＡＴＯＳ 汀こるもの（著）
まごころを、君に　ＴＨＡＮＡＴＯＳ 汀こるもの（著）
フォークの先、希望の後　　ＴＨＡＮＡＴＯＳ 汀こるもの（著）
俳句歳時記≪春≫ 水原秋櫻子（著）
俳句歳時記≪夏≫ 水原秋櫻子（著）
俳句歳時記≪秋≫ 水原秋櫻子（著）
俳句歳時記≪冬≫ 水原秋櫻子（著）
カラスの親指　ｂｙ　ｒｕｌｅ　ｏｆ　ＣＲＯＷ’ｓ　ｔｈｕｍｂ 道尾秀介（著）
スラッシャー　廃園の殺人 三津田信三（著）
凶鳥の如き忌むもの 三津田信三（著）
聖女の島 皆川博子（著）
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光源氏殺人事件 皆川博子（著）
乱世玉響　蓮如と女たち 皆川博子（著）
殺人急行北の逆転２４０秒 峰隆一郎（著）
新潟発「あさひ」複層の殺意 峰隆一郎（著）
西鹿児島発「交換殺人」特急 峰隆一郎（著）
殺人特急逆転の１５分 峰隆一郎（著）
新装版　一絃の琴 宮尾登美子（著）
天璋院篤姫（上） 宮尾登美子（著）
天璋院篤姫（下） 宮尾登美子（著）
東福門院和子の涙 宮尾登美子（著）
子産（上） 宮城谷昌光（著）
子産（下） 宮城谷昌光（著）
孟嘗君（１） 宮城谷昌光（著）
孟嘗君（２） 宮城谷昌光（著）
孟嘗君（３） 宮城谷昌光（著）
孟嘗君（４） 宮城谷昌光（著）
孟嘗君（５） 宮城谷昌光（著）
介子推 宮城谷昌光（著）
まぼろしの邪馬台国　第１部　白い杖の視点 宮崎康平（著）
まぼろしの邪馬台国　第２部　伊都から邪馬台への道 宮崎康平（著）
軽井沢物語 宮原安春（著）
骸骨ビルの庭（上） 宮本輝（著）
骸骨ビルの庭（下） 宮本輝（著）
ここに地終わり　海始まる（上） 宮本輝（著）
ここに地終わり　海始まる（下） 宮本輝（著）
新装版　避暑地の猫 宮本輝（著）
にぎやかな天地（上） 宮本輝（著）
にぎやかな天地（下） 宮本輝（著）
ひとたびはポプラに臥す１＆２ 宮本輝（著）
ひとたびはポプラに臥す３＆４ 宮本輝（著）
ひとたびはポプラに臥す５＆６ 宮本輝（著）
政・財　腐蝕の１００年 三好徹（著）
政・財　腐蝕の１００年　大正編 三好徹（著）
義姉　武芸者　冴木澄香 睦月影郎（著）
甘蜜三昧 睦月影郎（著）
有情　武芸者　冴木澄香 睦月影郎（著）
変萌 睦月影郎（著）
Ｇのカンバス 睦月影郎（著）
忍萌 睦月影郎（著）
新・平成好色一代男　秘伝の書 睦月影郎（著）
新・平成好色一代男　元部下のＯＬ 睦月影郎（著）
新・平成好色一代男　隣人と。女子アナと。 睦月影郎（著）
姫遊 睦月影郎（著）
武家娘　明暦江戸隠密控 睦月影郎（著）
平成好色一代男　清純コンパニオンの好奇心 睦月影郎（著）
平成好色一代男　独身娘の部屋 睦月影郎（著）
平成好色一代男　和装セレブ妻の香り 睦月影郎（著）
卍萌 睦月影郎（著）
密通妻 睦月影郎（著）
星が吸う水 村田沙耶香（著）
説き語り「源氏物語」 村山リウ（著）
子作り爆裂伝 室井佑月（著）
Piss 室井佑月（著）
「赤毛のアン」に学ぶ幸福になる方法 茂木健一郎（著）
セレンディピティの時代　偶然の幸運に出会う方法 茂木健一郎（著）
ぼくの歌、みんなの歌 森達也（著）
ηなのに夢のよう　DREAMILY IN SPITE OF η 森博嗣（著）
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イナイ×イナイ　PEEKABOO 森博嗣（著）
εに誓って　SWEARING ON SOLEMN ε 森博嗣（著）
今はもうない　SWITCH BACK 森博嗣（著）
今はもうない-1　SWITCH BACK 森博嗣（著）
今はもうない-2　SWITCH BACK 森博嗣（著）
キラレ×キラレ　CUTTHROAT 森博嗣（著）
銀河不動産の超越　Ｔｒａｎｓｃｅｎｄｅｎｃｅ　ｏｆ　Ｇｉｎｇａ　Ｅｓｔａｔｅ　
Ａｇｅｎｃｙ

森博嗣（著）

幻惑の死と使途　ILLUSION ACTS LIKE MAGIC 森博嗣（著）
幻惑の死と使途-1　ILLUSION ACTS LIKE MAGIC 森博嗣（著）
幻惑の死と使途-2　ILLUSION ACTS LIKE MAGIC 森博嗣（著）
虚空の逆マトリクス　INVERSE OF VOID MATRIX 森博嗣（著）
今夜はパラシュート博物館へ　THE LAST DIVE TO PARACHUTE 森博嗣（著）
θは遊んでくれたよ　ANOTHER PLAYMATE θ 森博嗣（著）
四季　春　Green Spring 森博嗣（著）
四季　夏　Red Summer 森博嗣（著）
四季　秋　White Autumn 森博嗣（著）
四季　冬　Black Winter 森博嗣（著）
詩的私的ジャック　JACK THE POETICAL PRIVATE 森博嗣（著）
詩的私的ジャック-1　JACK THE POETICAL PRIVATE 森博嗣（著）
詩的私的ジャック-2　JACK THE POETICAL PRIVATE 森博嗣（著）
数奇にして模型　NUMERICAL MODELS 森博嗣（著）
数奇にして模型-1　NUMERICAL MODELS 森博嗣（著）
数奇にして模型-2　NUMERICAL MODELS 森博嗣（著）
すべてがＦになる　THE PERFECT INSIDER 森博嗣（著）
すべてがＦになる-1　THE PERFECT INSIDER 森博嗣（著）
すべてがＦになる-2　THE PERFECT INSIDER 森博嗣（著）
τになるまで待って　PLEASE STAY UNTIL τ 森博嗣（著）
タカイ×タカイ　CRUCIFIXION 森博嗣（著）
探偵伯爵と僕　His name is Earl 森博嗣（著）
地球儀のスライス　A SLICE OF TERRESTRIAL GLOBE 森博嗣（著）
つぶやきのクリーム　Ｔｈｅ　ｃｒｅａｍ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｎｏｔｅｓ 森博嗣（著）
冷たい密室と博士たち　DOCTORS IN ISOLATED ROOM 森博嗣（著）
冷たい密室と博士たち-1　DOCTORS IN ISOLATED ROOM 森博嗣（著）
冷たい密室と博士たち-2　DOCTORS IN ISOLATED ROOM 森博嗣（著）
どちらかが魔女　Ｗｈｉｃｈ　ｉｓ　ｔｈｅ　Ｗｉｔｃｈ？　森博嗣シリーズ短編集 森博嗣（著）
夏のレプリカ　REPLACEABLE SUMMER 森博嗣（著）
夏のレプリカ-1　REPLACEABLE SUMMER 森博嗣（著）
夏のレプリカ-2　REPLACEABLE SUMMER 森博嗣（著）
人間は考えるＦになる 森博嗣（著）／土屋賢二（著）
φは壊れたね　PATH CONNECTED φ BROKE 森博嗣（著）
黒猫の三角　Delta in the Darkness 森博嗣（著）
人形式モナリザ　Shape of Things Human 森博嗣（著）
月は幽咽のデバイス　The Sound Walks When the Moon Talks 森博嗣（著）
夢・出逢い・魔性　You May Die in My Show 森博嗣（著）
魔剣天翔　Cockpit on Knife Edge 森博嗣（著）
恋恋蓮歩の演習　A Sea of Deceits 森博嗣（著）
六人の超音波科学者　Six Supersonic Scientists 森博嗣（著）
捩れ屋敷の利鈍　The Riddle in Torsional Nest 森博嗣（著）
朽ちる散る落ちる　Rot off and Drop away 森博嗣（著）
赤緑黒白　Red Green Black and White 森博嗣（著）
封印再度　WHO INSIDE 森博嗣（著）
封印再度-1　WHO INSIDE 森博嗣（著）
封印再度-2　WHO INSIDE 森博嗣（著）
僕は秋子に借りがある　Ｉ’ｍ　ｉｎ　Ｄｅｂｔ　ｔｏ　Ａｋｉｋｏ　森博嗣自選短編集 森博嗣（著）
まどろみ消去　MISSING UNDER THE MISTLETOE 森博嗣（著）
目薬αで殺菌します　DISINFECTANT α FOR THE EYES 森博嗣（著）
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目薬αで殺菌します　ＤＩＳＩＮＦＥＣＴＡＮＴ　α　ＦＯＲ　ＴＨＥ　ＥＹＥＳ 森博嗣（著）
有限と微小のパン　THE PERFECT OUTSIDER 森博嗣（著）
有限と微小のパン-1　THE PERFECT OUTSIDER 森博嗣（著）
有限と微小のパン-2　THE PERFECT OUTSIDER 森博嗣（著）
有限と微小のパン-3　THE PERFECT OUTSIDER 森博嗣（著）
λに歯がない　λ HAS NO TEETH 森博嗣（著）
レタス・フライ　Ｌｅｔｔｕｃｅ　Ｆｒｙ 森博嗣（著）
笑わない数学者　MATHEMATICAL GOODBYE 森博嗣（著）
笑わない数学者-1　MATHEMATICAL GOODBYE 森博嗣（著）
笑わない数学者-2　MATHEMATICAL GOODBYE 森博嗣（著）
抱きしめる、東京　町とわたし 森まゆみ（著）
悪道 森村誠一（著）
霧笛の余韻 森村誠一（著）
真説忠臣蔵 森村誠一（著）
読書の旅　愛書家に捧ぐ 森本哲郎（著）
男とは何か 諸井薫（著）
からくり乱れ蝶 諸田玲子（著）
昔日より 諸田玲子（著）
天女湯おれん 諸田玲子（著）
末世炎上 諸田玲子（著）
虚夢 薬丸岳（著）
天使のナイフ 薬丸岳（著）
闇の底 薬丸岳（著）
枝付き干し葡萄とワイングラス 椰月美智子（著）
みきわめ検定 椰月美智子（著）
坂道の向こう 椰月美智子（著）
極限推理コロシアム 矢野龍王（著）
箱の中の天国と地獄 矢野龍王（著）
熟れすぎた林檎 山崎洋子（著）
自由が丘ダウンタウン物語 山崎洋子（著）
ホテルウーマン 山崎洋子（著）
嵐ヶ熱血ポンちゃん！ 山田詠美（著）
誰がために熱血ポンちゃんは行く！ 山田詠美（著）
熱血ポンちゃんが行く！ 山田詠美（著）
熱血ポンちゃんが来りて笛を吹く 山田詠美（著）
熱血ポンちゃんは二度ベルを鳴らす 山田詠美（著）
再び熱血ポンちゃんが行く！ 山田詠美（著）
路傍の熱血ポンちゃん！ 山田詠美（著）
戦中派不戦日記 山田風太郎（著）
婆沙羅 山田風太郎（著）
甲賀忍法帖　山田風太郎忍法帖(1) 山田風太郎（著）
忍法忠臣蔵　山田風太郎忍法帖(2) 山田風太郎（著）
伊賀忍法帖　山田風太郎忍法帖(3) 山田風太郎（著）
忍法八犬伝　山田風太郎忍法帖(4) 山田風太郎（著）
くノ一忍法帖　山田風太郎忍法帖(5) 山田風太郎（著）
魔界転生　上　山田風太郎忍法帖(6) 山田風太郎（著）
魔界転生　下　山田風太郎忍法帖(7) 山田風太郎（著）
江戸忍法帖　山田風太郎忍法帖(8) 山田風太郎（著）
柳生忍法帖　上　山田風太郎忍法帖(9) 山田風太郎（著）
柳生忍法帖　下　山田風太郎忍法帖(10) 山田風太郎（著）
風来忍法帖　山田風太郎忍法帖(11) 山田風太郎（著）
かげろう忍法帖　山田風太郎忍法帖(12) 山田風太郎（著）
野ざらし忍法帖　山田風太郎忍法帖(13) 山田風太郎（著）
忍法関ヶ原　山田風太郎忍法帖(14) 山田風太郎（著）
妖説太閤記（上） 山田風太郎（著）
妖説太閤記（下） 山田風太郎（著）
闇の太守 山田正紀（著）
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闇の太守　御贄衆の巻 山田正紀（著）／天野喜孝（イラスト）
愛の飛鳥路殺人事件 山村美紗（著）
京都・沖縄殺人事件 山村美紗（著）
京都恋供養殺人事件 山村美紗（著）
京都三船祭り殺人事件 山村美紗（著）
京都紫野殺人事件 山村美紗（著）
グルメ列車殺人事件 山村美紗（著）
三十三間堂の矢殺人事件 山村美紗（著）
山陽路殺人事件 山村美紗（著）
小京都連続殺人事件 山村美紗（著）
シンガポール蜜月旅行殺人事件 山村美紗（著）
シンデレラの殺人銘柄 山村美紗（著）
卒都婆小町が死んだ 山村美紗（著）
火の国殺人事件 山村美紗（著）
ブラックオパールの秘密 山村美紗（著）
平家伝説殺人ツアー 山村美紗（著）
日本型リーダーの条件 山本七平（著）
オンエア　上 柳美里（著）
オンエア　下 柳美里（著）
この地球に生れあわせて 湯川秀樹（著）
なぜぼくはここにいるのか 横尾忠則（著）
わが坐禅修行記 横尾忠則（著）
横森流キレイ道場 横森理香（著）
出口のない海 横山秀夫（著）
半落ち 横山秀夫（著）
新装版　父　吉川英治 吉川英明（著）
父 吉川英治 吉川英明（著）
鎮魂戦艦大和（上） 吉田満（著）
鎮魂戦艦大和（下）　―戦艦大和の最期 吉田満（著）
逆転無罪　少年はなぜ罪に陥れられたか 読売新聞大阪社会部（著）
警察官ネコババ事件―おなかの赤ちゃんが助けてくれた― 読売新聞大阪社会部（著）

講談社BOX

ノワール・レヴナント 浅倉秋成（著）／Ｎ村雄飛（イラスト）
文化祭の夢に、おちる 彩坂美月（著）／庭（イラスト）
ティーンズライフ 歩祐作（著）／加藤健介（イラスト）
コロージョンの夏 新沢克海（著）／０５（イラスト）
ディストーションの秋 新沢克海（著）／０５（イラスト）
フェイブルの海 新沢克海（著）／０５（イラスト）

クワガタにチョップしたらタイムスリップした［通常版］
家の裏でマンボウが死んでるＰ（監修）／タカハシヨウ
（著）／竜宮ツカサ（イラスト）

その花束は少年で出来ている 岩城裕明（著）／スオウ（イラスト）
あやしや／いなき 沖ハサム（著）／荒川（イラスト）
霊感検定 織守きょうや（著）／しヴぇ（イラスト）
戦闘破壊学園ダンゲロス 架神恭介（著）／左（イラスト）
飛行迷宮学園ダンゲロス―『蠍座の名探偵』― 架神恭介（著）／門脇聡（イラスト）
昨日の蒼空、明日の銀翼 管野ユウキ（著）／Ｒｍ（イラスト）
シアトロ惑星 柴田科虎（著）／ちほ（イラスト）
ルートダブル　－　Ｂｅｆｏｒｅ　Ｃｒｉｍｅ　＊　Ａｆｔｅｒ　Ｄａｙｓ　－　
√Ａｆｔｅｒ

月島総記（著）／ｓｈｒｉ（イラスト）／イエティレジスタ
（原作）

ルートダブル　－　Ｂｅｆｏｒｅ　Ｃｒｉｍｅ　＊　Ａｆｔｅｒ　Ｄａｙｓ　－　
√Ｂｅｆｏｒｅ

月島総記（著）／ｓｈｒｉ（イラスト）／イエティレジスタ
（原作）

ルートダブル　－　Ｂｅｆｏｒｅ　Ｃｒｉｍｅ　＊　Ａｆｔｅｒ　Ｄａｙｓ　－　
√Ｃｕｒｒｅｎｔ

月島総記（著）／ｓｈｒｉ（イラスト）／イエティレジスタ
（原作）

柳生浪句剣 手代木正太郎（著）／戸部淑（イラスト）
キリングシュガー ナカオカガク（著）／烏羽雨（イラスト）
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Ｋ　ＳＩＤＥ：ＢＬＵＥ
古橋秀之（ＧｏＲＡ）（著）／鈴木信吾（ＧｏＨａｎｄｓ）
（イラスト）

今出川ルヴォワール 円居挽（著）／くまおり純（イラスト）
烏丸ルヴォワール 円居挽（著）／くまおり純（イラスト）

Ｋ　ＳＩＤＥ：ＢＬＡＣＫ＆ＷＨＩＴＥ
宮沢龍生（ＧｏＲＡ）（著）／鈴木信吾（ＧｏＨａｎｄｓ）
（イラスト）

スノーホワイト　名探偵三途川理と少女の鏡は千の目を持つ 森川智喜（著）／平沢下戸（イラスト）
そよかぜキャットナップ 靖子靖史（著）／ＴＮＳＫ（イラスト）
ハイライトブルーと少女 靖子靖史（著）／ＴＮＳＫ（イラスト）
戦国スナイパー　１　信長との遭遇篇 柳内たくみ（著）／陸原一樹（イラスト）
戦国スナイパー　２　謀略・本能寺篇 柳内たくみ（著）／陸原一樹（イラスト）
戦国スナイパー　３　信玄暗殺指令篇 柳内たくみ（著）／陸原一樹（イラスト）
アルヴ・レズル　機械仕掛けの妖精たち 山口優（著）／彩樹（イラスト）

Ｋ　ＳＩＤＥ：ＲＥＤ
来楽零（ＧｏＲＡ）（著）／鈴木信吾（ＧｏＨａｎｄｓ）（イ
ラスト）

講談社漫画文庫

小説　金田一少年の事件簿(3)　電脳山荘殺人事件 天樹征丸（作）／さとうふみや（イラスト）
小説　金田一少年の事件簿(4)　鬼火島殺人事件 天樹征丸（作）／さとうふみや（イラスト）
小説　金田一少年の事件簿(1)　オペラ座館・新たなる殺人 天樹征丸（作）／さとうふみや（イラスト）
小説　金田一少年の事件簿（２） 天樹征丸（作）／さとうふみや（イラスト）
小説　金田一少年の事件簿(6)　雷祭殺人事件 天樹征丸（作）／さとうふみや（イラスト）
小説　金田一少年の事件簿(7)　殺戮のディープブルー 天樹征丸（作）／さとうふみや（イラスト）
小説　金田一少年の事件簿(8)　邪宗館殺人事件 天樹征丸（作）／さとうふみや（画）

講談社Mook

東京スカイツリー　下町グルメ＆歴史散歩 おとなの週末編集部（編）
ＧＬＡＭＯＲＯＵＳ　ＳＮＡＰ　Ｓｔｙｌｅ　Ｂｏｏｋ　２０１２－１３　Ａｕｔｕｍｎ
　＆　Ｗｉｎｔｅｒ

ＧＬＡＭＯＲＯＵＳ編集部（編）

伊勢神宮参宮公式ガイドブック　壬辰版 講談社（編）
決定版　Ｂ級グルメ　旨い！　安い！　楽しい！ 講談社（編）
首都圏　おすすめ天然温泉 講談社（編）
運気があがる　お弁当レシピ 歴弁研究会（編）

講談社ラノベ文庫

雨乞い部っ！１ 青柳碧人（著）／ＫＥＩ（イラスト）
雨乞い部っ！２　濡れよ若人、雨乞い甲子園 青柳碧人（著）／ＫＥＩ（イラスト）
イクシオン　サーガ　盗賊の傭兵団 秋口ぎぐる（著）／みやこかしわ（イラスト）
いけめん彼女１　～学校一のイケメンに告白された俺～ 日日日（著）／剣康之（イラスト）
いけめん彼女２　～学校一の暴力女と恋人になった俺～ 日日日（著）／剣康之（イラスト）
銀糸の魔法式１　魔法使いの実習生 浅倉イネ（著）／もっつん＊（イラスト）
銀糸の魔法式２　白き狼と黒猫 浅倉イネ（著）／もっつん＊（イラスト）
魔法少女地獄 安藤白悧（著）／ｋｙｏ（イラスト）
瓶詰魔法少女地獄 安藤白悧（著）／ｋｙｏ（イラスト）

神童機操ＤＴ－Ｏ　phase01
幾谷正（著）／御山ロビ（キャラクターデザイン・イラス
ト）／井上真有樹（メカニックデザイン・イラスト）

神童機操ＤＴ－Ｏ　ｐｈａｓｅ０２
幾谷正（著）／御山ロビ（キャラクターデザイン・イラス
ト）／井上真有樹（メカニックデザイン・イラスト）

神童機操ＤＴ－Ｏ　phase03
幾谷正（著）／御山ロビ（キャラクターデザイン・イラス
ト）／井上真有樹（メカニックデザイン・イラスト）

進撃の巨人　Before the fall 諫山創（原作）／涼風涼（著）

進撃の巨人　Ｂｅｆｏｒｅ　ｔｈｅ　ｆａｌｌ２
諫山創（原作）／涼風涼（著）／ＴＨＯＲＥＳ柴本（イラス
ト）

進撃の巨人　Ｂｅｆｏｒｅ　ｔｈｅ　ｆａｌｌ３
諫山創（原作）／涼風涼（著）／ＴＨＯＲＥＳ柴本（イラス
ト）

謎の彼女Ｘ　謎の小説版 植芝理一（原作・イラスト）／佐藤ちはや（著）
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無限の住人　刃獣異聞 大迫純一（著）／沙村広明（原作・イラスト）
百億の魔女 小川淳次郎（著）／ささきむつみ（イラスト）
百億の魔女２ 小川淳次郎（著）／ささきむつみ（イラスト）
終わりのセラフ１　一瀬グレン、１６歳の破滅 鏡貴也（著）／山本ヤマト（イラスト）
パラダイスウォー１ 梶島正樹（原作）／水樹尋（著）／エナミカツミ（イラスト）
アニメ化企画進行中（仮）!? 我道カケユ（著）／白羽奈尾（イラスト）
アニメ化企画進行中(2) （腐）！？ 我道カケユ（著）／白羽奈尾（イラスト）
アニメ化企画進行中（夏）！？ 我道カケユ（著）／白羽奈尾（イラスト）
クロックワーク・プラネット１ 榎宮祐（著）／暇奈椿（著）／茨乃（イラスト）
ごーいんぐ？　ほーみんぐ！１ 霧鳴篤明（著）／ＣＯＭＴＡ（イラスト）
ごーいんぐ？　ほーみんぐ！２ 霧鳴篤明（著）／ＣＯＭＴＡ（イラスト）
デッドエンドラプソディ 草薙絡（著）／田中将賀（イラスト）
デッドエンドラプソディ２ 草薙絡（著）／田中将賀（イラスト）
ちょこプリ！１．巨人になった日 後藤リウ（著）／みやこかしわ（イラスト）
ちょこプリ！２．勇者になった日 後藤 リウ（著）／みやこかしわ（イラスト）
ちょこプリ！３．ひとつになった日 後藤リウ（著）／みやこかしわ（イラスト）
アウトブレイク・カンパニー　萌える侵略者１ 榊一郎（著）／ゆーげん（イラスト）
アウトブレイク・カンパニー　萌える侵略者２ 榊一郎（著）／ゆーげん（イラスト）
アウトブレイク・カンパニー　萌える侵略者４ 榊一郎（著）／ゆーげん（イラスト）
アウトブレイク・カンパニー　萌える侵略者５ 榊一郎（著）／ゆーげん（イラスト）
アウトブレイク・カンパニー　萌える侵略者３ 榊一郎（著）／ゆーげん（イラスト）
アウトブレイク・カンパニー　萌える侵略者６ 榊一郎（著）／ゆーげん（イラスト）
俺達の中二病はまだ始まったばかりだ！１ 昨坂まこと（著）／ｒｅｆｅｉａ（イラスト）
３日目東館のマホウ１ 佐藤ちはや（著）／石川沙絵（イラスト）
好敵手オンリーワン１ 至道流星（著）／武藤此史（イラスト）
好敵手オンリーワン２ 至道流星（著）／武藤此史（イラスト）
好敵手オンリーワン３ 至道流星（著）／武藤此史（イラスト）
好敵手オンリーワン４ 至道流星（著）／武藤此史（イラスト）
生徒会探偵キリカ１ 杉井光（著）／ぽんかん（８）（イラスト）
生徒会探偵キリカ２ 杉井光（作）／ぽんかん８（イラスト）
生徒会探偵キリカ３ 杉井光（著）／ぽんかん８（イラスト）
魔法使い、でした１ 砂顔実（著）／上田夢人（イラスト）
魔法使い、でした。２ 砂顔実（著）／上田夢人（イラスト）
魔法使い、でした。３ 砂顔実（著）／上田夢人（イラスト）
魔法使いなら味噌を喰え！ 澄守彩（著）／シロウ（イラスト）
魔法使いなら味噌を喰え！２ 澄守彩（作）／シロウ（イラスト）
魔法使いなら味噌を喰え！３ 澄守彩（作）／シロウ（イラスト）
魔法使いなら味噌を喰え！４ 澄守彩（著）／シロウ（イラスト）
ベニ・コンプレックス１ 曽我部浩人（著）／双龍（イラスト）
ベニ・コンプレックス２ 曽我部浩人（著）／双龍（イラスト）
彼女がフラグをおられたら　俺、この転校が終わったら、あの娘と結婚するんだ 竹井１０日（著）／ＣＵＴＥＧ（イラスト）
彼女がフラグをおられたら(2)　こんな女子ばかりの体育祭に出られるか、僕は二人三脚に出
させてもらう

竹井１０日（著）／ＣＵＴＥＧ（イラスト）

彼女がフラグをおられたら(3)　大丈夫、この臨海学校は安全だから、絶対敵に見つかったり
しないよ

竹井１０日（著）／ＣＵＴＥＧ（イラスト）

彼女がフラグをおられたら(4)　ここは俺に任せて、お前は夏休みを満喫しろ 竹井１０日（著）／ＣＵＴＥＧ（イラスト）
彼女がフラグをおられたら　こんな風にみんなと学園祭の話をしたの、初めてだな 竹井１０日（著）／ＣＵＴＥＧ（イラスト）

コープスパーティー　ブラッドカバー　リピーティッドフィアー（上）
Ｔｅａｍ　ＧｒｉｓＧｒｉｓ（原作）／５ｐｂ．（原作）／都
築由浩（著）／Ｎｉｎｏ（イラスト）

コープスパーティー　ブラッドカバー　リピーティッドフィアー（下）
Ｔｅａｍ　ＧｒｉｓＧｒｉｓ（原作）／５ｐｂ．（原作）／都
築由浩（著）／Ｎｉｎｏ（イラスト）

セクシャル・ハンター・ライオット１ 築地俊彦（著）／はましま薫夫（イラスト）
セクシャル・ハンター・ライオット２ 築地俊彦（作）／はましま薫夫（イラスト）
セクシャル・ハンター・ライオット３ 築地俊彦（作）／はましま薫夫（イラスト）
セクシャル・ハンター・ライオット４ 築地俊彦（著）／はましま薫夫（イラスト）
おジャ魔女どれみ１６ 東堂いづみ（原作）／栗山緑（著）／馬越嘉彦（イラスト）
おジャ魔女どれみ１６ (2)　　Ｎａｉｖｅ 東堂いづみ（原作）／栗山緑（著）／馬越嘉彦（イラスト）
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おジャ魔女どれみ１６　ＴＵＲＮＩＮＧ　ＰＯＩＮＴ 東堂いづみ（原作）／栗山緑（著）／馬越嘉彦（イラスト）
彼と彼女の不都合な真実 南篠豊（著）／鍋島テツヒロ（イラスト）
パラダイスレジデンス１ 野梨原花南（著）／藤島康介（原作・イラスト）
小夜音はあくまで小悪魔です！？　１ 東出祐一郎（著）／吉田音（イラスト）
小夜音はあくまで小悪魔です！？２ 東出祐一郎（著）／吉田音（イラスト）
小夜音はあくまで小悪魔です！？３ 東出祐一郎（著）／吉田音（イラスト）
日本子・チャチャチャ　　あいむジャパン 日富美信吾（著）／狐印（イラスト）
ワールド・イズ・マイン　日本子・チャチャチャ 日富美信吾（著）／狐印（イラスト）
スーパー・ノヴァ・ラブソング　日本子・チャチャチャ 日富美信吾（著）／狐印（イラスト）
ＦＡＩＲＹ　ＴＡＩＬ　心に宿るｃｏｌｏｒ 真島ヒロ（原作・イラスト）／川崎美羽（著）
この素晴らしく不幸で幸せな世界と僕と！３ 水樹尋（著）／２Ｃ＝がろあ（イラスト）
この素晴らしく不幸で幸せな世界と僕と！ 水樹尋（著）／２Ｃ＝がろあ（イラスト）
この素晴らしく不幸で幸せな世界と僕と！２ 水樹尋（著）／２Ｃ＝がろあ（イラスト）
神様のお仕事 幹（著）／蜜桃まむ（イラスト）
アーク９　１　死の天使 安井健太郎（著）／緒方剛志（イラスト）
まお×にん！１ やますゆきたか（著）／かのえゆうし（イラスト）
まお×にん！２ やますゆきたか（著）／かのえゆうし（イラスト）
まお×にん！３ やますゆきたか（著）／かのえゆうし（イラスト）
放課後バトルフィールド１ 弓弦イズル（著）／美和美和（イラスト）
スクール・デモクラシー！１ 吉村夜（著）／鍋島テツヒロ（イラスト）
スクール・デモクラシー！２ 吉村夜（著）／鍋島テツヒロ（イラスト）
スクール・デモクラシー！３ 吉村夜（著）／鍋島テツヒロ（イラスト）

小説現代

硫化水銀 森下くるみ（著）

シリーズ古典

嵐山光三郎の徒然草・三木卓の方丈記　シリーズ古典(2) 嵐山光三郎（著）／三木卓（著）
大庭みな子の枕草子　シリーズ古典(4) 大庭みな子（著）
栗本薫の里見八犬伝　シリーズ古典(8) 栗本薫（著）
高橋治のおくのほそ道ほか　シリーズ古典(6) 高橋治（著）
橋本治の古事記　シリーズ古典(7) 橋本治（著）
村松友視の東海道中膝栗毛　シリーズ古典(5) 村松友視（著）
吉村昭の平家物語　シリーズ古典(3) 吉村昭（著）

大衆文学館

深夜の市長 海野十三（著）
蠅男 海野十三（著）
うそ八万騎 尾崎士郎（著）
海鰻荘奇談 香山滋（著）
しぐれ茶屋おりく 川口松太郎（著）
人情馬鹿物語 川口松太郎（著）
仇討小説全集 菊池寛（著）
神州纐纈城 国枝史郎（著）
蔦葛木曽棧（上） 国枝史郎（著）
蔦葛木曽棧（下） 国枝史郎（著）
八ケ嶽の魔神 国枝史郎（著）
侍ニッポン 群司次郎正（著）
お吟さま 今東光（著）
小笠原壱岐守 佐々木味津三（著）
見かえり峠の落日 笹沢左保（著）
ああ玉杯に花うけて 佐藤紅緑（著）
行きゆきて峠あり（上） 子母澤寛（著）
行きゆきて峠あり（下） 子母澤寛（著）
悲願千人斬 下村悦夫（著）
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新撰組（上） 白井喬二（著）
新撰組（下） 白井喬二（著）
石川五右衛門（上） 檀一雄（著）
石川五右衛門（下） 檀一雄（著）
怪異雛人形 角田喜久雄（著）
髑髏銭 角田喜久雄（著）
仇討二十一話 直木三十五（著）
南国太平記（上） 直木三十五（著）
南国太平記（下） 直木三十五（著）
密航定期便 中薗英助（著）
戦国史記―斎藤道三 中山義秀（著）
わが恋せし淀君 南條範夫（著）
銭形平次・青春篇 野村胡堂（著）
美男狩（上） 野村胡堂（著）
美男狩（下） 野村胡堂（著）
砂絵呪縛（上） 土師清二（著）
砂絵呪縛（下） 土師清二（著）
荒木又右衛門（上） 長谷川伸（著）
荒木又右衛門（下） 長谷川伸（著）
股旅新八景 長谷川伸（著）
丹下左膳　乾雲坤竜の巻（上） 林不忘（著）
丹下左膳　乾雲坤竜の巻（下） 林不忘（著）
絵本猿飛佐助 林芙美子（著）
赤い殺意／罪な女 藤原審爾（著）
世界怪奇実話 牧逸馬（著）
彩色江戸切絵図 松本清張（著）
紅刷り江戸噂 松本清張（著）
雪之丞変化（上） 三上於菟吉（著）
雪之丞変化（下） 三上於菟吉（著）
佐々木小次郎（上） 村上元三（著）
佐々木小次郎（下） 村上元三（著）
奇想ミステリ集 山田風太郎（著）
白昼堂々 結城昌治（著）
貝殻一平（上） 吉川英治（著）
貝殻一平（下） 吉川英治（著）

痛快　世界の冒険文学

アーサー王物語 阿刀田高（文）／加藤直之（イラスト）
水滸伝 嵐山光三郎（文）／施耐庵（原作）
ロビンソン・クル－ソ－ 伊集院静（文）／ダニエル・デフォー（原作）
吸血鬼ドラキュラ 菊地秀行（文）／スト－カ－，Ｂ．（原作）
真田十勇士　猿飛佐助 後藤竜二（文）／吉田光彦（イラスト）
神秘島物語 佐藤さとる（文）／ベルヌ，Ｊ．（原作）

鉄仮面
さとうまきこ（著）／建石修志（イラスト）／ボアゴベイ，
デュ．Ｆ（原作）

十五少年漂流記 志水辰夫（文）／ジュール・ベルヌ（原作）
宝島 宗田理（文）／スティ－ブンスン，Ｌ．Ｒ．（原作）
ハックルベリィ・フィンの冒険 立松和平（文）／マーク・トウェイン（原作）
三銃士 藤本ひとみ（文）／Ａ・デュマ（原作）
失われた世界 森詠（文）／Ｃ・ドイル（原作）

フランケンシュタイン
山中恒（文）／高橋常政（イラスト）／シェリー，Ｍ．（原
作）

ソロモン王の洞窟 横田順彌（文）／ハガ－ド，Ｒ．Ｈ．（原作）

天皇の歴史

天皇の歴史(1)　神話から歴史へ 大津透（著）
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天皇の歴史(9)　天皇と宗教 小倉慈司（著）／山口輝臣（著）
天皇の歴史(8)　昭和天皇と戦争の世紀 加藤陽子（著）
天皇の歴史(4)　天皇と中世の武家 河内祥輔（著）／新田一郎（著）
天皇の歴史(3)　天皇と摂政・関白 佐々木恵介（著）
天皇の歴史(7)　明治天皇の大日本帝国 西川誠（著）
天皇の歴史(5)　天皇と天下人 藤井讓治（著）
天皇の歴史(6)　江戸時代の天皇 藤田覚（著）
天皇の歴史(2)　聖武天皇と仏都平城京 吉川真司（著）

天皇の歴史(10)　天皇と芸能
渡部泰明（著）／阿部泰郎（著）／鈴木健一（著）／松澤克行
（著）

電子百鬼夜行

姑獲鳥の夏(1)　【電子百鬼夜行】 京極夏彦（著）
姑獲鳥の夏(2)　【電子百鬼夜行】 京極夏彦（著）
魍魎の匣(1)　【電子百鬼夜行】 京極夏彦（著）
魍魎の匣(2)　【電子百鬼夜行】 京極夏彦（著）
魍魎の匣(3)　【電子百鬼夜行】 京極夏彦（著）
邪魅の雫(1)　【電子百鬼夜行】 京極夏彦（著）
邪魅の雫(2)　【電子百鬼夜行】 京極夏彦（著）
邪魅の雫(3)　【電子百鬼夜行】 京極夏彦（著）
百器徒然袋　雨　【電子百鬼夜行】 京極夏彦（著）
百器徒然袋　風　【電子百鬼夜行】　【電子百鬼夜行】 京極夏彦（著）
百鬼夜行　陽(1)　【電子百鬼夜行】 京極夏彦（著）
百鬼夜行　陽(2)　【電子百鬼夜行】 京極夏彦（著）
百鬼夜行　陽(3)　【電子百鬼夜行】 京極夏彦（著）
百鬼夜行　陰　小袖の手　【電子百鬼夜行】 京極夏彦（著）
百鬼夜行　陰　文車妖妃　【電子百鬼夜行】 京極夏彦（著）
百鬼夜行　陰　目目連　【電子百鬼夜行】 京極夏彦（著）
百鬼夜行　陰　鬼一口　【電子百鬼夜行】 京極夏彦（著）
百鬼夜行　陰　煙々羅　【電子百鬼夜行】 京極夏彦（著）
百鬼夜行　陰　倩兮女　【電子百鬼夜行】 京極夏彦（著）
百鬼夜行　陰（全）　【電子百鬼夜行】 京極夏彦（著）
百鬼夜行　陰　火間虫入道　【電子百鬼夜行】 京極夏彦（著）
百鬼夜行　陰　襟立衣　【電子百鬼夜行】 京極夏彦（著）
百鬼夜行　陰　毛倡妓　【電子百鬼夜行】 京極夏彦（著）
百鬼夜行　陰　川赤子　【電子百鬼夜行】 京極夏彦（著）

TOKYO1週間

「たった３分」からの大逆転　男の「早い」は才能だった！ アダム徳永（著）

東京　文学の散歩道

東京　文学の散歩道 中谷治夫（著）
東京　文学の散歩道(1)　上野　池之端　谷中界隈 中谷治夫（著）
東京　文学の散歩道(2)　千駄木　弥生　本郷界隈 中谷治夫（著）
東京　文学の散歩道(3)　牛込　早稲田界隈 中谷治夫（著）
東京　文学の散歩道(4)　市ヶ谷　大久保界隈 中谷治夫（著）
東京　文学の散歩道(5)　渋谷　青山界隈 中谷治夫（著）
東京　文学の散歩道(6)　麹町　番町界隈 中谷治夫（著）
東京　文学の散歩道(7)　小石川　小日向界隈 中谷治夫（著）
東京　文学の散歩道(8)　池袋　目白　雑司ヶ谷界隈 中谷治夫（著）
東京　文学の散歩道(9)　駿河台　神保町界隈 中谷治夫（著）
東京　文学の散歩道(10)　銀座　築地界隈 中谷治夫（著）
東京　文学の散歩道(11)　根岸　龍泉　浅草界隈 中谷治夫（著）
東京　文学の散歩道(12)　日本橋　両国　亀戸界隈 中谷治夫（著）
東京　文学の散歩道(13)　赤坂　六本木　麻布界隈 中谷治夫（著）

59 / 74



東京　文学の散歩道(14)　三田　高輪　白金台界隈 中谷治夫（著）

徳富蘇峰　終戦後日記

徳富蘇峰　終戦後日記　『頑蘇夢物語』 徳富蘇峰（著）
徳富蘇峰　終戦後日記Ⅱ　『頑蘇夢物語』続篇 徳富蘇峰（著）
徳富蘇峰　終戦後日記　III　『頑蘇夢物語』歴史篇 徳富蘇峰（著）
徳富蘇峰　終戦後日記　IV　『頑蘇夢物語』完結篇 徳富蘇峰（著）

ドラマ原作大賞

すべての若き野郎ども 久保寺健彦（著）
パパとお父さん 杣知加奈子（著）
ゆうすず丸――認知症からの生還 畠田貴行（著）
記憶の海 松田奈月（著）
LIVE LOVE LIFE 三上津由子（著）

21世紀版少年少女古典文学館

徒然草・方丈記 嵐山光三郎（著）／三木卓（著）
枕草子 大庭みな子（著）
江戸の笑い 興津要（著）
里見八犬伝 栗本薫（著）
雨月物語 佐藤さとる（著）
おとぎ草子・山椒太夫　ほか 清水義範（著）／ねじめ正一（著）
今昔物語集 杉本苑子（著）
四谷怪談 高橋克彦（著）
とりかえばや物語 田辺聖子（著）
古事記 橋本治（著）
堤中納言物語・うつほ物語 干刈あがた（著）／津島佑子（著）
落窪物語 氷室冴子（著）
西鶴名作集 藤本義一（著）
能・狂言 別役実（著）／谷川俊太郎（著）
東海道中膝栗毛 村松友視（著）

21世紀版少年少女日本文学館

トロッコ・鼻 芥川龍之介（著）
小僧の神様・一房の葡萄 志賀直哉（著）／武者小路実篤（著）／有島武郎（著）
ふるさと・野菊の墓 島崎藤村（著）／国木田独歩（著）／伊藤左千夫（著）
ビルマの竪琴 竹山道雄（著）
坊っちゃん 夏目漱石（著）
ごんぎつね・夕鶴 新美南吉（著）／木下順二（著）
銀河鉄道の夜 宮沢賢治（著）

FRIDAY増刊

FRIDAY　SPECIAL上半期総集編2012年7月31日増刊号　Lite版 ＦＲＩＤＡＹ編集部（編）
FRIDAY　ダイナマイト2012年8月31日増刊号　セクシーLite版 ＦＲＩＤＡＹ編集部（編）
FRIDAY　ダイナマイト2012年8月31日増刊号　Lite版 ＦＲＩＤＡＹ編集部（編）

別冊フレンド

ヤマトナデシコ七変化　真夏の中原軒へようこそ！〔オリジナル・ノベル〕 中村美音（著）／はやかわともこ（絵・原案）

本田靖春全作品集

現代家系論　本田靖春全作品集 本田靖春（著）
日本ネオ官僚論　本田靖春全作品集 本田靖春（著）
私のなかの朝鮮人　本田靖春全作品集 本田靖春（著）
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日本ネオ官僚論〈続〉　本田靖春全作品集 本田靖春（著）
ニューヨークの日本人　本田靖春全作品集 本田靖春（著）
世界点点　裸の王国トンガ　本田靖春全作品集 本田靖春（著）
体験的新聞紙学　本田靖春全作品集 本田靖春（著）
サンパウロからアマゾンへ　本田靖春全作品集 本田靖春（著）
オリエント急行の旅　本田靖春全作品集 本田靖春（著）
誘拐　本田靖春全作品集 本田靖春（著）
私戦　本田靖春全作品集 本田靖春（著）
Ｋ２に憑かれた男たち　本田靖春全作品集 本田靖春（著）
村が消えた　本田靖春全作品集 本田靖春（著）
栄光の叛逆者　小西政継の軌跡　本田靖春全作品集 本田靖春（著）
ドキュメント脱出　４６００キロ・イランからの決死行　本田靖春全作品集 本田靖春（著）
新・ニューヨークの日本人　本田靖春全作品集 本田靖春（著）
不当逮捕　本田靖春全作品集 本田靖春（著）
新聞記者の詩　本田靖春全作品集 本田靖春（著）
疵　花形敬とその時代　本田靖春全作品集 本田靖春（著）
警察回り　本田靖春全作品集 本田靖春（著）
ロサンゼルスの日本人　本田靖春全作品集 本田靖春（著）
「いまの世の中どうなってるの」〈社会時評集〉　本田靖春全作品集 本田靖春（著）
戦後　美空ひばりとその時代　本田靖春全作品集 本田靖春（著）
私たちのオモニ　本田靖春全作品集 本田靖春（著）
評伝　今西錦司　本田靖春全作品集 本田靖春（著）
時代を視る眼　本田靖春全作品集 本田靖春（著）
我、拗ね者として生涯を閉ず　本田靖春全作品集 本田靖春（著）
戦後の巨星　二十四の物語　本田靖春全作品集 本田靖春（著）

Magazine Novels

雷祭殺人事件　金田一少年の事件簿 天樹征丸（著）
鬼火島殺人事件　金田一少年の事件簿 天樹征丸（著）／さとうふみや（画）
オペラ座館・新たなる殺人　金田一少年の事件簿 天樹征丸（著）／さとうふみや（画）
殺戮のディープブルー　上巻　金田一少年の事件簿 天樹征丸（著）
殺戮のディープブルー　下巻　金田一少年の事件簿 天樹征丸（著）
邪宗館殺人事件　金田一少年の事件簿 天樹征丸（著）
上海魚人伝説殺人事件　金田一少年の事件簿 天樹征丸（著）
電脳山荘殺人事件　金田一少年の事件簿 天樹征丸（著）
幽霊客船殺人事件　金田一少年の事件簿 天樹征丸（著）／さとうふみや（画）

MouRa

CosMosコスモス
アーヴィン・ラズロ（著）／ジュード・カリバン（著）／村上
和雄（監修他）、和波雅子（翻訳）、吉田三知世（翻訳）
（著）／吉田三知世（訳）

灼熱のイラク戦場日記 小野一光（著）
Deeeeep! New York!　～林檎の芯～ 菊楽恵（著）
Deeeeep! New York!　～林檎の芯～(1) 菊楽恵（著）
Deeeeep! New York!　～林檎の芯～(2) 菊楽恵（著）
Deeeeep! New York!　～林檎の芯～(3) 菊楽恵（著）
評伝・山岡荘八 清原康正（著）
Frozen Ecstasy Shake　フローズンエクスタシーシェイク 桜井亜美（著）
姉ちゃんの詩集 サマー（著）
サードラブ サンプラザ中野（著）
サードラブ(1) サンプラザ中野（著）
サードラブ(2) サンプラザ中野（著）
サードラブ(3) サンプラザ中野（著）
サンプラザ中野の簡単“健幸”マニュアル　痩せ方上手 サンプラザ中野（著）
生協の白石さん 白石昌則（著）／東京農工大学の学生の皆さん（著）
生協の白石さん【ケータイ版】 白石昌則（著）／東京農工大学の学生の皆さん（著）
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天上のシンフォニー（上） 伯宮幸明（著）
天上のシンフォニー（中） 伯宮幸明（著）
天上のシンフォニー（下） 伯宮幸明（著）
いじめられっ子のチャンピオンベルト 内藤大助（著）
いじめられっ子のチャンピオンベルト(上） 内藤大助（著）
いじめられっ子のチャンピオンベルト(下） 内藤大助（著）
Ｈのかがく 藤田徳人（著）
四月ばーか 松久淳（著）／田中渉（著）
靖国問題の核心 三上治（著）／富岡幸一郎（著）／大窪一志（著）
なんくるないさ～♪　沖縄のおじぃと僕の物語 水谷哲朗（著）
ｎｕｄｅ（上） みひろ（著）／つづき紗綾（イラスト）
ｎｕｄｅ（下） みひろ（著）／つづき紗綾（イラスト）
運命におまかせ　いつも幸せを感じるあなたに 森田健（著）
運命におまかせ【ダイジェスト版】 森田健（著）
青春の玉手箱 山本容子（著）
ごはん　『突撃！　隣の晩ごはん』はあなたに幸福をもたらす！ ヨネスケ/桂米助（著）

山岡荘八歴史文庫

坂本龍馬(1)　黒船の巻 山岡荘八（著）
坂本龍馬(2)　胎動の巻 山岡荘八（著）
坂本龍馬(3)　狂風の巻 山岡荘八（著）
小説　太平洋戦争(1) 山岡荘八（著）
小説　太平洋戦争(2) 山岡荘八（著）
小説　太平洋戦争(3) 山岡荘八（著）
小説　太平洋戦争(4) 山岡荘八（著）
小説　太平洋戦争(5) 山岡荘八（著）
小説　太平洋戦争(6) 山岡荘八（著）
小説　太平洋戦争(7) 山岡荘八（著）
小説　太平洋戦争(8) 山岡荘八（著）
小説　太平洋戦争(9) 山岡荘八（著）
新太平記（1）　笠置山の巻 山岡荘八（著）
新太平記（2）　鎌倉攻めの巻 山岡荘八（著）
新太平記（3）　建武中興の巻 山岡荘八（著）
新太平記（4）　湊川の巻 山岡荘八（著）
新太平記（5）　義貞戦死の巻 山岡荘八（著）
高杉晋作(1) 山岡荘八（著）
高杉晋作(2) 山岡荘八（著）
高杉晋作(3) 山岡荘八（著）
伊達政宗(1)　朝明けの巻 山岡荘八（著）
伊達政宗(2)　人取られの巻 山岡荘八（著）
伊達政宗(3)　夢は醍醐の巻 山岡荘八（著）
伊達政宗(4)　黄金日本島の巻 山岡荘八（著）
伊達政宗(5)　蒼穹の鷹の巻 山岡荘八（著）
伊達政宗(6)　大坂攻めの巻 山岡荘八（著）
伊達政宗(7)　平和戦略の巻 山岡荘八（著）
伊達政宗(8)　旅情大悟の巻 山岡荘八（著）
千葉周作（1） 山岡荘八（著）
千葉周作（2） 山岡荘八（著）
徳川家光(1)　三代の風の巻 山岡荘八（著）
徳川家光(2)　泰平人脈の巻 山岡荘八（著）
徳川家光(3)　地の声　天の声の巻 山岡荘八（著）
徳川家光(4)　時流と運命の巻 山岡荘八（著）
徳川家康（1）　出生乱離の巻 山岡荘八（著）
徳川家康（2）　獅子の座の巻 山岡荘八（著）
徳川家康（3）　朝露の巻 山岡荘八（著）
徳川家康（4）　葦かびの巻 山岡荘八（著）
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徳川家康（5）　うず潮の巻 山岡荘八（著）
徳川家康（6）　燃える土の巻 山岡荘八（著）
徳川家康（7）　颶風の巻 山岡荘八（著）
徳川家康（8）　心火の巻 山岡荘八（著）
徳川家康（9）　碧雲の巻 山岡荘八（著）
徳川家康（10)　無相門の巻 山岡荘八（著）
徳川家康（11)　竜虎の巻 山岡荘八（著）
徳川家康（12）　華厳の巻 山岡荘八（著）
徳川家康（13）　侘茶の巻 山岡荘八（著）
徳川家康（14）　明星瞬くの巻 山岡荘八（著）
徳川家康（15）　難波の夢の巻 山岡荘八（著）
徳川家康（16）　日蝕月蝕の巻 山岡荘八（著）
徳川家康（17）　軍荼利の巻 山岡荘八（著）
徳川家康（18）　関ケ原の巻 山岡荘八（著）
徳川家康（19）　泰平胎動の巻 山岡荘八（著）
徳川家康（20）　江戸・大坂の巻 山岡荘八（著）
徳川家康（21）　春雷遠雷の巻 山岡荘八（著）
徳川家康（22）　百雷落つるの巻 山岡荘八（著）
徳川家康（23）　蕭風城の巻 山岡荘八（著）
徳川家康（24）　戦争と平和の巻 山岡荘八（著）
徳川家康（25）　孤城落月の巻 山岡荘八（著）
徳川家康（26）　立命往生の巻 山岡荘八（著）
徳川慶喜(1) 山岡荘八（著）
徳川慶喜(2) 山岡荘八（著）
徳川慶喜(3) 山岡荘八（著）
徳川慶喜(4) 山岡荘八（著）
徳川慶喜(5) 山岡荘八（著）
徳川慶喜(6) 山岡荘八（著）
日蓮 山岡荘八（著）
水戸光圀 山岡荘八（著）
源頼朝(1)　平治の乱の巻 山岡荘八（著）
源頼朝(2)　伊豆の青春の巻 山岡荘八（著）
源頼朝(3)　鎌倉開府の巻 山岡荘八（著）
明治天皇(1) 山岡荘八（著）
明治天皇(2) 山岡荘八（著）
明治天皇(3) 山岡荘八（著）
明治天皇(4) 山岡荘八（著）
明治天皇(5) 山岡荘八（著）
明治天皇(6) 山岡荘八（著）
毛利元就(1) 山岡荘八（著）
毛利元就(2) 山岡荘八（著）
柳生石舟斎 山岡荘八（著）
柳生宗矩(1)　鷹と蛙の巻 山岡荘八（著）
柳生宗矩(2)　柳生の桃の巻 山岡荘八（著）
柳生宗矩(3)　人間曼陀羅の巻 山岡荘八（著）
柳生宗矩(4)　散る花咲く花の巻 山岡荘八（著）
山田長政他 山岡荘八（著）
吉田松陰(1) 山岡荘八（著）
吉田松陰(2) 山岡荘八（著）

吉川英治歴史時代文庫

上杉謙信 吉川英治（著）
江戸三国志（一） 吉川英治（著）
江戸三国志（二） 吉川英治（著）
江戸三国志（三） 吉川英治（著）
江戸城心中 吉川英治（著）
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大岡越前 吉川英治（著）
かんかん虫は唄う 吉川英治（著）
黒田如水 吉川英治（著）
剣難女難 吉川英治（著）
三国志（一） 吉川英治（著）
三国志（二） 吉川英治（著）
三国志（三） 吉川英治（著）
三国志（四） 吉川英治（著）
三国志（五） 吉川英治（著）
三国志（六） 吉川英治（著）
三国志（七） 吉川英治（著）
三国志（八） 吉川英治（著）
私本太平記(一)　あしかが帖 吉川英治（著）
私本太平記(二)　婆沙羅帖 吉川英治（著）
私本太平記(三)　みなかみ帖 吉川英治（著）
私本太平記(四)　帝獄帖 吉川英治（著）
私本太平記(五)　世の辻の帖 吉川英治（著）
私本太平記(六)　八荒帖 吉川英治（著）
私本太平記(七)　千早帖 吉川英治（著）
私本太平記(八)　新田帖 吉川英治（著）
私本太平記(九)　建武らくがき帖 吉川英治（著）
私本太平記(十)　風花帖 吉川英治（著）
私本太平記(十一)　筑紫帖 吉川英治（著）
私本太平記(十二)　湊川帖 吉川英治（著）
私本太平記(十三)　黒白帖 吉川英治（著）
神州天馬侠（一） 吉川英治（著）
神州天馬侠（二） 吉川英治（著）
神州天馬侠（三） 吉川英治（著）
新書太閤記（一） 吉川英治（著）
新書太閤記（二） 吉川英治（著）
新書太閤記（三） 吉川英治（著）
新書太閤記（四） 吉川英治（著）
新書太閤記（五） 吉川英治（著）
新書太閤記（六） 吉川英治（著）
新書太閤記（七） 吉川英治（著）
新書太閤記（八） 吉川英治（著）
新書太閤記（九） 吉川英治（著）
新書太閤記（十） 吉川英治（著）
新書太閤記（十一） 吉川英治（著）
新・水滸伝（一） 吉川英治（著）
新・水滸伝（二） 吉川英治（著）
新・水滸伝（三） 吉川英治（著）
新・水滸伝（四） 吉川英治（著）
新・平家物語（一）　ちげくさの巻 吉川英治（著）
新・平家物語（二）　九重の巻 吉川英治（著）
新・平家物語（三）　ほげんの巻 吉川英治（著）
新・平家物語（四）　六波羅行幸の巻 吉川英治（著）
新・平家物語（五）　常磐木の巻 吉川英治（著）
新・平家物語（六）　石船の巻 吉川英治（著）
新・平家物語（七）　みちのくの巻 吉川英治（著）
新・平家物語（八）　火乃国の巻 吉川英治（著）
新・平家物語（九）　御産の巻 吉川英治（著）
新・平家物語（十）　りんねの巻 吉川英治（著）
新・平家物語（十一）　断橋の巻 吉川英治（著）
新・平家物語（十二）　かまくら殿の巻 吉川英治（著）
新・平家物語（十三）　三界の巻 吉川英治（著）
新・平家物語（十四）　くりからの巻 吉川英治（著）
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新・平家物語（十五）　一門都落ちの巻 吉川英治（著）
新・平家物語（十六）　京乃木曾殿の巻 吉川英治（著）
新・平家物語（十七）　ひよどり越えの巻 吉川英治（著）
新・平家物語（十八）　千手の巻 吉川英治（著）
新・平家物語（十九）　やしまの巻 吉川英治（著）
新・平家物語（二十）　浮巣の巻 吉川英治（著）
新・平家物語（二十一）　壇ノ浦の巻 吉川英治（著）
新・平家物語（二十二）　悲弟の巻 吉川英治（著）
新・平家物語（二十三）　静の巻 吉川英治（著）
新・平家物語（二十四）　吉野雛の巻 吉川英治（著）
新編忠臣蔵（一） 吉川英治（著）
新編忠臣蔵(二) 吉川英治（著）
親鸞（一） 吉川英治（著）
親鸞（二） 吉川英治（著）
親鸞（三） 吉川英治（著）
随筆　私本太平記 吉川英治（著）
随筆　新平家 吉川英治（著）
随筆　宮本武蔵 吉川英治（著）
平の将門 吉川英治（著）
鳴門秘帖（一） 吉川英治（著）
鳴門秘帖（二） 吉川英治（著）
鳴門秘帖（三） 吉川英治（著）
梅里先生行状記 吉川英治（著）
松のや露八 吉川英治（著）
源頼朝（一） 吉川英治（著）
源頼朝（二） 吉川英治（著）
宮本武蔵（一） 吉川英治（著）
宮本武蔵（二） 吉川英治（著）
宮本武蔵（三） 吉川英治（著）
宮本武蔵（四） 吉川英治（著）
宮本武蔵（五） 吉川英治（著）
宮本武蔵（六） 吉川英治（著）
宮本武蔵（七） 吉川英治（著）
宮本武蔵（八） 吉川英治（著）
治郎吉格子　名作短編集（一） 吉川英治（著）
柳生月影抄　名作短編集（二） 吉川英治（著）
牢獄の花嫁 吉川英治（著）
忘れ残りの記 吉川英治（著）

落語文庫

落語文庫(1)　松の巻 講談社（編）
落語文庫(2)　竹の巻 講談社（編）
落語文庫(3)　梅の巻 講談社（編）
落語文庫(4)　雪の巻 講談社（編）
落語文庫(5)　月の巻 講談社（編）
落語文庫(6)　花の巻 講談社（編）
落語文庫(7)　鶴の巻 講談社（編）
落語文庫(8)　亀の巻 講談社（編）
落語文庫(9)　鳳の巻 講談社（編）
落語文庫(10)　福の巻 講談社（編）
落語文庫(11)　禄の巻 講談社（編）
落語文庫(12)　寿の巻 講談社（編）
落語文庫(13)　天の巻 講談社（編）
落語文庫(14)　地の巻 講談社（編）
落語文庫(15)　人の巻 講談社（編）
落語文庫(16)　山の巻 講談社（編）
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落語文庫(17)　水の巻 講談社（編）
落語文庫(18)　雲の巻 講談社（編）

YA! ENTERTAINMENT

スクールガール・エクスプレス３８ 芦辺拓（著）／赤目（イラスト）
お面屋たまよし 石川宏千花（著）
ウラナリ 板橋雅弘（著）／玉越博幸（イラスト）
ウラナリ、北へ 板橋雅弘（著）／玉越博幸（イラスト）
ウラナリ、さよなら 板橋雅弘（著）／玉越博幸（イラスト）
ウラナリと春休みのしっぽ 板橋雅弘（著）／玉越博幸（イラスト）
ウラナリは泣かない 板橋雅弘（著）／玉越博幸（イラスト）
スクール・バッグいっぱいの運命 板橋雅弘（著）
金魚島にロックは流れる（１） かしわ哲（著）／浅野文彦（イラスト）
金魚島にロックは流れる（２） かしわ哲（著）／浅野文彦（イラスト）
金魚島にロックは流れる（３） かしわ哲（著）／浅野文彦（イラスト）
クリスタル　エッジ 風野潮（著）
クリスタル　エッジ　決戦・全日本へ！ 風野潮（著）
クリスタル　エッジ　目指せ４回転！ 風野潮（著）
タイムスリップ・ミステリー！　ジャンヌ・ダルク伝説 楠木誠一郎（著）／千代多みく郎（イラスト）

ＹＡ！アンソロジー　初恋リアル
香坂直（著）／菅野雪虫（著）／樫崎茜（著）／片川優子
（著）／椰月美智子（著）

ファンム・アレース(1)　戦いの女神 香月日輪（著）／Ｋ２商会（イラスト）
ファンム・アレース(2)　古き血の盟約 香月日輪（著）／Ｋ２商会（イラスト）
ファンム・アレース(3)　賢者の教え 香月日輪（著）／Ｋ２商会（イラスト）
ファンム・アレース(4)　魔宮の戦い 香月日輪（著）／Ｋ２商会（イラスト）
ファンム・アレース（５）　下巻　戦いの果て 香月日輪（著）／Ｋ２商会（イラスト）
ファンム・アレース（５）　上巻　決戦の地へ 香月日輪（著）／Ｋ２商会（イラスト）
妖怪アパートの幽雅な食卓　るり子さんのお料理日記 香月日輪（原作）
妖怪アパートの幽雅な人々　妖アパミニガイド 香月日輪（著）
Ｈは寝て待て 後藤みわこ（著）／亜沙美（イラスト）
Ｈは人のためならず 後藤みわこ（著）／亜沙美（イラスト）
ボーイズ・イン・ブラック（１）　≪美少年はエイリアン・バスター≫ 後藤みわこ（著）／亜沙美（イラスト）
ボーイズ・イン・ブラック（２）　≪スーパー幼稚園児・梅ちゃん、走る！≫ 後藤みわこ（著）／亜沙美（イラスト）
ボーイズ・イン・ブラック（３）　≪となりのミステリーサークル≫ 後藤みわこ（著）／亜沙美（イラスト）
ボーイズ・イン・ブラック（４）　≪雨が上がれば……≫ 後藤みわこ（著）／亜沙美（イラスト）
ぼくのプリンときみのチョコ 後藤みわこ（著）／亜沙美（イラスト）
はじめての日々　泣いちゃいそうだよ《高校生編》 小林深雪（著）／牧村久実（イラスト）
大人への階段　Ｓｔｅｐ１　泣いちゃいそうだよ《高校生編》 小林深雪（著）／牧村久実（イラスト）
大人への階段　Ｓｔｅｐ２　泣いちゃいそうだよ《高校生編》 小林深雪（著）／牧村久実（イラスト）

ＹＡ！　アンソロジー　卒業
小林深雪（著）／石川宏千花（著）／河合二湖（著）／如月か
ずさ（著）／福田隆浩（著）

泣いちゃいそうだよ《高校生編》はじまりは花言葉 小林深雪（著）／牧村久実（絵）
どまんなか(1) 須藤靖貴（著）
どまんなか(2) 須藤靖貴（著）
どまんなか(3) 須藤靖貴（著）
恋時雨 蘇部健一（著）／羽住都（イラスト）
レガッタ！　水をつかむ 濱野京子（著）／一瀬ルカ（画）
レガッタ！２　風をおこす 濱野京子（著）／一瀬ルカ（イラスト）
都会のトム＆ソーヤ(1) はやみねかおる（著）／にしけいこ（イラスト）
都会のトム＆ソーヤ(2)　《乱！ＲＵＮ！ラン！》 はやみねかおる（著）／にしけいこ（イラスト）
都会のトム＆ソーヤ(3)　《いつになったら作戦終了？》 はやみねかおる（著）／にしけいこ（イラスト）
都会のトム＆ソーヤ(4)　《四重奏》 はやみねかおる（著）／にしけいこ（イラスト）
都会のトム＆ソーヤ(5)　《ＩＮ塀戸》上 はやみねかおる（著）／にしけいこ（イラスト）
都会のトム＆ソーヤ(5)　《ＩＮ塀戸》下 はやみねかおる（著）／にしけいこ（イラスト）
都会のトム＆ソーヤ(6)　《ぼくの家へおいで》 はやみねかおる（著）／にしけいこ（イラスト）
都会のトム＆ソーヤ(7)　《怪人は夢に舞う　〈理論編〉》 はやみねかおる（著）／にしけいこ（イラスト）
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都会のトム＆ソーヤ(8)　《怪人は夢に舞う　〈実践編〉》 はやみねかおる（著）／にしけいこ（イラスト）
都会のトム＆ソーヤ(9)　《前夜祭（ＥＶＥ）　〈内人ｓｉｄｅ〉》 はやみねかおる（著）／にしけいこ（イラスト）
都会のトム＆ソーヤ(10)　《前夜祭（ＥＶＥ）　〈創也ｓｉｄｅ〉》 はやみねかおる（著）／にしけいこ（イラスト）
都会のトム＆ソーヤ　完全ガイド はやみねかおる（著）／にしけいこ（イラスト）

ＹＡ！アンソロジー　友情リアル
はやみねかおる（著）／立石彰（著）／福田隆浩（著）／坂元
純（著）

銀河寮ミステリー合宿　《レイの青春事件簿番外編》 松原秀行（著）
山頭火ウォーズ　レイの青春事件簿（３） 松原秀行（著）／梶山直美（イラスト）
ビートルズ・サマー　レイの青春事件簿（２） 松原秀行（著）／梶山直美（イラスト）
ミッシング・ガールズ　レイの青春事件簿（１） 松原秀行（著）／梶山直美（イラスト）
もしも、この世に天使が。《青の章》 山田あかね（著）
もしも、この世に天使が。《白の章》 山田あかね（著）
凜九郎(1)　《別れからのはじまり》 吉橋通夫（著）
凜九郎(2)　《父の秘密》 吉橋通夫（著）
凜九郎(3)　《決断のとき》 吉橋通夫（著）

書籍、雑誌、ムックなど

プロフェッショナルの交渉力 田中均（著）
花屋一代　年商５０億円　リヤカー一台から　駆け上がった根性の経営者 山田祐也（著）
命を燃やせ　いま、世界はあなたの勇気を待っている 吉岡秀人（著）
おうちでできる簡単薬膳レシピ 青山有紀（著）
瑠璃色 蝶々（著）
美容事典 濱田マサル（著）
Ｎ．Ｐｅｒｆｅｃｔ　ｂｏｄｙ 藤原紀香（著）
１０分で本格タイごはん 味澤ペンシー（著）
スローセックス相談所 アダム徳永（監修）／市川しんす（著）
実践イラスト版　スローセックス　完全マニュアル アダム徳永（著）
ヒョンビン写真集ｉｎシークレット・ガーデン アミューズメント出版部（編）
「悩むこと」が「楽しいこと」になる本　悩む技術　完全マスター 伊東明（著）
エグゼクティブ・ボディ・チューニング　　脳より身体を磨く人が成功する 内田あや（著）
いつだって僕たちは途上にいる 岡康道（著）／小田嶋隆（著）
おとなの週末　お値打ちの２１５店 おとなの週末編集部（編）
１０分で本格ベトナムごはん ガップ，Ｎ．Ｎ．（著）
みんなの　あるあるプロ野球 カネシゲタカシ（著）／野球大喜利（著）
ウォーキングから始める　５０歳からのフルマラソン 金哲彦（著）
糖質ちょいオフダイエット９０日ダイアリーつき 栗原毅（監）
西田麻衣写真集　まいぷりん　あ・ら・もーど 西條彰仁（撮影）
「いいね！」であなたも年収１億円　フェイスブックで２週間で儲ける方法 佐藤みきひろ（著）
移民の宴　日本に移り住んだ外国人の不思議な食生活 高野秀行（著）
新訂版　タモリのＴＯＫＹＯ坂道美学入門 タモリ（文・写真）
病気になったバーテンダーの罪ほろぼしレシピ 藤村公洋（著）
推定有罪 前川洋一（著）
あなたに夢中　女優・田中好子に魅せられて 丸尾由美子（著）
カジュアル・ベイカンシー　突然の空席　Ⅰ Ｊ．Ｋ．ローリング（著）／亀井よし子（訳）
カジュアル・ベイカンシー　突然の空席　Ⅱ Ｊ．Ｋ．ローリング（著）／亀井よし子（訳）
原作屋稼業　お前はもう死んでいる？ 武論尊（著）
フッサール心理学宣言　他者の自明性がひび割れる時代に 渡辺恒夫（著）
後継者　金正恩 李永鐘（著）／金香清（訳）
鉞子（えつこ）　世界を魅了した「武士の娘」の生涯 内田義雄（著）
四月七日の桜　戦艦「大和」と伊藤整一の最期 中田整一（著）
砂糖と安全保障　ＴＰＰ参加が領土問題を勃発させる 石川知裕（著）
クラウゼウィッチーズ 巌百合彦（著）／カスカベアキラ（イラスト）
コトバのギフト　輝く女性の１００名言 上野陽子（著）
Ｓｔｅｖｅ　Ｊｏｂｓ　Ｓｐｅｃｉａｌ　ジョブズと１１人の証言 ＮＨＫスペシャル取材班（著）
秘録　核スクープの裏側 太田昌克（著）
騙されたがる人たち　善人で身勝手なあなたへ 大山眞人（著）
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年中無休スタジアム 乙武洋匡（著）
メグルカラダ　「４つのお皿」で美人化計画 笠井奈津子（著）
グローバル・エリートの時代　個人が国家を超え、日本の未来をつくる 倉本由香利（著）
訣別　ゴールドマン・サックス グレッグ・スミス（著）／徳川家広（訳）
飛雄馬、インドの星になれ！　インド版アニメ『巨人の星』誕生秘話 古賀義章（著）
ママが生きた証 小松武幸（著）
対中戦略　無益な戦争を回避するために 近藤大介（著）
「東京電力」研究　排除の系譜 斎藤貴男（著）
中学生の君におくる哲学 斎藤慶典（著）
打撃投手　天才バッターの恋人と呼ばれた男たち 澤宮優（著）
東京湯巡り、徘徊酒　黄昏オヤジの散歩道 島本慶（著）
さかな記者が見た大震災　石巻讃歌 高成田享（著）
おしゃれの教科書　働く女性のワードローブ 高橋みどり（著）
大人おしゃれのルール　ＦＡＳＨＩＯＮ　ＲＵＬＥ　ＢＯＯＫ 高橋みどり（著）
塀の上を走れ　田原総一朗自伝 田原総一朗（著）
セッシュウ！　世界を魅了した日本人スター・早川雪洲 中川織江（著）
写真、撮られ術。　プロ写真家がそっと教える、証明写真の撮られ方！ 永田昌徳（著）
ドキュメント副知事　猪瀬直樹の首都改造・一八〇〇日 西条泰（著）
今、ここを真剣に生きていますか？　やりたいことを見つけたいあなたへ 長谷部葉子（著）
戦後史をよみなおす　駿台予備学校「戦後日本史」講義録 福井紳一（著）
絶望の国の幸福な若者たち 古市憲寿（著）
僕たちの前途 古市憲寿（著）
ぼくとビル・ゲイツとマイクロソフト　アイデア・マンの軌跡と夢 ポール・アレン（著）／夏目大（訳）
証言　細野豪志　「原発危機５００日」の真実に鳥越俊太郎が迫る 細野豪志（著）／鳥越俊太郎（著）
オッサンフォー 堀田純司（著）／森恒二（イラスト）
マイル　極貧からＣＡへ芸能界へ、階段をのぼる私 松尾知枝（著）
たかが英語！ 三木谷浩史（著）
実録　朝日新聞水滸伝 宮下賢一（著）
サイバー・クライム メン，Ｊ．（著）／浅川佳秀（訳）／福森大喜（監）
九州独立計画　玄海原発と九州のしあわせ 毛利甚八（著）
司法殺人　元裁判官が問う歪んだ死刑判決 森炎（著）
証言　民主党政権 薬師寺克行（著）
ネットと愛国　在特会の「闇」を追いかけて 安田浩一（著）
マレーシアで暮らしたい！　マレーシア「ロングステイ」公式ガイドブック 山田美鈴（著）
山中伸弥先生に、人生とｉＰＳ細胞について聞いてみた 山中伸弥（著）／緑慎也（著・聞き手）
超簡単！売れるストーリー＆キャラクターの作り方 沼田やすひろ（著）／金子満（監修）
おみやげと鉄道　名物で語る日本近代史 鈴木勇一郎（著）
理工系のための　明日への教科書　時代を担うトップからのメッセージ 豊橋技術科学大学　２０１２（編）
宇宙兄弟　心のノート　「メモしたくなる言葉たち」 小山宙哉（著）／モーニング編集部（編）
一般意志２．０　ルソー、フロイト、グーグル 東浩紀（著）
航空機事故に学ぶ　危険学の視点 小林忍（著）
危機の経営　サムスンを世界一企業に変えた３つのイノベーション 吉川良三（著）／畑村洋太郎（著）
３／１１キッズフォトジャーナル　岩手、宮城、福島の小中学生33人が撮影した「希望」 311Kids Photo Journal（編）
お菓子の本の旅 小手鞠るい（著）
ありがとう３組 乙武洋匡（著）
天才たちのプロ野球 二宮清純（著）
将棋の天才たち 米長邦雄（著）
ＧＮＰ大国になる日本　円高で所得収支６０兆円の２０２２年 相沢幸悦（著）
使いきる。　有元葉子の整理術　衣・食・住・からだ・頭 有元葉子（著）
明治女が教えてくれたプライドのある生き方 石川真理子（著）
越境せよ！　日本で絶望するより国境のない世界で稼げ 石田和靖（著）
Ｓｉｌｅｎｔ　Ｗａｒ　見えない放射能とたたかう 今中哲二（著）
理論派スタイリストが伝授　おしゃれの手抜き 大草直子（著）
理論派スタイリストが伝授 おしゃれの練習帖　　 大草直子（著）
大草直子の最愛リスト　服から雑貨まで６２品 大草直子（著）
日本のバーをゆく 太田和彦（著）
人生が変わる　愛と性の哲学 小川仁志（著）
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秘録・日韓１兆円資金 小倉和夫（著）
かかり続けてはいけない病院　助けてくれる病院 帯津良一（著）
パワースポット占星術　最強ビジネス運を掴む！ オラクル美羽子（著）
真似したいインテリア・ライフスタイル　ドイツ式　心地よい住まいのつくり方 門倉多仁亜（著）
「毒になる母親」を乗り越える１１のリスト 金盛浦子（著）
タニタとつくる美人の習慣 株式会社タニタ（著）／細川モモ（著）
釜ケ崎有情　すべてのものが流れ着く海のような街で 神田誠司（著）
人は自分が期待するほど、自分を見ていてはくれないが、がっかりするほど見ていなくはな
い

見城徹（著）／藤田晋（著）

憂鬱でなければ、仕事じゃない 見城徹（著）／藤田晋（著）
小さくてもいちばんの会社　日本人のモノサシを変える６４社 坂本光司（著）／坂本光司研究室（著）
９７歳の幸福論。ひとりで楽しく暮らす、５つの秘訣 笹本恒子（著）
一生サビない女になるシンプルな習慣　マイナス10歳を実現する成熟系美女のアンチエイジ
ング

佐藤富雄（著）

無垢の力　ピッカピカでい続ける法 杉山恒太郎（著）
みるみる下半身から細くなる「美脚食」の習慣 スタルヒン，ナターシャ（著）
幸せになれる宗教画 関谷義樹（著）
伏見稲荷の暗号　秦氏の謎 関裕二（著）
舞台の神に愛される男たち 関容子（著）
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？ 高野誠鮮（著）
グラフで見ると全部わかる日本国の深層 高橋洋一（著）
成功の種を蒔く　わが子の本気を引き出すコーピングスキル５０ 田中ウルヴェ京（著）
「教えないから人が育つ」横田英毅のリーダー学 天外伺朗（著）
デキる男の正解美容　誰も教えてくれなかった基本ルール７０ 戸賀敬城（著）
食べて、動いて「美脚になる５０の習慣」 ナターシャ・スタルヒン（著）
情報以前の知的作法　踊らされるな、自ら踊れ 西きょうじ（著）
漂流するソニーのＤＮＡ　プレイステーションで世界と戦った男たち 西田宗千佳（著）
超実践版マユミ式　プチマクロダイエット　カラダが内側から変わる１０日間ＴｏＤｏリスト 西邨マユミ（著）
日本で知った「幸せ」の値段　無一文の留学生が、大学准教授になるまで にしゃんた（著）
負けかたの極意 野村克也（著）
ノムラの教え　弱者の戦略９９の名言 野村克也（著）
日本人と韓国人　「タテマエ」と「ホンネ」　－「韓流知日」を阻むもの－ 朴一（著）
封印された「放射能」の恐怖　フクシマ事故で何人がガンになるのか バズビー，クリス（著）／飯塚真紀子（訳）
ワカメちゃんのパリのふつうの生活 長谷川たかこ（著）
アメリカは日本経済の復活を知っている 浜田宏一（著）
ライブハウス「ロフト」青春記 平野悠（著）
救国のレジリエンス　「列島強靱化」でＧＤＰ900兆円の日本が生まれる 藤井聡（著）
戦略おべっか　どんな人でも、必ず成功する ホイチョイ・プロダクションズ（著）
本間チョースケが独断と偏見で選ぶイタリア安旨ワイン２０３連発！ 本間チョースケ（著）
ツイッターを持った橋下徹は小泉純一郎を超える 真柄昭宏（著）
官報複合体　権力と一体化する新聞の大罪 牧野洋（著）
生麦事件の暗号 松沢成文（著）
美人に見える「空気」のつくり方　きれいの秘訣８１ 松本千登世（著）
やればやるほど実現する！　「引き寄せ」に成功する人がやっている小さな習慣 水谷友紀子（著）
「病」を包む、お見舞い言葉 三橋尚伸（著）
男のお洒落の方程式　たかが見た目で損をしない 森岡弘（著）
「盆栽」が教えてくれる人生の答え 山田香織（著）
家計を蝕む「金融詐術」の恐怖　大ウソカネもうけにダマされるな！ 吉本佳生（著）
パーフェクト・サクセス・ダイエット徹底ガイド　本当にあなたに合った方法が見つかる本 和田清香（著）／中原英臣（著）
完全オールカラー首都直下地震　東京２３区震災避難マップ ＦＲＩＤＡＹ編集部（編）
パナソニックの選択――「環境で稼ぐ」業態転換の未来 マキナニー，フランシス（著）／福知里恵（訳）
アルファマン・リターンズ 久楽健太（著）
希土類少女 青柳碧人（著）
美しき一日の終わり 有吉玉青（著）
末裔 絲山秋子（著）
道化師の蝶 円城塔（著）
架空列車 岡本学（著）
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獅子渡り鼻 小野正嗣（著）
季語、いただきます 櫂未知子（著）
泡をたたき割る人魚は 片瀬チヲル（著）
安部公房の都市 苅部直（著）
最後に誉めるもの 川崎徹（著）
黒王妃 佐藤賢一（著）
野球小僧 島村洋子（著）
増殖商店街　【復☆電書】 笙野頼子（著）
東と西　横光利一の旅愁 関川夏央（著）
スリリングな女たち 田中弥生（著）
一寸先は光 谷口桂子（著）
旅する女 筒井ともみ（著）
チマチマ記 長野まゆみ（著）
４５° 長野まゆみ（著）
トマト・ケチャップ・ス 東直子（著）
空白を満たしなさい 平野啓一郎（著）
三姉妹とその友達 福永信（著）
蜩の声 古井由吉（著）
Ｋ 三木卓（著）
大黒島 三輪太郎（著）
ザ・流行作家 校條剛（著）
シロシロクビハダ 椰月美智子（著）
私の中の男の子 山崎ナオコーラ（著）
すかたん 朝井まかて（著）
ぬけまいる 朝井まかて（著）
白球アフロ 朝倉宏景（著）
よろず御探し請負い候 浅野里沙子（著）
砕かれざるもの 荒山徹（著）
宝くじが当たったら 安藤祐介（著）
桜の咲かない季節 伊岡瞬（著）
国を蹴った男 伊東潤（著）
叛鬼 伊東潤（著）
梟の系譜　宇喜多四代 上田秀人（著）
語りつづけろ、届くまで 大沢在昌（著）
猫弁【完全版】　天才百瀬とやっかいな依頼人たち 大山淳子（著）
冤罪死刑 緒川怜（著）
ふくろう 梶よう子（著）
１４７ヘルツの警鐘　法医昆虫学捜査官 川瀬七緒（著）
シンクロニシティ　法医昆虫学捜査官 川瀬七緒（著）
神様の贈り物 木内一裕（著）
欠落 今野敏（著）
ともにがんばりましょう 塩田武士（著）
チャイナ・インベイジョン〈中国日本侵蝕〉 柴田哲孝（著）
大幽霊烏賊　名探偵面鏡真澄 首藤瓜於（著）
破戒者たち　〈小説・新銀行崩壊〉 高杉良（著）
カラマーゾフの妹 高野史緒（著）
一刀流無想剣　斬 月村了衛（著）
定吉七番の復活 東郷隆（著）
めぐり逢い　新島八重回想記 鳥越碧（著）
赤刃 長浦京（著）
廃工場のティンカー・ベル 永嶋恵美（著）
生きる力　心でがんに克つ なかにし礼（著）
修羅の宴 楡周平（著）
日御子 帚木蓬生（著）
星火瞬く 葉室麟（著）
陽炎の門 葉室麟（著）
幕が上がる 平田オリザ（著）
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芳一 堀川アサコ（著）／やまだないと（イラスト）
ジョーの夢　新島襄と徳富蘇峰、そして八重 増田晶文（著）
スピンク合財帖 町田康（著）
スピンク日記 町田康（著）
五郎丸の生涯 三浦明博（著）
盗作の報酬 三浦明博（著）
黄金街 三田完（著）
天翔る 村山由佳（著）
落涙戦争 森田季節（著）
人生の究極 森村誠一（著）
西海の虎　清正を破った男 矢野隆（著）
焔火 吉村龍一（著）
白兎１　透明な旅路と あさのあつこ（著）
白兎２　地に埋もれて あさのあつこ（著）
白兎３　蜃楼の主 あさのあつこ（著）
白兎４　天国という名の組曲 あさのあつこ（著）
セシューズ・ハイ　議員探偵・漆原翔太郎 天祢涼（著）
闇の喇叭 有栖川有栖（著）
論理爆弾 有栖川有栖（著）
一分ノ一（上） 井上ひさし（著）
一分ノ一（下） 井上ひさし（著）
黄金の騎士団 井上ひさし（著）
エンタメ小説進化論　“今”が読める作品案内 円堂都司昭（著）
ある殺人者の回想 勝目梓（著）
戦車のような彼女たち　Ｌｉｋｅ　Ｔｏｙ　Ｓｏｌｄｉｅｒｓ 上遠野浩平（著）
美都で恋めぐり 北夏輝（著）
半グレ 草下シンヤ（著）
あの頃の空 佐江衆一（著）
軍神の血脈　～楠木正成秘伝～ 高田崇史（著）
島はぼくらと 辻村深月（著）
贖罪の奏鳴曲 中山七里（著）
カマラとアマラの丘 初野晴（著）
言霊たちの夜 深水黎一郎（著）
イキルキス 舞城王太郎（著）
短篇五芒星 舞城王太郎（著）
えんじ色心中 真梨幸子（著）
邯鄲の誓　始皇帝と戦った者たち 丸山天寿（著）
水の柩 道尾秀介（著）
実験的経験　Ｅｘｐｅｒｉｍｅｎｔａｌ　ｅｘｐｅｒｉｅｎｃｅ 森博嗣（著）
「体幹」ランニング 金哲彦（著）
浜村渚の計算ノート　特別限定版 青柳碧人（著）
どこかの街の片隅で 赤井三尋（著）
「生」の日ばかり 秋山駿（著）
私の優しくない先輩 日日日（著）
マンチュリアン・リポート　特別限定版 浅田次郎（著）
透明な旅路と あさのあつこ（著）

TAJOMARU〔タジョウマル〕
浅野智哉（著）／市川森一（著）／水島力也（著）／芥川龍之
介（原作）

ＢＡＮＧ！　ＢＡＮＧ！　ＢＡＮＧ！ 朝比奈あすか（著）
スローセックス　男の持続力コントロール法 アダム徳永（著）
二人で育てるスローセックス　イッたフリは　もう、しない。 アダム徳永（著）
韓国ドラマ「シークレット・ガーデン」オフィシャル・ガイド　前編 アミューズメント出版部（編）
韓国ドラマ「シークレット・ガーデン」オフィシャル・ガイド　後編 アミューズメント出版部（編）
十五 Ａｌｉ（著）
真夜中の探偵 有栖川有栖（著）
1000ヘクトパスカルの主人公 安藤祐介（著）
会社員とは何者か？　会社員小説をめぐって 伊井直行（著）
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四〇〇万企業が哭いている　ドキュメント検察が会社を踏み潰した日 石塚健司（著）
限定版　お父やんとオジさん　特別付録 伊集院静（著）
幻日 市川森一（著）
秋田さんの卵 伊藤たかみ（著）
商いの心くばり 伊藤雅俊（著）
あくむ 井上夢人（著）
パワー・オフ 井上夢人（著）
風が吹いたら桶屋がもうかる 井上夢人（著）
エースの系譜 岩崎夏海（著）
スティーブ・ジョブズ　I ウォルター・アイザックソン（著）／井口耕二（著）
スティーブ・ジョブズ　II ウォルター・アイザックソン（著）／井口耕二（著）
スティーブ・ジョブズ　付録 ウォルター・アイザックソン（著）／井口耕二（訳）
「みにくいあひるの子」だった私 梅宮アンナ（著）
やぶへび 大沢在昌（著）
クロスマッチ　止まらない心臓 大山尚利（著）
地中より愛をこめて 岡嶋二人（著）
最果てアーケード 小川洋子（著）
減電社会　コミュニティから始めるエネルギー革命 小澤祥司（著）
暗潮／玉砕　【小田実全集】 小田実（著）
福島原発　現場監督の遺言 恩田勝亘（著）
エッセンシャル　タオ 加島祥造（著）
ドラゴンフライの空　ギニョールアイの城　【復☆電書】 上遠野浩平（著）
コミックルポ　働く発達障害者 かなしろにゃんこ。（著）
みんなの　あるあるプロ野球ＤＸ カネシゲタカシ（著）／野球大喜利（著）
炎の放浪者 神山裕右（著）
あのフェアウェイへ 川上健一（著）
大人のキレイを引き出す「肌★着替え」メイク 神崎恵（著）
陽の鳥 樹林伸（著）
死ねばいいのに　「一人目。」 京極夏彦（著）
死ねばいいのに　「二人目。」 京極夏彦（著）
死ねばいいのに　「三人目。」 京極夏彦（著）
死ねばいいのに　「四人目。」 京極夏彦（著）
死ねばいいのに　「五人目。」 京極夏彦（著）
死ねばいいのに　「六人目。」 京極夏彦（著）
英国メイドの世界　エッセンシャル版　～屋敷で働くメイドの仕事・エピソード集～ 久我真樹（著）
ゲキサカ別冊　ロンドン五輪男子サッカー総集編 講談社（編）
ゲキサカ別冊　ロンドン五輪なでしこ銀メダルへの道総集編 講談社（編）
ゲキサカ別冊　Ｕ－２０ＦＩＦＡワールドカップ女子ヤングなでしこ写真集 講談社（編）
日本中枢の崩壊 古賀茂明（著）
原発の倫理学　古賀茂明の論考 古賀茂明（著）
海薔薇 小手鞠るい（著）

ピエロ～夜明け前～
小林照弘（原作）／草薙だらい（作）／信田朋嗣（プロデュー
ス）

化合 今野敏（著）
同期　特別限定版 今野敏（著）
和牛詐欺　人を騙す犯罪はなぜなくならないのか 斉藤友彦（著）
なでしこ力　さあ、一緒に世界一になろう！ 佐々木則夫（著）
なでしこ力　次へ 佐々木則夫（著）
昭　田中角栄と生きた女 佐藤あつ子（著）
悩める男子に捧げる　１００１のローキック 佐藤嘉洋（著）
細胞から「毒」が逃げ出す生き方　キレーション身体革命 澤登雅一（著）
カジュアル・ベイカンシー　突然の空席 Ｊ．Ｋ．ローリング（著）／亀井よし子（訳）
女神のタクト 塩田武士（著）
カシオペアの丘で（下） 重松清（著）
カシオペアの丘で（上） 重松清（著）
島研ノート　心の鍛え方 島朗（著）
アカの他人の七光り 島地勝彦（著）
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きよしメモ　秋葉少年 将吉（著）
小説神変理層夢経　猫未来託宣本　猫ダンジョン荒神 笙野頼子（著）
ロッカショ　２万4000年後の地球へのメッセージ STOP-ROKKASHOプロジェクト（著）
藁にもすがる獣たち 曽根圭介（著）
「解」は己の中にあり　「ブラザー小池利和」の経営哲学６０ 高井尚之（著）

アベノミクスとＴＰＰ――キーワードは「後白河法皇」と「合コン」だ
高橋洋一（著）／長谷川幸洋（著）／麻木久仁子（著）／現代
ビジネス（編）

談志・志らくの架空対談　談志降臨!? 立川志らく（著）
雲をつかむ話 多和田葉子（著）
共に在りて　陸前高田・正徳寺、避難所となった我が家の140日 千葉望（著）
美婆伝　９０歳を超えても美しく働き続ける１１人の物語 土本真紀（著）
妄想名探偵 都筑道夫（著）
日本をダメにしたＢ層の研究 適菜収（著）
10000人が書いた女のコのリアル デザート編集部編（著）
10000人に聞いた男のコと女のコのＨ デザート編集部編（著）／五十嵐久佳（著）
10000人に聞いた女のコのＨ デザート編集部編（著）
悲から生をつむぐ　「河北新報」編集委員の震災記録300日 寺島英弥（著）
癒しの旅　四国霊場八十八ヵ寺 永井吐無（著）
獅子は死せず 中路啓太（著）
もっとスゴイ！　大人のラジオ体操　Ｌｉｔｅ版　ラジオ体操第１ 中村格子（著）
ザ・ラストバンカー　西川善文回顧録 西川善文（著）
強育論　悩める大人たちに告ぐ！「いじめの芽を摘む」特効薬 野々村直通（著）
ワタクシハ 羽田圭介（著）
福島原発事故はなぜ起こったか　政府事故調核心解説 畑村洋太郎（著）／安部誠治（著）／淵上正朗（著）
ハマコー　だう！　政治と選挙とツイッター 浜田幸一（著）
ハダカの美奈子 林下美奈子（著）
こころの耳　伝えたい。だからあきらめない。 早瀬久美（著）
人生オークション 原田ひ香（著）
「壁」を越えていく力 藤井誠二（著）
天駆ける皇子 藤ノ木陵（著）／對馬有輝子（イラスト）
FRIDAY　ダイナマイト2012年5月16日増刊号　セクシーLite版 ＦＲＩＤＡＹ編集部（編）
FRIDAY　ダイナマイト2012年5月16日増刊号　Lite版 ＦＲＩＤＡＹ編集部（編）
PRAY FOR JAPAN　３．１１世界中が祈りはじめた日 prayforjapan.jp（編）
僕とツンデレとハイデガー 堀田純司（著）
ホリエモンの宇宙論 堀江貴文（著）
月夜彦 堀川アサコ（著）
「死ぬのが怖い」とはどういうことか 前野隆司（著）
マントラを掲げよ　信念を戦略に変える力 正木静修（著）
新版　ママになりたい…／たまご日記 間下このみ（著）
カゼヲキル(1)　助走 増田明美（著）
カゼヲキル(2)　激走 増田明美（著）
カゼヲキル(3)　疾走 増田明美（著）
指先で紡ぐ愛　グチもケンカもトキメキも 光成沢美（著）
私の途中下車人生 宮脇俊三（著）

ローマ帝国と地中海文明を歩く

本村凌二（編・著）／井上秀太郎（著）／中西麻澄（著）／池
口守（著）／樋脇博敏（著）／渡辺耕（著）／中川亜希
（著）／島田誠（著）／長谷川敬（著）／志内一興（著）／伊
藤雅之（著）／橋本資久（著）／宮崎亮（著）／澤田典子
（著）／岡田泰介（著）／佐藤昇（著）／田中創（著）／上野
愼也（著）／三津間康幸（著）／高橋亮介（著）／大清水裕
（著）

大阪府警暴力団担当刑事　「祝井十吾」の事件簿 森功（著）
ダリア 森下くるみ（著）
あっと驚く三手詰 森信雄（著）
なめたらあかん三手五手 森信雄（著）
キシマ先生の静かな生活　The Silent World of Dr.Kishima 森博嗣（著）
喜嶋先生の静かな世界　The Silent World of Dr.Kishima 森博嗣（著）
風歩 森山風歩（著）
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風歩（上） 森山風歩（著）
風歩（下） 森山風歩（著）
乱脈経理　創価学会ＶＳ．国税庁の暗闘ドキュメント 矢野絢也（著）
恋極星　柏木菜月の日記 横田理恵（著）／ミツヤオミ（著）
探偵小説五十年 横溝正史（著）
探偵小説昔話 横溝正史（著）
ウィーン、わが夢の町　芸術都市散策エッセイ 横溝亮一（著）
戯史三國志　我が糸は誰を操る 吉川永青（著）
戯史三國志　我が槍は覇道の翼 吉川永青（著）
戯史三國志　我が土は何を育む 吉川永青（著）
はやぶさ　2592日の奇跡 吉川真（著・監修）

月刊ブレイブ・セレクション　創刊第２号
リチャード・ブランソン（著）／辻野晃一郎（著）／佐々木俊
尚（著）／浜田宏一（著）／マッキー牧元（著）／ニューヨー
クタイムズ・セレクション（著）／現代ビジネス（編）

コネクトプラス ログストック（著）
幸せ上手 渡辺淳一（著）
硝煙の向こうの世界　渡部陽一が見た紛争地域 渡部陽一（著）
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