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タイトル 著者名 請求記号（本の分類）の順で載っています。 

『○分冊』と書かれた本は、○冊で 1 つの物語になっています。 

 

◆ F(913.7) 日本の近代小説 ◆ 
請求記号 書  名 著者名 

LF ｱｸ ザ・竜之介 芥川 竜之介 

LF ｱｻ 五郎治殿御始末 浅田 次郎 

LF ｲｹ  
池波正太郎短篇 

ベストコレクション １～６ 
池波 正太郎 

LF ｲｹ 鬼平犯科帳 １～24(各 3 分冊) 池波 正太郎 

LF ｲｹ 剣客商売 (3 分冊) 池波 正太郎 

LF ｲｹ 辻斬り (3 分冊) 池波 正太郎 

LF ｲｹ 天魔 (3 分冊) 池波 正太郎 

LF ｲｹ 陽炎の男 (3 分冊) 池波 正太郎 

LF ｲﾌﾞ 珍品堂主人  井伏 鱒二 

LF ｲﾛ 百 上･下 色川 武大 

LF ｵｳ しのびよる月 上･下 逢坂 剛 

LF ｵｳ 相棒に気をつけろ 上･下 逢坂 剛 

LF ｵｶﾞ 博士の愛した数式 (3 分冊) 小川 洋子 

LF ｶｼﾞ 精霊探偵 (4 分冊) 梶尾 真治 

 

大活字本は「字が大きく、読み

やすい」のが特徴です。2012

年 4 月現在 636 冊の大活字本

があります。 

お気軽にご利用ください。 
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請求記号 書  名 著者名 

LF ｷﾀ 林蔵の貌 (4 分冊) 北方 謙三 

LF ｷﾀ 埋もれ火 上･下 北原 亜以子 

LF ｺﾊﾞ 蟹工船 小林 多喜二 

LF ｼｹﾞ  小さき者へ 上･下 重松 清 

LF ｼﾊﾞ 血汐笛 上･中･下 柴田 錬三郎 

LF ｼﾐ  きみ去りしのち 上･下 志水 辰夫 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲爆心(上・下)        ▲文字の大きさは約５ミリ 

 
請求記号 書  名 著者名 

LF ｾｲ 爆心 上･下 青来 有一 

LF ｿﾉ わが恋の墓標 (3 分冊) 曽野 綾子 

LF ﾀﾞｻﾞ 斜陽 太宰 治 

LF ﾀﾞｻﾞ 走れメロス 太宰 治 

LF ﾂﾑ 星祭りの町 上･下 津村 節子 

LF ﾂﾓ 薩南示現流 上･下 津本 陽 

LF ﾄﾊﾞ 鱗光の剣 上･下 鳥羽 亮 

LF ﾅｶ 長崎ぶらぶら節 上･下 なかにし 礼 

LF ﾅﾂ 坊っちゃん 夏目 漱石 

LF ﾅﾂ こころ 前･後編 夏目 漱石 

LF ﾅﾙ 輓馬 上･下 鳴海 章 

LF ﾆｼ ひかり６２号の殺意 (2 分冊) 西村 京太郎 

LF ﾆｼ 豪華特急トワイライト殺人事件(3 分冊)  西村 京太郎 

LF ﾆｼ 災厄の「つばさ」１２１号 (3 分冊) 西村 京太郎 

LF ﾆｼ 十津川警部十年目の真実 (3 分冊) 西村 京太郎 
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請求記号 書  名 著者名 

LF ﾆｼ 特急「あさしお３号」殺人事件(3 分冊)  西村 京太郎 

LF ﾆｼ 箱根愛と死のラビリンス (3 分冊)  西村 京太郎 

LF ﾉﾅ 花散る頃の殺人 (3 分冊) 乃南 アサ 

LF ﾉﾅ 花盗人 (3 分冊)  乃南 アサ 

LF ﾉﾅ 団欒 (3 分冊) 乃南 アサ 

LF ﾉﾅ 来なけりゃいいのに (3 分冊) 乃南 アサ 

LF ﾊﾗ 蝋涙 原田 康子 

LF ﾋｶﾞ ウインクで乾杯 (3 分冊) 東野 圭吾 

LF ﾎｼ たくさんのタブー (3 分冊) 星 新一 

LF ﾎﾘ 長い道程 上･下 堀 和久 

LF ﾏﾂ 仲蔵狂乱 上･下 松井 今朝子 

LF ﾏﾂ 松本清張自選短篇集 1～4 松本 清張 

LF ﾏﾂ 佐渡流人行 上･下 松本 清張 

LF ﾐｳ 泥流地帯 上･中･下 三浦 綾子 

LF ﾐｷ  裸足と貝殻 上･中･下 三木 卓 

LF ﾐﾔ 銀河鉄道の夜 宮沢 賢治 

LF ﾐﾔ 注文の多い料理店 宮沢 賢治 

LF ﾐﾔ 蒲生邸事件 (6 分冊) 宮部 みゆき 

LF ﾐﾔ 淋しい狩人 (3 分冊) 宮部 みゆき 

LF ﾐﾖ 風塵地帯 上･下 三好 徹 

LF ﾓﾛ  美女いくさ 上･中･下 諸田 玲子 

LF ﾓﾓ おくりびと 上･下 百瀬 しのぶ 

LF ﾓﾘ 高瀬舟・山椒大夫 森 鴎外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲美女いくさ (上・中・下)   ▲文字の大きさは約 5 ミリ 
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【シリーズ物】 
請求記号 シリーズ名・各巻詳細 

LF ｶｲ 怪奇・ホラーワールド   二上 洋一/監修 

 1 妖美の世界（江戸川乱歩/横溝正史） 

 2 科学の脅威（江戸川乱歩） 

 3 呪いの恐怖（芥川竜之介） 

 4 幽霊怪談（夢枕獏） 

 5 魔性の生き物（泉鏡花） 

 6 恐ろしき執念（河野多恵子） 

 7 人外魔境（香山滋） 

 8 日常の呪縛（小池真理子） 

 9 モダン･ホラー（篠田節子/筒井康隆/阿刀田高） 

 10 過去への幻想（朝松健/荒俣宏/綾辻行人） 

 11 異界への入り口（綾辻行人） 

 12 時の輪廻（恩田陸） 

 13 死者の復活（井上雅彦） 

 14 水の妖怪（田中文雄/竹河聖/鈴木光司） 

 15 ファンタジー（皆川博子） 

 
請求記号 シリーズ名・各巻詳細 

LF ｸﾗ くらしっくミステリーワールド  中島河太郎/監修 

 1 芥川竜之介集 9 大下宇陀児集 

 2 岡本綺堂集 10 橘外男集 

 3 小栗虫太郎集 11 久生十蘭集 

 4 浜尾四郎集 12 江戸川乱歩集 

 5 甲賀三郎集 13 木々高太郎集 

 6 小酒井不木集 14 角田喜久雄集 

 7 夢野久作集 15 横溝正史集 

 8 海野十三集   
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請求記号 シリーズ名・各巻詳細 

LF ｸﾗ くらしっく時代小説  尾崎秀樹/監修 

 1 吉川英治集 9 岩下俊作集 

 2 大仏次郎集 10 国枝史郎集 

 3 子母沢寛集 11 野村胡堂集 

 4 直木三十五集 12 林不忘集 

 5 邦枝完二集 13 長谷川伸集 

 6 川口松太郎集 14 佐々木味津三集 

 7 岡本綺堂集 15 山本周五郎集 

 8 白井喬二集   

 
請求記号 シリーズ名・各巻詳細 

LF ｹﾂ 傑作捕物ワールド  縄田 一男/監修 

 1 岡っ引き篇（岡本綺堂/野村胡堂/横溝正史/坂妻夫） 

 2 力同心篇（佐々木味津三/多岐川恭/島田一男/新田次郎/平岩弓枝） 

 3 人気侍篇（城昌幸/佐々木味津三/村上元三/久生十蘭/南条範夫） 

 4 女の情念篇 （五味康祐/南原幹雄/宮部みゆき) 

 5 渡世人篇 （笹沢左保//都筑道夫/梶山季之） 

 6 名奉行篇（直木三十五/野村胡堂/陣出達朗/山田風太郎）  

 7 犯科帳篇（永井路子/池波正太郎/松本清張/多岐川恭）  

 8 明治推理篇（村上元三/坂口安吾/有明夏夫） 

 9 妖異怪談篇（岡本綺堂/野村胡堂/宮部みゆき/日影丈吉）  

 10 人情捕縄篇（平岩弓枝/伊藤桂一/千野隆司/北原亜以子）  

 
請求記号 シリーズ名・各巻詳細 

LF ｹﾞﾝ げんだいミステリーワールド  中島 河太郎/監修 

 1 北方謙三 9 小杉健治 

 2 大谷羊太郎 10 宮部みゆき 

 3 栗本薫 11 辻真先 

 4 生島治郎 12 和久峻三 

 5 日下圭介 13 高橋克彦 

 6 綾辻行人 14 乃南アサ 

 7 小池真理子 15 大沢在昌 

 8 梓林太郎   
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請求記号 シリーズ名・各巻詳細 

LF ｹﾞﾝ げんだい時代小説  縄田 一男/監修 

 1 津本陽 9 新宮正春 

 2 南原幹雄 10 小松重男 

 3 童門冬二 11 中村彰彦 

 4 北原亜以子 12 佐藤雅美 

 5 戸部新十郎 13 佐江衆一 

 6 泡坂妻夫 14 高橋義夫 

 7 古川薫 15 沢田ふじ子 

 8 宮部みゆき   

 
請求記号 シリーズ名・各巻詳細 

LF ﾌﾞﾝ 文学賞受賞・名作集成  二上 洋一/監修 

 1 芥川賞篇（井上靖/寒川光太郎） 

 2 泉鏡花文学賞篇（鷺沢萠/小桧山博） 

 3 日本推理作家協会賞篇（松本清張/加納朋子/仁木悦子）  

 4 
川端康成文学賞篇 

（野口富士男/色川武大/大庭みな子/岩阪恵子/和田芳惠/上林暁）  

 5 オール読物推理小説新人賞篇（小杉健治/赤川次郎) 

 6 日本ミステリー文学大賞篇（土屋隆夫/都筑道夫/山田風太郎）  

 7 直木賞篇  （戸川幸夫/村松友視/源氏鶏太） 

 8 小説現代新人賞篇 （五木寛之/もりたなるお） 

 9 吉川英治文学新人賞篇（連城三紀彦/伊集院静/沢田ふじ子） 

 10 江戸川乱歩賞篇（戸川昌子） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◀文学賞受賞・名作集成 

 ①芥川賞篇 

⑥日本ミステリー文学大賞篇 

 ⑩江戸川乱歩賞篇 
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請求記号 シリーズ名・各巻詳細 

LF ﾎﾂ ほっとミステリーワールド  二上 洋一/監修 

 1 藤田宜永集 9 黒川博行集 

 2 法月綸太郎集 10 有栖川有栖集 

 3 今邑彩集 11 二階堂黎人集 

 4 北村薫集 12 折原一集 

 5 服部まゆみ集 13 森博嗣集 

 6 島田荘司集 14 高村薫集 

 7 東野圭吾集 15 連城三紀彦集 

 8 加納朋子集   

 
請求記号 シリーズ名・各巻詳細 

LF ﾎﾟﾋﾟ ポピュラーミステリーワールド  中島河太郎/監修 

 1 松本清張集 9 結城昌治集 

 2 坂口安吾集 10 佐野洋集 

 3 高木彬光集 11 仁木悦子集 

 4 島田一男集 12 笹沢左保集 

 5 戸川昌子集 13 鮎川哲也集 

 6 日影丈吉集 14 森村誠一集 

 7 山田風太郎集 15 西村京太郎集 

 8 土屋隆夫集   

 
請求記号 シリーズ名・各巻詳細 

LF ﾎﾟﾋﾟ ポピュラー時代小説  尾崎秀樹/監修 

 1 五味康祐集 9 山岡荘八集 

 2 海音寺潮五郎集 10 田岡典夫集 

 3 柴田錬三郎集 11 松本清張集 

 4 山手樹一郎集 12 井上靖集 

 5 村上元三集 13 久生十蘭集 

 6 南条範夫集 14 富田常雄集 

 7 中山義秀集 15 司馬遼太郎集 

 8 今東光集   
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請求記号 シリーズ名・各巻詳細 

LF ﾓﾀﾞ もだんミステリーワールド  中島河太郎/監修 

 1 内田康夫集 9 皆川博子集 

 2 山村美紗集 10 天藤真集 

 3 三好徹集 11 阿刀田高集 

 4 多岐川恭集 12 泡坂妻夫集 

 5 大薮春彦集 13 夏樹静子集 

 6 香山滋集 14 斎藤栄集 

 7 都筑道夫集 15 赤川次郎集 

 8 伴野朗集   

 
請求記号 シリーズ名・各巻詳細 

LF ﾓﾀﾞ もだん時代小説  尾崎秀樹/監修 

 1 池波正太郎集 9 伊藤桂一集 

 2 杉本苑子集 10 平岩弓枝集 

 3 山田風太郎集 11 新田次郎集 

 4 笹沢左保集 12 滝口康彦集 

 5 永井路子集 13 綱淵謙錠集 

 6 隆慶一郎集 14 神坂次郎集 

 7 早乙女貢集 15 白石一郎集 

 8 黒岩重吾集   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◀もだん時代小説 

 ⑨伊藤桂一集 

⑩平岩弓枝集 
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請求記号 シリーズ名・各巻詳細 

LF ﾚﾝ 恋愛小説・名作集成  清原 康正/監修 

 1 偽りの愛（藤田宜永/西木正明/黒岩重吾/藤堂志津子） 

 2 遠い彼方の愛（泡坂妻夫/五木寛之） 

 3 純愛の行方（高橋三千綱/柴田翔） 

 4 男と女の間（小池真理子/立原正秋/鷺沢萠） 

 5 愛に揺れて（赤瀬川隼/半村良/宮本輝/向田邦子） 

 6 愛と死と（平岩弓枝/連城三紀彦/笹沢左保） 

 7 したたかな女たち（瀬戸内寂聴/志水辰夫/山口洋子/阿刀田高）  

 8 別れの予感（森瑶子/佐々木譲/三枝和子/常盤新平/伊集院静）  

 9 愛の交錯（河野多惠子/高樹のぶ子/片岡義男/皆川博子/池田満寿夫）  

 10 愛と癒し（田辺聖子/色川武大/鎌田敏夫/曽野綾子） 

 

◆９１４ 随筆・エッセイ◆  
請求記号 書  名 著者名 

L914.6 ｻｸ ももこの話 さくら ももこ 

L914.6 ｾﾄ  瀬戸内寂聴随筆選 (１～６) 瀬戸内 寂聴 

L914.6 ﾅｶ  時のしずく 上･下 中井 久夫 

L914.6 ﾏﾂ 豆腐屋の四季 (１～４) 松下 竜一 

L914.6 ﾜﾀ わたしの京都 渡辺 淳一 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ▲時のしずく(上・下)     ▲文字の大きさは約 5 ミリ 
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【シリーズ物】 
請求記号 シリーズ名・各巻詳細 

L 914.6 ｲｷ 生きるってすばらしい 作品社編集部/編集 

 1 家族の絆（阿部昭/ほか著） 

 2 父の教え母の教え（藤沢周平/ほか著） 

 3 男たちよ女たちよ（中山あい子/ほか著） 

 4 恋に恋して（佐藤春夫/ほか著） 

 5 心の不思議．（尾崎 翠/ほか著） 

 6 読書の楽しみ（辰野隆/ほか著） 

 7 生きている言葉（薄田泣菫/ほか著） 

 8 語ること演ずること（宇井 無愁/ほか著） 

 9 大いなる自然（東山魁夷/ほか著） 

 10 四季おりおり（井上 靖/ほか著） 

 11 花に魅せられて（草野 心平/ほか著） 

 12 犬が好き猫が好き（朝永 振一郎/ほか著） 

 13 お酒菜談義（サトウ ハチロー/ほか著） 

 14 美味礼賛（丸谷 才一/ほか著） 

 15 趣味のある風景（大仏次郎/ほか著） 

 16 旅への誘い（三浦哲郎/ほか著） 

 17 芸の心技の心（高見順/ほか著） 

 18 さまざまな人生（金子光晴/ほか著） 

 19 出会い、そして別れ（安西 篤子/ほか著） 

 20 老いについて（多田道太郎/ほか著） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◀生きるってすばらしい 

 ⑥読書の楽しみ 

 ⑦生きている言葉 

 ⑧語ること演ずること 
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◆９１５ 紀行◆  

【シリーズ物】 
請求記号 シリーズ名・各巻詳細 

L915.6 ｺｺ 心にふるさとがある 作品社編集部/編集 

 1 想い遥かな山々 （中西 悟堂／ほか著 

 2 山に親しむ （川端 康成／ほか著 

 3 川に遊び湖をめぐる （千葉 七郎／ほか著） 

 4 海風に吹かれて （坪田 譲治／ほか著） 

 5 列島に咲く花 （大原 富枝／ほか著） 

 6 なつかしの動物たち（伊藤 秀五郎／ほか著） 

 7 歌の調べ方言の響き（相場 信太郎／ほか著） 

 8 祭りのざわめき （宮尾 しげを／ほか著） 

 9 民話は生きている （荒巻 義雄／ほか著） 

 10 伝統芸はすたれず （松井 恒幸／ほか著） 

 11 ふるさとの味 東日本（高橋 揆一郎／ほか著） 

 12 ふるさとの味 西日本（松田 道雄／ほか著） 

 13 神仏に祈る （金田一 京助／ほか著） 

 14 とっておきの寺社詣で（三木 露風／ほか著） 

 15 望郷を旅する （石川 啄木／ほか著） 

 16 土地っ子かたぎ （石川 啄木／ほか著） 

 17 わが町わが村 東日本（伊藤 整／ほか著） 

 18 わが町わが村 西日本（杉浦 明平／ほか著） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◀心にふるさとがある 

 ⑨民話は生きている 

 ⑩伝統芸はすたれず 

 ⑪ふるさとの味 東日本 
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請求記号 シリーズ名・各巻詳細 

L915.6 ｼﾊﾞ 〈ワイド版〉街道をゆく 司馬 遼太郎/著 

1 甲州街道.長州路 23 南蛮のみち ２ 

2 韓のくに紀行 24 近江散歩.奈良散歩 

3 陸奥のみち.肥薩のみち 25 中国･閩(びん)のみち 

4 郡上･白川街道.堺･紀州街道 26 嵯峨散歩.仙台･石巻 

5 モンゴル紀行 27 因幡･伯耆のみち.梼原街道 

6 沖縄･先島への道 28 耽羅紀行 

7 甲賀と伊賀のみち 砂鉄のみち  29 秋田県散歩.飛騨紀行 

8 熊野･古座街道.種子島みち 30 愛蘭土紀行 １ 

9 信州佐久平みち.潟のみち 31 愛蘭土紀行 ２ 

10 羽州街道.佐渡のみち 32 阿波紀行.紀ノ川流域 

11 肥前の諸街道 33 白河･会津のみち.赤坂散歩 

12 十津川街道 34 大徳寺散歩.中津･宇佐のみち  

13 壱岐･対馬の道 35 オランダ紀行 

14 南伊予･西土佐の道 36 本所深川散歩.神田界隈 

15 北海道の諸道(H915.6 ｼﾊﾞ) 37 本郷界隈 

16 叡山の諸道 38 オホーツク街道 

17 島原･天草の諸道 39 ニューヨーク散歩 

18 越前の諸道 40 台湾紀行 

19 中国･江南のみち 41 北のまほろば 

20 中国･蜀と雲南のみち 42 三浦半島記 

21 神戸･横浜散歩.芸備の道 43 濃尾参州記＋全４３巻総索引  

22 南蛮のみち １   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◀街道をゆく 

 左：⑫十津川街道（本文） 

右：⑪肥前の諸街道（表紙） 
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◆９１８ 作品集◆  

請求記号 書  名 著者名 

L918.6 ｷﾀ  
北杜夫短編掌編アンソロジー 

マンボウ大漁旗 １～５ 
北 杜夫 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆923 中国の小説◆ 
請求記号 書  名 著者名 

L923.6 ﾌﾟｽ ザ・聊斎志異 蒲 松齢 

 

◆０ 総記・情報・雑著◆ 
請求記号 書  名 著者名 

L007.6 ｼﾃﾞ CD－R／RW＆DVD で広がる

デジカメとビデオの世界 

 

 

【シリーズ物】 
請求記号 シリーズ名・各巻詳細 

L 041 ﾁｮ 著名人が語る〈考えるヒント〉 

5.宗教を考える（八木 誠一/ほか著） 

6.感性を磨く（団 伊玖磨/ほか著） 

15.変わりゆく世界（佐和 隆光/ほか著） 

 

 

 

 

◀北杜夫短編掌編アンソロジー 

マンボウ大漁旗 

１． マンボウ山々を愛す 

２． マンボウ躁病を駆ける 

３． マンボウ共和国をつくる 

４． マンボウ氷海を行く 

５． マンボウ夢を紡ぐ 
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請求記号 シリーズ名・各巻詳細 

L 041 ﾁｮ 著名人が語る〈生きるヒント〉 

1.生きるということ(紀野一義/他 著） / 2.親子のふれあい(東井

義雄/他 著） / 3.家族を考える(中根千枝/他 著） / 4.健康と

は(水野肇/他 著） / 5.美しく老いる(山内志津子/他 著） / 6.

仏の教え(中村元/他 著） / 7.スポーツに生きる(長嶋茂雄/他 

著） / 8.美に生きる(池田満寿夫/他 著） / 9.自然と暮らし(山

元竜三郎/他 著） / 10.映画づくり芝居づくり(山田洋次/他 著） 

/ 11.創造力と想像力(阿刀田高/他 著） / 12.歌のこころ(大岡

信/他 著） / 13.古典を味わう(上田正昭/他 著） / 14.こと

ばの文化(外山滋比古/他 著） / 15.日本人について(京極純一/

他 著） / 16.世代を越えて(古屋和雄/他 著） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆１ 哲学・宗教◆ 
請求記号 書  名 著者名 

L147 ｻﾄ  私の遺言 上･下 佐藤 愛子 

L164.3 ｱﾄ ギリシア神話を知っていますか上･下 阿刀田 高 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲私の遺言(上・下)      ▲文字の大きさは mm 

◀著名人が語る 

     ＜生きるヒント＞ 

⑩映画づくり芝居づくり 

⑪創造力と想像力 

⑫歌のこころ 
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◆２ 歴史・伝記◆ 
請求記号 書  名 著者名 

L289.1 ｶﾂ  それからの海舟 上･下 半藤 一利／著 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲それからの海舟(上・下)      

 

【シリーズ物】 
請求記号 シリーズ名 

L281.0 ﾆﾎ 日本人の手紙  紀田 順一郎/監修 

1.親子 / 2.友情 / 3.恩師と弟子 / 4.恋文 初恋 

5.恋文 熱愛 / 6.夫婦 / 7.旅先から / 8.遺言 

9.天国のあの人へ / 10.歴史の瞬間 

 

◆３ 社会科学◆ 
請求記号 書  名 著者名 

L304 ﾖｳ バカの壁 上･下 養老 孟司 

L320.9 ﾖｺ ヨコ組大活字六法 2006 三修社編集部/編 

L338.1 ﾎｼ 60 歳からの株式投資の教科書 星 和貴 

L369.2 ﾊﾝ 
視覚障害被災者とボランティ

ア ハビーからの伝言 

阪神大震災視覚障害被 

災者支援対策本部/編  

L369.2 ﾐｴ 
見えない・見えにくい人の便利

グッズファイル 
便利グッズサロン/編  

L379.9 ｷﾞｬ 子供は地球のヒーローだ ジョン・ギャスライト 
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【シリーズ物】 
請求記号 シリーズ名 

L388.1 ｲﾏ いまに語りつぐ日本民話集 野村 純一/監修 

〔第１集〕 

 

1 動物たちの知恵くらべ（動物葛藤） 

2 動物たちの助け合い（動物社会） 

3 小鳥になった人たち（小鳥前生） 

4 おしゃべりな植物たち（植物） 

5 動物の押しかけ女房（異類の婚姻） 

6 難題をつきつけられる聟（人間の婚姻） 

7 ちびっこたちの大冒険（誕生/運命） 

8 天から降ってくる宝物（致富/呪宝） 

9 ひとまね爺さんの失敗（兄弟/隣の爺） 

10 長者になる秘訣（大歳の客/長者） 

11 いじめられっ子の逆襲（継子） 

12 異次元への旅（異郷・逃鼠） 

13 忠義な犬の恩返し（動物の報恩） 

14 失敗にこりない動物たち（愚かな動物） 

15 キツネと人の化かし合い（人と狐） 

 
請求記号 シリーズ名 

L388.1 ｲﾏ いまに語りつぐ日本民話集 野村 純一/監修 

〔第２集〕 

 

1 ふしぎなめぐりあわせ（因果応報譚） 

2 愚か村の村人たち（愚か村話） 

3 まのぬけた聟（愚か聟/愚か息子） 

4 うっかりやの嫁（愚か嫁） 

5 あわてんぼうの早とちり（愚かな男） 

6 陽気なほら吹き合戦（誇張譚/業較べ） 

7 とんち小僧の大活躍（和尚と小僧） 

8 あっぱれおどけ者（おどけ者） 

9 悪知恵を働かせる盗人（狡猾者譚） 

10 口やかましい魚たち（魚貝譚） 

11 山姥と天狗（山人・山姥・天狗） 

12 動物に取り憑かれる（狐・狸・蛇） 

13 妖怪がいっぱい（妖怪・憑き物） 
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請求記号 シリーズ名 

L388.1 ｲﾏ いまに語りつぐ日本民話集 野村 純一/監修 

〔第２集〕 14 あの世からの手紙（幽霊・事件・崇り・生き返り） 

15 奇人.変人.大集合（奇人・変人・艶話） 

 
請求記号 シリーズ名 

L388.1 ｲﾏ いまに語りつぐ日本民話集 野村 純一/監修 

〔第３集〕 

 

1 木や草の伝説（木・草の由来） 

2 石や岩の伝説（石・岩の由来） 

3 山や谷の伝説（山・谷の由来） 

4 川や沼の伝説（川・湯の由来） 

5 だいだらぼっちの伝説（巨人・精霊） 

6 さまよい歩く英雄たち（英雄・貴人） 

7 落ち武者たちのかなしみ（落人・塚） 

8 聖者たちの奇跡（聖者・宗教者） 

9 お地蔵さまの奇跡（神・地蔵） 

10 戦争をめぐる民話（剣持 弘子/編集） 

11 学校の怪談（岩倉千春/編集） 

12 乗物とメディアの怪（渡辺節子/編集） 

13 家族と食べ物にまつわる民話（大島広志/編集） 

14 浮遊する現代の妖怪たち（常光徹/編集） 

15 嘘のようなホントの話（高津美保子/編集） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◀いまに語りつぐ日本民話集 

        〔第 3 集〕 

⑥難題をつきつけられる聟 

⑦ちびっこたちの大冒険 

⑧天から降ってくる宝物 
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◆４ 医学・薬学◆ 
請求記号 書  名 著者名 

L493.1 ｳｴ 大きい活字の病気・健康百科 上田 慶二 

L496.3 ｼﾗ 
新編中・高年の目の病気がすべ

てわかる本 
白土 城照 

L493.7 ｺｻ 認知症はここまで治る・防げる 小阪 憲司 

 

◆５ 家政学◆ 
請求記号 書  名 著者名 

L582.3 ｵｻﾞ 
大きな字ですぐわかるはじめ

てのハガキ作成 
尾崎 裕子 

L 596 ｲｹ むかしの味 上･下 池波 正太郎 

L596.0 ﾜﾀ  私の食自慢・味自慢 (１～８) 嵐山 光三郎／監修 

L598.3 ｼｮ 症状から病気がわかる本 竹川 広三／監修 

L598.4 ｴﾃﾞ 絵で見る介護 
国立療養所東京病院 

リハビリテーション科 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

◆６ 産業◆ 
請求記号 書  名 著者名 

L629.7 ｶﾔ 香山三紀のはじめて以前の庭づくり  香山 三紀/監修 

 

◆７ 芸術・娯楽◆ 
請求記号 書  名 著者名 

L754.9 ｵｵ 大きな活字の実用折り紙百科 小林 一夫/監修 

L791 ｾﾝ 煎茶の心得  

L791.8 ｾﾝ やさしい懐石料理 炉編 千 澄子/指導 

◀私の食自慢・味自慢 

① すし 

② てんぷら 

  ③そば 
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◆８ ことば◆ 
請求記号 書  名 著者名 

L816.6 ｵﾚ お礼の手紙はがき文例集 岩下 宣子/監修 

 

◆９ 文学 ◆ 
請求記号 書  名 著者名 

L911.1 ﾀﾜ 三十一文字のパレット 俵 万智 

L911.1 ﾀﾜ あなたと読む恋の歌百首 上･下 俵 万智 

L911.3 ﾀﾞｲ 大活字三省堂ホトトギス俳句季題便覧 稲畑 汀子/編 

 

◆参考図書◆ ※ 参考図書は.館内閲覧のみとなります。   
請求記号 書  名 著者名 

L813.1 ｵｳ 旺文社国語辞典 松村 明/編 

L813.1 ｵｵ 大きな活字の三省堂国語辞典 見坊 豪紀／編 

L813.1 ｼｭ 集英社国語辞典 森岡 健二/ほか編 

L813.1 ｼﾝ 新修広辞典  宇野 哲人/編 

L813.2 ｵｵ 
大きな活字の三省堂五十音引き

漢和辞典 
沖森卓也/編 

L 813.2 ｵｵ 大きな活字の全訳漢辞海 戸川 芳郎/監修 

L813.2 ﾀﾞｲ 大活字漢字辞典 伊藤 文生/編 

L813.4 ｵｵ 
大きな活字の三省堂故事ことわ

ざ・慣用句辞典 
三省堂編修所/編 

L813.4 ｵｵ 大きな活字の新明解故事ことわざ辞典  三省堂編修所/編 

L813.4 ｵｵ 大きな活字の新明解四字熟語辞典 三省堂編修所/編 

L813.5 ﾙｲ 類語大辞典 柴田 武/編 

L813.7 ｵｵ 
大きな文字で読みやすい三省堂

新カタカナ語辞典 
三省堂編修所/編 
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