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ある日の結婚 淺川 継太／著 講談社 2014 913.6/ｱｻ/

白磁の人 江宮 隆之／著 河出書房新社 1994 K936/ｴﾐ/

心霊探偵八雲 １～９ 神永 学／著 文芸社 ― 913.6/ｶﾐ/

確率捜査官御子柴岳人　密室のゲーム　 神永 学／著 角川書店 2011 913.6/ｶﾐ/

ふちなしのかがみ 辻村 深月／著 角川書店 2012 B913.6/ﾂｼﾞ/

本日は大安なり 辻村 深月／著 角川書店 2011 913.6/ﾂｼﾞ/

太陽の坐る場所 辻村 深月／著 文藝春秋 2011 B913.6/ﾂｼﾞ/

ツナグ 辻村 深月／著 新潮社 2010 913.6/ﾂｼﾞ/

鍵のない夢を見る 辻村 深月／著 文藝春秋 2012 913.6/ﾂｼﾞ/

本を読む女 林 真理子／著 新潮社 1990 Ｋ936/ﾊﾔ/

不機嫌な果実 林 真理子／著 文芸春秋 1996 913.6/ﾊﾔ/

コスメティック 林 真理子／著 小学館 1999 913.6/ﾊﾔ/

ウーマンズ・アイランド 林 真理子／著 マガジンハウス 2006 913.6/ﾊﾔ/

葡萄が目にしみる 林 真理子／著 角川書店 1986 913.6/ﾊﾔ/

下流の宴 林 真理子／著 毎日新聞社 2010 913.6/ﾊﾔ/

東京小説 林 真理子／ほか著 角川書店 2003 B913.68/ﾄｳ/

楢山節考 深沢 七郎／著 新潮社 2010 B913.6/ﾌｶ/

笛吹川 深沢 七郎／著 講談社 2011 K936/ﾌｶ/

栄花物語 山本 周五郎／著 新潮社 2007 B913.6/ﾔﾏ/

山本周五郎長篇小説全集　第3巻（さぶ） 山本 周五郎／著 新潮社 2013 913.6/ﾔﾏ/3

赤ひげ診療譚 山本 周五郎／著 新潮社 2002 B913.6/ﾔﾏ/

アンのゆりかご 村岡 恵理／著 マガジンハウス 2008 K90/ﾑﾗ/
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翳りゆく夏 赤井 三尋／著 講談社 2003 913.6/ｱｶ/

王妃の館 浅田 次郎／著 集英社 2001 913.6/ｱｻ/

旅猫リポート 有川 浩／著 文藝春秋 2012 913.6/ｱﾘ/

空飛ぶ広報室 有川 浩／著 幻冬舎 2012 913.6/ｱﾘ/

ルーズヴェルト・ゲーム 池井戸 潤／著 講談社 2012 913.6/ｲｹ/

株価暴落 池井戸 潤／著 文藝春秋 2007 B913.6/ｲｹ/

ようこそ、わが家へ 池井戸 潤／著 小学館 2013 B913.6/ｲｹ/

I love you 伊坂 幸太郎／著 祥伝社 2005 913.6/ｲｻ/

オー!ファーザー 伊坂 幸太郎／著 新潮社 2010 913.6/ｲｻ/

死神の浮力 伊坂 幸太郎／著 文藝春秋 2013 913.6/ｲｻ/

ドライブイン蒲生 伊藤 たかみ／著 河出書房新社 2011 B913.6/ｲﾄ/

東慶寺花だより 井上 ひさし／著 文藝春秋 2010 913.6/ｲﾉ/

夢違 恩田 陸／著 角川書店 2011 913.6/ｵﾝ/

三面記事小説 角田 光代／著 文藝春秋 2007 913.6/ｶｸ/

ニシノユキヒコの恋と冒険 川上 弘美／著 新潮社 2003 913.6/ｶﾜ/

だから荒野 桐野 夏生／著 毎日新聞社 2013 913.6/ｷﾘ/

硝子の葦 桜木 紫乃／著 新潮社 2014 B913.6/ｻｸ/

春を背負って 笹本 稜平／著 文藝春秋 2011 913.6/ｻｻ/

風に立つライオン さだ まさし／著 幻冬舎 2014 B913.6/ｻﾀﾞ/

とんび 重松 清／著 角川書店 2008 913.6/ｼｹﾞ/

その日のまえに 重松 清／著 文藝春秋 2005 913.6/ｼｹﾞ/

フォー・ディア・ライフ 柴田 よしき／著 講談社 1998 913.6/ｼﾊﾞ/

幻肢 島田 荘司／著 文藝春秋 2014 913.6/ｼﾏ/

悼む人 天童 荒太／著 文藝春秋 2008 913.6/ﾃﾝ/

海を感じる時 中沢 けい／著 講談社　 1980 913.6/ﾅｶ/

くちびるに歌を 中田 永一／著 小学館 2011 913.6/ﾅｶ/

小さいおうち 中島 京子／著 文藝春秋 2010 913.6/ﾅｶ/

謎解きはディナーのあとで 東川 篤哉／著 小学館 2010 913.6/ﾋｶﾞ/

幕が上がる 平田 オリザ／著 講談社 2012 913.6/ﾋﾗ/

偉大なる、しゅららぼん 万城目 学／著 集英社 2011 913.6/ﾏｷ/

まほろ駅前狂騒曲 三浦 しをん／著 文藝春秋 2013 913.6/ﾐｳ

告白 湊 かなえ／著 双葉社 2008 913.6/ﾐﾅ/

白ゆき姫殺人事件 湊 かなえ／著 集英社 2014 913.6/ﾐﾅ/

マルガリータ 村木 嵐／著 文藝春秋 2010 913.6/ﾑﾗ/

ランチのアッコちゃん 柚木 麻子／著 双葉社 2013 913.6/ﾕｽﾞ

64 横山 秀夫／著 文藝春秋 2012 913.6/ﾖｺ

夢を与える 綿矢 りさ／著 河出書房新社 2007 913.6/ﾜﾀ/

はなちゃんのみそ汁 安武 信吾／著 文藝春秋 2012 916/ﾊﾅ

さよならを待つふたりのために　 ジョン・グリーン／作 金原 瑞人／訳  竹内 茜／訳 岩波書店 2013 933/ｸﾞﾘ/

山賊のむすめローニャ アストリッド・リンドグレーン／作　大塚 勇三／訳 岩波書店 2001 949/ﾘﾝ/
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