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国 順 著者 訳者 書名 出版社 備考

アイルランド ジ ジョイス（ジェイムズ） 柳瀬尚紀 ダブリナーズ 新潮文庫

アイルランド ジ ジョイス（ジェイムズ） 丸谷才一他 ユリシーズⅠ 集英社文庫ヘリテージシリーズ

アイルランド ジ ジョイス（ジェイムズ） 丸谷才一他 ユリシーズⅡ 集英社文庫ヘリテージシリーズ

アイルランド ジ ジョイス（ジェイムズ） 丸谷才一他 ユリシーズⅢ 集英社文庫ヘリテージシリーズ

アイルランド ジ ジョイス（ジェイムズ） 丸谷才一他 ユリシーズⅣ 集英社文庫ヘリテージシリーズ

アメリカ オ Ｏ・ヘンリ 大久保康雄 Ｏ・ヘンリ短編集（１） 新潮文庫

アメリカ オ Ｏ・ヘンリ 大久保康雄 Ｏ・ヘンリ短編集（２） 新潮文庫

アメリカ オ Ｏ・ヘンリ 大久保康雄 Ｏ・ヘンリ短編集（３） 新潮文庫

アメリカ カ カポーティ（トルーマン） 村上春樹 ティファニーで朝食を 新潮文庫

アメリカ カ カポーティ（トルーマン） 佐々田雅子 冷血 新潮文庫

アメリカ キ キャロル（ショーン） 塩原通緒 量子力学の奥深くに隠されているもの 青土社

アメリカ ケ ケルアック（ジャック） 青山南 オン・ザ・ロード 河出文庫

アメリカ サ サリンジャー（ジェローム・デイヴィッド） 野崎孝 ライ麦畑でつかまえて 白水Ｕブックス

アメリカ ス スタインベック（ジョン） 伏見威蕃 怒りの葡萄（上） 新潮文庫

アメリカ ス スタインベック（ジョン） 伏見威蕃 怒りの葡萄（下） 新潮文庫

アメリカ ス スタインベック（ジョン） 土屋政雄 エデンの東１ ハヤカワｅｐｉ文庫

アメリカ ス スタインベック（ジョン） 土屋政雄 エデンの東２ ハヤカワｅｐｉ文庫

アメリカ ス スタインベック（ジョン） 土屋政雄 エデンの東３ ハヤカワｅｐｉ文庫

アメリカ ス スタインベック（ジョン） 土屋政雄 エデンの東４ ハヤカワｅｐｉ文庫

アメリカ ス スタインベック（ジョン） 大浦暁生 ハツカネズミと人間 新潮文庫

アメリカ デ ディック（フィリップ・K） 浅倉久志 アンドロイドは電気羊の夢を見るか？ ハヤカワ文庫

アメリカ ト トウェイン（マーク） 西田実 ハックルベリー・フィンの冒険（上） 岩波文庫

アメリカ ト トウェイン（マーク） 西田実 ハックルベリー・フィンの冒険（下） 岩波文庫

アメリカ フ フィッツジェラルド（フランシス・スコット） 野崎孝 グレート・ギャッツビー 新潮文庫

アメリカ フ フォークナー（ウィリアム） 藤平育子 アブサロム、アブサロム！（上） 岩波文庫

アメリカ フ フォークナー（ウィリアム） 藤平育子 アブサロム、アブサロム！（下） 岩波文庫

アメリカ ヘ ヘミングウェイ（アーネスト） 高見浩 老人と海 新潮文庫

アメリカ ポ ポー（エドガー・アラン） 巽孝之 黒猫・アッシャー家の崩壊 新潮文庫

アメリカ ミ ミッチェル（マーガレット） 大久保康雄 風と共に去りぬ（１） 新潮文庫

アメリカ ミ ミッチェル（マーガレット） 大久保康雄 風と共に去りぬ（２） 新潮文庫

アメリカ ミ ミッチェル（マーガレット） 大久保康雄 風と共に去りぬ（３） 新潮文庫

アメリカ ミ ミッチェル（マーガレット） 大久保康雄 風と共に去りぬ（４） 新潮文庫

アメリカ ミ ミッチェル（マーガレット） 大久保康雄 風と共に去りぬ（５） 新潮文庫

アメリカ メ メルヴィル（ハーマン） 八木敏雄 白鯨１（上） 岩波文庫

アメリカ メ メルヴィル（ハーマン） 八木敏雄 白鯨２（中） 岩波文庫

アメリカ メ メルヴィル（ハーマン） 八木敏雄 白鯨３（下） 岩波文庫

アメリカ ラ ラシュディ（サルマン） 寺門泰彦 真夜中の子供たち（上） 岩波文庫

アメリカ ラ ラシュディ（サルマン） 寺門泰彦 真夜中の子供たち（下） 岩波文庫

アメリカ リ リー・バートン（バージニア） いしいももこ せいめいのれきし改訂版 岩波書店

アメリカ（日本） キ キーン（ドナルド） 二つの母国に生きて 朝日文庫

アメリカ（日本） リ リービ英雄 星条旗の聞こえない部屋 講談社文芸文庫

アメリカ（日本） リ リービ英雄 日本語を書く部屋 岩波現代文庫

アメリカ（日本） リ リービ英雄 模範郷 集英社

イギリス イ イシグロ（カズオ） 土屋政雄 日の名残り ハヤカワｅｐｉ文庫

イギリス イ イシグロ（カズオ） 土屋政雄 わたしを離さないで ハヤカワｅｐｉ文庫

イギリス ウ ウルフ（ヴァージニア） 御輿哲也 灯台へ 岩波文庫

イギリス オ オーウェル（ジョージ） 高橋和久 一九八四年 ハヤカワｅｐｉ文庫

イギリス オ オーウェル（ジョージ） 高畠文夫 動物農場 角川文庫

イギリス ク クマール（マンジット） 青木薫 量子革命 新潮文庫

イギリス シ シェイクスピア（ウィリアム） 福田恆存 ハムレット 新潮文庫

イギリス チ チャーチル（ウィンストン） （毎日新聞社）第二次大戦回顧録抄 中公文庫

イギリス ナ ナイポール（ヴィディアダハル・スラヤプラサド） 小沢自然他 ミゲル・ストリート 岩波文庫

イギリス フ ファラデー（マイケル） 竹内敬人 ロウソクの科学 岩波文庫

イギリス モ モーム（サマセット） 中野好夫 月と六ペンス 新潮文庫

イギリス モ モーム（サマセット） 中野好夫 人間の絆（下） 新潮文庫

イギリス モ モーム（サマセット） 中野好夫 人間の絆（上） 新潮文庫

イギリス ロ ロフティング（ヒュー） 井伏鱒二 （０１）ドリトル先生アフリカゆき 岩波少年文庫

イギリス ロ ロフティング（ヒュー） 井伏鱒二 （０２）ドリトル先生航海記 岩波少年文庫

イギリス ロ ロフティング（ヒュー） 井伏鱒二 （０３）ドリトル先生の郵便局 岩波少年文庫

イギリス ロ ロフティング（ヒュー） 井伏鱒二 （０４）ドリトル先生のサーカス 岩波少年文庫

イギリス ロ ロフティング（ヒュー） 井伏鱒二 （０５）ドリトル先生の動物園 岩波少年文庫

イギリス ロ ロフティング（ヒュー） 井伏鱒二 （０６）ドリトル先生のキャラバン 岩波少年文庫

イギリス ロ ロフティング（ヒュー） 井伏鱒二 （０７）ドリトル先生と月からの使い 岩波少年文庫

イギリス ロ ロフティング（ヒュー） 井伏鱒二 （０８）ドリトル先生月へゆく 岩波少年文庫
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イギリス ロ ロフティング（ヒュー） 井伏鱒二 （０９）ドリトル先生月から帰る 岩波少年文庫

イギリス ロ ロフティング（ヒュー） 井伏鱒二 （１０）ドリトル先生と秘密の湖（上） 岩波少年文庫

イギリス ロ ロフティング（ヒュー） 井伏鱒二 （１１）ドリトル先生と秘密の湖（下） 岩波少年文庫

イギリス ロ ロフティング（ヒュー） 井伏鱒二 （１２）ドリトル先生と緑のカナリア 岩波少年文庫

イギリス ロ ロフティング（ヒュー） 井伏鱒二 （１３）ドリトル先生の楽しい家 岩波少年文庫

オーストリア シ シュレーディンガー（エルヴィン） 岡小天他 生命とは何か 岩波文庫

カナダ モ モンゴメリ（ルーシー・モード） 村岡花子 赤毛のアン１ 新潮文庫

カナダ モ モンゴメリ（ルーシー・モード） 村岡花子 アンの青春２ 新潮文庫

ギリシャ ホ ホメロス 松平千秋 オデュッセイア（下） 岩波文庫

ギリシャ ホ ホメロス 松平千秋 オデュッセイア（上） 岩波文庫

コロンビア ガ ガルシア＝マルケス（ガブリエル） 鼓直 百年の孤独 新潮社

コロンビア ガ ガルシア＝マルケス（ガブリエル） 野谷文昭 予告された殺人の記録 新潮文庫

台湾 ゴ 呉明益 天野健太郎 自転車泥棒 文春文庫

台湾 ゴ 呉明益 天野健太郎 歩道橋の魔術師 河出文庫

チェコ ク クンデラ（ミラン） 千野栄一 存在の耐えられない軽さ 集英社文庫

中国 コ 孔子 金谷治 論語 岩波文庫

中国 ラ 羅貫中 井波律子 三国志演義（１） 講談社学術文庫

中国 ラ 羅貫中 井波律子 三国志演義（２） 講談社学術文庫

中国 ラ 羅貫中 井波律子 三国志演義（３） 講談社学術文庫

中国 ラ 羅貫中 井波律子 三国志演義（４） 講談社学術文庫

ドイツ ア アインシュタイン（アルバート） 内山龍雄 相対性理論 岩波文庫

ドイツ ア アレント（ハンナ） 志水速雄 人間の条件 ちくま学芸文庫

ドイツ カ カフカ（フランツ） 池内紀 城 白水Ｕブックス

ドイツ カ カフカ（フランツ） 池内紀 審判 白水Ｕブックス

ドイツ カ カフカ（フランツ） 中井正文 変身 角川文庫

ドイツ グ グラス（ギュンター） 池内紀 ブリキの太鼓 河出書房新社世界文学全集

ドイツ ゲ ゲーテ（ヨハン・ヴォルフガング・フォン） 手塚富雄 ファウスト　悲劇第１部 中公文庫

ドイツ ゲ ゲーテ（ヨハン・ヴォルフガング・フォン） 手塚富雄 ファウスト　悲劇第２部 中公文庫

ドイツ ニ ニーチェ（フリードリッヒ） 丘沢静也 ツァラトゥストラ（上） 光文社古典新訳文庫

ドイツ ニ ニーチェ（フリードリッヒ） 丘沢静也 ツァラトゥストラ（下） 光文社古典新訳文庫

ドイツ ニ ニーチェ（フリードリッヒ） 竹山道雄 ツァラトゥストラかく語りき（上） 新潮文庫

ドイツ ニ ニーチェ（フリードリッヒ） 竹山道雄 ツァラトゥストラかく語りき（下） 新潮文庫

ドイツ ニ ニーチェ（フリードリッヒ） 川原栄峰 ニーチェ全集　１４　この人を見よ・自伝集 理想社

ドイツ ニ ニーチェ（フリードリッヒ） 戸塚七郎他 ニーチェ全集０１　古典ギリシアの精神 ちくま学芸文庫

ドイツ ニ ニーチェ（フリードリッヒ） 塩谷竹男 ニーチェ全集０２　悲劇の誕生 ちくま学芸文庫

ドイツ ニ ニーチェ（フリードリッヒ） 渡辺二郎 ニーチェ全集０３　哲学者の書 ちくま学芸文庫

ドイツ ニ ニーチェ（フリードリッヒ） 小倉志祥 ニーチェ全集０４　反時代的考察 ちくま学芸文庫

ドイツ ニ ニーチェ（フリードリッヒ） 池尾健一 ニーチェ全集０５　人間的、あまりに人間的Ⅰ ちくま学芸文庫

ドイツ ニ ニーチェ（フリードリッヒ） 中島義生 ニーチェ全集０６　人間的、あまりに人間的Ⅱ ちくま学芸文庫

ドイツ ニ ニーチェ（フリードリッヒ） 茅野良男 ニーチェ全集０７　曙光 ちくま学芸文庫

ドイツ ニ ニーチェ（フリードリッヒ） 信太正三 ニーチェ全集０８　悦ばしき知識 ちくま学芸文庫

ドイツ ニ ニーチェ（フリードリッヒ） 吉沢伝三郎 ニーチェ全集０９　ツァラトゥストラ（上） ちくま学芸文庫

ドイツ ニ ニーチェ（フリードリッヒ） 吉沢伝三郎 ニーチェ全集１０　ツァラトゥストラ（下） ちくま学芸文庫

ドイツ ニ ニーチェ（フリードリッヒ） 信太正三 ニーチェ全集１１　善悪の彼岸・道徳の系譜 ちくま学芸文庫

ドイツ ニ ニーチェ（フリードリッヒ） 原佑 ニーチェ全集１２　権力への意思（上） ちくま学芸文庫

ドイツ ニ ニーチェ（フリードリッヒ） 原佑 ニーチェ全集１３　権力への意思（下） ちくま学芸文庫

ドイツ ニ ニーチェ（フリードリッヒ） 原佑 ニーチェ全集１４　偶像の黄昏・反キリスト者 ちくま学芸文庫

ドイツ ニ ニーチェ（フリードリッヒ） 川原栄峰 ニーチェ全集１５　この人を見よ・自伝集 ちくま学芸文庫

ドイツ ハ ハイデッガー（マルティン） 細谷貞雄他 ニーチェⅠ 平凡社

ドイツ ハ ハイデッガー（マルティン） 細谷貞雄他 ニーチェⅡ 平凡社

ドイツ フ フランク（アンネ） 深町眞理子 アンネの日記 文春文庫

ドイツ フ フランクル（ヴィクトール・Ｅ） 池田香代子 夜と霧 みすず書房

ドイツ フ フロム（エーリッヒ） 鈴木畠 愛するということ 紀伊國屋書店

ドイツ ブ ブレヒト（ベルトルト） 谷川道子 アンティゴネ 光文社古典新訳文庫

ドイツ ヘ ヘッセ（ヘルマン） 実吉捷郎 車輪の下 岩波文庫

ドイツ ヘ ヘッセ（ヘルマン） 実吉捷郎 デミアン 岩波文庫

ドイツ マ マン（トーマス） 実吉捷郎 ヴェニスに死す 岩波文庫

ドイツ マ マン（トーマス） 実吉捷郎 トニオ・クレエゲル 岩波文庫

ドイツ マ マン（トーマス） 望月市恵 ブッデンブローク家の人びと１（上） 岩波文庫

ドイツ マ マン（トーマス） 望月市恵 ブッデンブローク家の人びと２（中） 岩波文庫

ドイツ マ マン（トーマス） 望月市恵 ブッデンブローク家の人びと３（下） 岩波文庫

ドイツ マ マン（トーマス） 高橋義孝 魔の山（下） 新潮文庫

ドイツ マ マン（トーマス） 高橋義孝 魔の山（上） 新潮文庫

ドイツ リ リルケ（ライナー・マリア） 大山定一 マルテの手記 新潮文庫
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日本 ア 芥川龍之介 芥川龍之介全集１ ちくま文庫 老年・羅生門・鼻・孤独地獄・芋粥・世之助の話・偸盗・さまよえる猶太人

日本 ア 芥川龍之介 芥川龍之介全集２ ちくま文庫 或日の大石内蔵助・戯作三昧・蜘蛛の糸・地獄変・奉教人の死・邪宗門

日本 ア 芥川龍之介 芥川龍之介全集３ ちくま文庫 きろしとほろ上人伝・蜜柑・鼠小僧次郎吉・或敵打の話・南京の基督

日本 ア 芥川龍之介 芥川龍之介全集４ ちくま文庫 杜子春・アグニの神・往生絵巻・好色・藪の中・俊寛・トロッコ・報恩記

日本 ア 芥川龍之介 芥川龍之介全集５ ちくま文庫 お富の貞操・おぎん・糸女覚え書・三右衛門の罪・桃太郎・大導寺信輔の半生

日本 ア 芥川龍之介 芥川龍之介全集６ ちくま文庫 温泉だより・カルメン・点鬼簿・玄鶴山房・河童・歯車・或阿呆の一生

日本 ア 芥川龍之介 芥川龍之介全集７ ちくま文庫 評論

日本 ア 芥川龍之介 芥川龍之介全集８ ちくま文庫 紀行、日記、講演

日本 ア 芥川龍之介 河童・戯作三昧 角川文庫

日本 ア 浅田次郎 鉄道員（ぽっぽや） 集英社文庫

日本 ア 安部公房 壁 新潮文庫

日本 ア 安部公房 カンガルー・ノート 新潮文庫

日本 ア 安部公房 飢餓同盟 新潮文庫

日本 ア 安部公房 けものたちは故郷を目指す 新潮文庫

日本 ア 安部公房 水中都市・デンドロカカリヤ 新潮文庫

日本 ア 安部公房 砂の女 新潮文庫

日本 ア 安部公房 題未定（初期短編集） 新潮社

日本 ア 安部公房 第四間氷期 新潮文庫

日本 ア 安部公房 他人の顔 新潮文庫

日本 ア 安部公房 箱男 新潮文庫

日本 ア 安部公房 方舟さくら丸 新潮文庫

日本 ア 安部公房 無関係な死・時の崖 新潮文庫

日本 ア 安部公房 燃えつきた地図 新潮文庫

日本 ア あまんきみこ ちいちゃんのかげおくり あかね書房

日本 ア 有島武郎 小さき者へ・生まれ出づる悩み 新潮文庫

日本 ア 有島武郎 或る女 新潮文庫

日本 イ 池内紀 すごいトシヨリＢＯＯＫ 毎日新聞出版

日本 イ 井坂洋子 黒猫の額 幻戯書房

日本 イ 石川達三 蒼氓 秋田魁新報社

日本 イ 石牟礼道子 苦海浄土 河出書房新社

日本 イ 石牟礼道子 葭の渚（石牟礼道子自伝） 藤原書店

日本 イ 五木寛之 孤独のすすめ 中公新書クラレ

日本 イ 五木寛之 青春の門１　筑豊篇 講談社文庫

日本 イ 五木寛之 青春の門２　自立篇 講談社文庫

日本 イ 五木寛之 青春の門３　放浪篇 講談社文庫

日本 イ 五木寛之 青春の門４　堕落篇 講談社文庫

日本 イ 五木寛之 青春の門５　望郷篇 講談社文庫

日本 イ 五木寛之 青春の門６　再起篇 講談社文庫

日本 イ 五木寛之 青春の門７　挑戦篇 講談社文庫

日本 イ 五木寛之 青春の門８　風雲篇 講談社文庫

日本 イ 伊藤真 やっぱり九条が戦争を止めていた 毎日新聞社

日本 イ 井上ひさし 四十一番の少年 文春文庫

日本 イ 井上靖 天平の甍 新潮文庫

日本 イ 井上靖 夏草冬涛（上） 新潮文庫

日本 イ 井上靖 夏草冬涛（下） 新潮文庫

日本 イ 井伏鱒二 黒い雨 新潮文庫

日本 イ 井伏鱒二 山椒魚 新潮文庫

日本 イ 今泉忠明 ざんねんないきもの事典 高橋書店

日本 イ 井村和清 飛鳥へ、そしてまだ見ぬ子へ 祥伝社黄金文庫

日本 ウ 梅棹忠夫 夜はまだあけぬか 講談社文庫

日本 エ 遠藤周作 沈黙 新潮文庫

日本 オ 大江健三郎 新しい人よ眼覚めよ 講談社文庫

日本 オ 大江健三郎 大江健三郎全小説９ 講談社 「雨の木」を聴く女たち・人生の親戚・静かな生活・美しいアナベル・リイ

日本 オ 大江健三郎 個人的な体験 新潮文庫

日本 オ 大江健三郎 死者の奢り・飼育 新潮文庫

日本 オ 大江健三郎 同時代ゲーム 新潮文庫

日本 オ 大江健三郎 取り替え子 講談社文庫

日本 オ 大江健三郎 懐かしい年への手紙 講談社文芸文庫

日本 オ 大江健三郎 晩年様式集 講談社

日本 オ 大江健三郎 万延元年のフットボール 講談社文芸文庫

日本 オ 大江健三郎 燃え上がる緑の木　第１部 新潮文庫

日本 オ 大江健三郎 燃え上がる緑の木　第２部 新潮文庫

日本 オ 大江健三郎 燃え上がる緑の木　第３部 新潮文庫

日本 オ 大岡昇平 事件 創元推理文庫
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日本 オ 大岡昇平 野火 新潮文庫

日本 オ 大岡昇平 俘虜記 新潮文庫

日本 オ 大岡昇平 レイテ戦記（１） 中公文庫

日本 オ 大岡昇平 レイテ戦記（２） 中公文庫

日本 オ 大岡昇平 レイテ戦記（３） 中公文庫

日本 オ 大岡昇平 レイテ戦記（４） 中公文庫

日本 オ 大城立裕 カクテル・パーティー 岩波現代文庫

日本 オ 大野晋 日本人の神 河出文庫

日本 オ 小笠原慧 ＤＺ 角川文庫

日本 オ 岡田尊司 ササッとわかる「境界性パーソナリティ障害」 講談社

日本 オ 岡田尊司 人を動かす対話術 ＰＨＰ新書

日本 オ 岡田利規 わたしたちに許された特別な時間の終わり 新潮文庫

日本 オ 小川糸 ライオンのおやつ ポプラ社

日本 オ 恩田陸 夜のピクニック 新潮文庫

日本 カ 開高健 輝ける闇 新潮文庫

日本 カ 垣谷美雨 老後の資金がありません 中公文庫

日本 カ 梶井基次郎 檸檬 新潮文庫

日本 カ 加藤陽子 この国のかたちを見つめ直す 毎日新聞出版

日本 カ 金子みすゞ 金子みすゞ名詩集 彩図社

日本 カ 川上弘美 センセイの鞄 新潮文庫

日本 カ 川端康成 伊豆の踊子 新潮文庫

日本 カ 川端康成 古都 新潮文庫

日本 カ 川端康成 少年 新潮文庫

日本 カ 川端康成 千羽鶴 新潮文庫

日本 カ 川端康成 掌の小説 新潮文庫

日本 カ 川端康成 眠れる美女 新潮文庫

日本 カ 川端康成 舞姫 新潮文庫

日本 カ 川端康成 名人 新潮文庫

日本 カ 川端康成 山の音 新潮文庫

日本 カ 川端康成 雪国 新潮文庫

日本 カ 金原ひとみ 蛇にピアス 集英社文庫

日本 キ 岸見一郎・古賀史健 嫌われる勇気 ダイヤモンド社

日本 キ 岸見一郎・古賀史健 幸せになる勇気 ダイヤモンド社

日本 キ 岸見一郎 絶望から希望へ 大和書房

日本 キ 北杜夫 夜と霧の隅で 新潮文庫

日本 ク 国木田独歩 武蔵野 新潮文庫

日本 ク 黒川伊保子 妻のトリセツ 講談社α新書

日本 ク 黒川伊保子 娘のトリセツ 小学館新書

日本 コ 小池真理子 月夜の森の梟 朝日新聞出版

日本 コ 小島信夫 アメリカン・スクール 新潮文庫

日本 コ 小谷太郎 物理の４大定数 幻冬舎新書

日本 コ 木庭顕 憲法九条へのカタバシス みすず書房

日本 コ 小林多喜二 蟹工船・党生活者 新潮文庫

日本 コ 小林武彦 生物はなぜ死ぬのか 講談社現代新書

日本 コ 小堀鴎一郎 死を生きた人びと みすず書房

日本 コ 小堀鴎一郎・養老孟司 死を受け入れること 祥伝社

日本 サ 斎藤幸平 人新世の「資本論」 集英社新書

日本 サ 齋藤孝 本当の「頭のよさ」ってなんだろう？ 誠文堂新光社

日本 サ 佐藤泰志 海炭市叙景 小学館文庫

日本 サ 佐野洋子 １００万回生きたねこ 講談社

日本 シ 志賀直哉 暗夜行路 新潮文庫

日本 シ 志賀直哉 小僧の神様／城崎にて 新潮文庫

日本 シ 篠原靖 もっと日本が好きになる！都道府県３１２ えほんの杜

日本 シ 柴田翔 されどわれらが日々 文春文庫

日本 シ 司馬遼太郎 坂の上の雲（１） 文春文庫

日本 シ 司馬遼太郎 坂の上の雲（２） 文春文庫

日本 シ 司馬遼太郎 坂の上の雲（３） 文春文庫

日本 シ 司馬遼太郎 坂の上の雲（４） 文春文庫

日本 シ 司馬遼太郎 坂の上の雲（５） 文春文庫

日本 シ 司馬遼太郎 坂の上の雲（６） 文春文庫

日本 シ 司馬遼太郎 坂の上の雲（７） 文春文庫

日本 シ 司馬遼太郎 坂の上の雲（８） 文春文庫

日本 シ 島尾敏雄 死の棘 新潮文庫

日本 シ 島崎藤村 破戒 新潮文庫
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日本 シ 島崎藤村 夜明け前　第一部１（上） 新潮文庫

日本 シ 島崎藤村 夜明け前　第一部２（下） 新潮文庫

日本 シ 島崎藤村 夜明け前　第二部１（上） 新潮文庫

日本 シ 島崎藤村 夜明け前　第二部２（下） 新潮文庫

日本 シ 城山三郎 落日燃ゆ 新潮文庫

日本 セ 関本剛 「残り２年」の生き方、考え方 宝島社

日本 タ 多田富雄 免疫の意味論 青土社

日本 タ 立花隆 がん　生と死の謎に挑む 文春文庫

日本 タ 谷崎潤一郎 刺青・秘密 新潮文庫

日本 タ 谷崎潤一郎 陰翳礼賛／文章読本 新潮文庫

日本 タ 谷崎潤一郎 鍵・瘋癲老人日記 新潮文庫

日本 タ 谷崎潤一郎 細雪 中公文庫

日本 タ 谷崎潤一郎 春琴抄 新潮文庫

日本 タ 谷崎潤一郎 少将滋幹の母 新潮文庫

日本 タ 谷崎潤一郎 蓼食う虫 新潮文庫

日本 タ 谷崎潤一郎 痴人の愛 新潮文庫

日本 タ 谷崎潤一郎 卍 新潮文庫

日本 タ 谷崎潤一郎 吉野葛・盲目物語 新潮文庫

日本 タ 玉置妙憂 死にゆく人の心に寄りそう 光文社新書

日本 タ 多和田葉子 献灯使 講談社文庫

日本 ダ 太宰治 斜陽 新潮文庫

日本 ダ 太宰治 斜陽他１０篇 文春文庫 斜陽・人間失格・駆け込み訴え・ダスゲマイネ・富嶽百景・走れメロス・ヴィヨンの妻・桜桃・満願・葉桜と魔笛・トカトントン

日本 ダ 太宰治 晩年 新潮文庫

日本 ツ 津堅信之 京アニ事件 平凡社新書

日本 ツ 辻仁成 海峡の光 新潮文庫

日本 ツ 津島佑子 ジャッカ・ドフニ 集英社

日本 ツ 津島佑子 光の領分 講談社文芸文庫

日本 ツ 壺井栄 二十四の瞳 新潮文庫

日本 テ 天童荒太 孤独の歌声 新潮文庫

日本 ト 友川カズキ 友川カズキ独白録 白水社

日本 ト 外山滋比古 思考の整理学 筑摩書房

日本 ナ 中上健次 蛇淫 講談社文芸文庫

日本 ナ 中上健次 十九歳の地図 河出文庫

日本 ナ 中上健次 千年の愉楽 河出文庫

日本 ナ 中勘助 銀の匙 角川文庫

日本 ナ 中沢けい 楽隊のうさぎ 新潮文庫

日本 ナ 中島敦 李陵・山月記 新潮文庫

日本 ナ 長塚節 土 新潮文庫

日本 ナ 中野信子 空気を読む脳 講談社アルファ新書

日本 ナ 中村明 美しい日本語 青土社

日本 ナ 中村哲 天、共に在り ＮＨＫ出版

日本 ナ 中村文則 教団X 集英社文庫

日本 ナ 夏目漱石 こころ 新潮文庫

日本 ナ 夏目漱石 それから 新潮文庫

日本 ナ 夏目漱石 夏目漱石全集０１ ちくま文庫 吾輩は猫である

日本 ナ 夏目漱石 夏目漱石全集０２ ちくま文庫 倫敦塔・カーライル博物館・幻影の盾・琴のそら音・一夜・韮露行・趣味の遺伝・坊っちゃん

日本 ナ 夏目漱石 夏目漱石全集０３ ちくま文庫 草枕・二百十日・野分

日本 ナ 夏目漱石 夏目漱石全集０４ ちくま文庫 虞美人草・坑夫

日本 ナ 夏目漱石 夏目漱石全集０５ ちくま文庫 三四郎・それから

日本 ナ 夏目漱石 夏目漱石全集０６ ちくま文庫 門・彼岸過迄

日本 ナ 夏目漱石 夏目漱石全集０７ ちくま文庫 行人・満韓ところどころ・思い出す事など

日本 ナ 夏目漱石 夏目漱石全集０８ ちくま文庫 こころ・道草

日本 ナ 夏目漱石 夏目漱石全集０９ ちくま文庫 明暗

日本 ナ 夏目漱石 夏目漱石全集１０ ちくま文庫 小品・評論・初期の文章

日本 ナ 夏目漱石 吾輩は猫である 新潮文庫

日本 ニ 新見南吉 新見南吉童話集 岩波文庫

日本 ニ 西村賢太 どうで死ぬ身の一踊り 角川文庫

日本 ニ 新田次郎 アラスカ物語 新潮文庫

日本 ニ 新田次郎 強力伝・孤島 新潮文庫

日本 ニ 新田次郎 武田信玄（１）風の巻 文春文庫

日本 ニ 新田次郎 武田信玄（２）林の巻 文春文庫

日本 ニ 新田次郎 武田信玄（３）火の巻 文春文庫

日本 ニ 新田次郎 武田信玄（４）山の巻 文春文庫

日本 ニ 新田次郎 劔岳（点の記） 文春文庫
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日本 ニ 新田次郎 芙蓉の人 文春文庫

日本 ヌ 沼田まほかる 猫鳴り 双葉文庫

日本 ノ 乃南アサ 凍える牙 新潮文庫

日本 ハ 馳星周 少年と犬 文藝春秋

日本 ハ 林京子 谷間・再びルイへ 講談社文芸文庫

日本 ハ 半藤一利 日本のいちばん長い日 文春文庫

日本 ヒ 東野圭吾 白夜行 集英社文庫

日本 ヒ 東野圭吾 容疑者Ｘの献身 文春文庫

日本 フ 深沢七郎 楢山節考 新潮文庫

日本 フ 藤原正彦 国家と教養 新潮新書

日本 フ 藤原正彦 国家の品格 新潮新書

日本 フ 藤原正彦 日本人の矜持 新潮文庫

日本 フ 藤原正彦 若き数学者のアメリカ 新潮文庫

日本 ホ 保坂隆 お金をかけない「老後の楽しみ方」 PHP文庫

日本 ホ 星新一 ボンボンと悪夢 新潮文庫

日本 ホ 星野富弘 愛、深き淵より 学研

日本 マ 町田康 きれぎれ 文春文庫

日本 マ 町田康 告白 中公文庫

日本 マ 町田康 しらふで生きる 幻冬舎

日本 マ 松下幸之助 若さに贈る PHPビジネス新書

日本 マ 松本清張 或る「小倉日記」伝 新潮文庫

日本 マ 松本清張 砂の器（上） 新潮文庫

日本 マ 松本清張 砂の器（下） 新潮文庫

日本 マ 松本清張 ゼロの焦点 新潮文庫

日本 マ 松本清張 点と線 新潮文庫

日本 ミ 三浦綾子 塩狩峠 新潮文庫

日本 ミ 三浦綾子 氷点（上） 角川文庫

日本 ミ 三浦綾子 氷点（下） 角川文庫

日本 ミ 三浦哲郎 忍ぶ川 新潮文庫

日本 ミ 三島由紀夫 命売ります ちくま文庫

日本 ミ 三島由紀夫 宴のあと 新潮文庫

日本 ミ 三島由紀夫 仮面の告白 新潮文庫

日本 ミ 三島由紀夫 金閣寺 新潮文庫

日本 ミ 三島由紀夫 葉隠入門 新潮文庫

日本 ミ 三島由紀夫 豊饒の海１　春の雪 新潮文庫

日本 ミ 三島由紀夫 豊饒の海２　奔馬 新潮文庫

日本 ミ 三島由紀夫 豊饒の海３　暁の寺 新潮文庫

日本 ミ 三島由紀夫 豊饒の海４　天人五衰 新潮文庫

日本 ミ 水上勉 飢餓海峡（下） 新潮文庫

日本 ミ 水上勉 飢餓海峡（上） 新潮文庫

日本 ミ 三田誠広 僕って何 河出文庫

日本 ミ 宮沢賢治 銀河鉄道の夜 新潮文庫

日本 ミ 宮部みゆき 火車 新潮文庫

日本 ミ 宮本輝 螢川・泥の河 新潮文庫

日本 ム 向田邦子 思い出トランプ 新潮文庫

日本 ム 武者小路実篤 友情 新潮文庫

日本 ム 村上春樹 １９７３年のピンボール 講談社文庫

日本 ム 村上春樹 海辺のカフカ（上） 新潮文庫

日本 ム 村上春樹 海辺のカフカ（下） 新潮文庫

日本 ム 村上春樹 風の歌を聴け 講談社文庫

日本 ム 村上春樹 ダンス・ダンス・ダンス（上） 講談社文庫

日本 ム 村上春樹 ダンス・ダンス・ダンス（下） 講談社文庫

日本 ム 村上春樹 ねじまき鳥クロニクル（第１部） 新潮文庫

日本 ム 村上春樹 ねじまき鳥クロニクル（第２部） 新潮文庫

日本 ム 村上春樹 ねじまき鳥クロニクル（第３部） 新潮文庫

日本 ム 村上春樹 ノルウェイの森（上） 講談社文庫

日本 ム 村上春樹 ノルウェイの森（下） 講談社文庫

日本 ム 村上龍 限りなく透明に近いブルー 講談社文庫

日本 ム 村上龍 コインロッカー・ベイビーズ（上） 講談社文庫

日本 ム 村上龍 コインロッカー・ベイビーズ（下） 講談社文庫

日本 ム 村上龍 ストレンジ・デイズ 講談社文庫

日本 ム 紫式部 谷崎潤一郎 源氏物語（巻１） 中公文庫

日本 ム 紫式部 谷崎潤一郎 源氏物語（巻２） 中公文庫

日本 ム 紫式部 谷崎潤一郎 源氏物語（巻３） 中公文庫
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日本 ム 紫式部 谷崎潤一郎 源氏物語（巻４） 中公文庫

日本 ム 紫式部 谷崎潤一郎 源氏物語（巻５） 中公文庫

日本 モ 森鴎外 阿部一族・舞姫 新潮文庫

日本 モ 森鴎外 雁 新潮文庫

日本 モ 森鴎外 山椒大夫・高瀬舟 新潮文庫

日本 モ 森美登美彦 太陽の塔 新潮文庫

日本 モ 森村誠一 悪魔の飽食 角川文庫

日本 ヤ 安岡章太郎 流離譚（上） 講談社文芸文庫

日本 ヤ 安岡章太郎 流離譚（下） 講談社文芸文庫

日本 ヤ 八千草薫 まあまあふうふう 主婦と生活社

日本 ヤ 山崎豊子 大地の子（１） 文春文庫

日本 ヤ 山崎豊子 大地の子（２） 文春文庫

日本 ヤ 山崎豊子 大地の子（３） 文春文庫

日本 ヤ 山崎豊子 大地の子（４） 文春文庫

日本 ヤ 山本章子 日米地位協定 中公新書

日本 ヤ 山本有三 路傍の石 新潮文庫

日本 ユ 夢野久作 ドグラ・マグラ（上） 角川文庫

日本 ユ 夢野久作 ドグラ・マグラ（下） 角川文庫

日本 ユ 湯本香樹美 夏の庭 新潮文庫

日本 ヨ 養老孟司 「自分」の壁 新潮新書

日本 ヨ 養老孟司 死の壁 新潮新書

日本 ヨ 養老孟司 超バカの壁 新潮新書

日本 ヨ 養老孟司 バカの壁 新潮新書

日本 ヨ 養老孟司 ヒトの壁 新潮新書

日本 ヨ 養老孟司・中川恵一 養老先生、病院へ行く エクスナレッジ

日本 ヨ 吉野せい 洟をたらした神 中公文庫

日本 ヨ 吉行淳之介 原色の街・驟雨 新潮文庫

日本 ヨ 与那覇潤 知性は死なない 文芸春秋

日本 リ 柳美里 ＪＲ上野駅公園口 河出文庫

日本 リ 柳美里 ゴールドラッシュ 新潮文庫

日本 ワ 若竹千佐子 おらおらでひとりいぐも 河出書房新社

日本 ワ 和田秀樹 ８０歳の壁 幻冬舎新書

日本 クーリエ・ジャポン編 不思議の国ニッポン 講談社現代新書

日本 芥川賞全集（０５） 文芸春秋 五味康祐・松本清張・安岡章太郎・吉行淳之介・小島信夫・庄野潤三・遠藤周作・石原慎太郎・近藤啓太郎・菊村到・開高健・大江健三郎

日本 芥川賞全集（０９） 文芸春秋 李恢成・東峰夫・宮原昭夫・畑山博・郷静子・山本道子

日本 芥川賞全集（１０） 文芸春秋 三木卓・森敦・野呂邦暢・阪田寛夫・日野啓三・林京子・中上健治・岡松和夫

日本 日本文学全集３ 河出書房新社 竹取物語・伊勢物語・堤中納言物語・土佐日記・更級日記

日本 杉本圭三郎 平家物語（１） 講談社学術文庫

日本 杉本圭三郎 平家物語（２） 講談社学術文庫

日本 杉本圭三郎 平家物語（３） 講談社学術文庫

日本 杉本圭三郎 平家物語（４） 講談社学術文庫

日本（その他） 赤毛のアンの手作り絵本 鎌倉書房

日本（その他） 赤毛のアンの手作り絵本Ⅱ 鎌倉書房

日本（その他） 赤毛のアンの手作り絵本Ⅲ 鎌倉書房

ノルウェー イ イプセン（ヘンリック） 矢崎源九郎 人形の家 新潮文庫

ハンガリー ク クリストフ（アゴダ） 堀茂樹 悪童日記 ハヤカワｅｐｉ文庫

ハンガリー ク クリストフ（アゴダ） 堀茂樹 第三の嘘 ハヤカワｅｐｉ文庫

ハンガリー ク クリストフ（アゴダ） 堀茂樹 ふたりの証拠 ハヤカワｅｐｉ文庫

フランス カ カミュ（アルベール） 佐藤朔他 アストゥリアスの反乱・裏と表・結婚 新潮社カミュ全集１

フランス カ カミュ（アルベール） 窪田啓作 異邦人 新潮文庫

フランス カ カミュ（アルベール） 高畠正明 カミュの手帖１　太陽の賛歌 新潮文庫

フランス カ カミュ（アルベール） 高畠正明 カミュの手帖２　反抗の論理 新潮文庫

フランス カ カミュ（アルベール） 宮崎嶺雄 ペスト 新潮文庫

フランス カ カミュ／サルトル 佐藤朔 革命か反抗か 新潮文庫

フランス コ コクトー（ジャン） 中条省平他 恐るべき子供たち 光文社古典新訳文庫

フランス サ サルトル（ポール） 鈴木道彦 嘔吐 人文書院

フランス サ サン＝テグジュペリ（アントワーヌ） 堀口大學 人間の土地 新潮文庫

フランス サ サン＝テグジュペリ（アントワーヌ） 内藤濯 星の王子さま 岩波書店

フランス サ サン＝テグジュペリ（アントワーヌ） 堀口大學 夜間飛行 新潮文庫

フランス ジ ジッド（アンドレ） 山内義雄 狭き門 新潮文庫

フランス ジ ジッド（アンドレ） 神西清 田園交響楽 新潮文庫

フランス ス スタンダール 桑原武夫他 赤と黒（上） 岩波文庫

フランス ス スタンダール 桑原武夫他 赤と黒（下） 岩波文庫

フランス デ デュマ（アレクサンドル） 山内義雄 モンテ・クリスト伯（１） 岩波文庫
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フランス デ デュマ（アレクサンドル） 山内義雄 モンテ・クリスト伯（２） 岩波文庫

フランス デ デュマ（アレクサンドル） 山内義雄 モンテ・クリスト伯（３） 岩波文庫

フランス デ デュマ（アレクサンドル） 山内義雄 モンテ・クリスト伯（４） 岩波文庫

フランス デ デュマ（アレクサンドル） 山内義雄 モンテ・クリスト伯（５） 岩波文庫

フランス デ デュマ（アレクサンドル） 山内義雄 モンテ・クリスト伯（６） 岩波文庫

フランス デ デュマ（アレクサンドル） 山内義雄 モンテ・クリスト伯（７） 岩波文庫

フランス バ バルザック（オノレ） 平岡篤頼 ゴリオ爺さん 新潮文庫

フランス フ フィリップ（シャルル＝ルイ） 淀野隆三 ビュビュ・ド・モンパルナス 岩波文庫

フランス プ プルースト（マルセル） 吉川一義 失われた時を求めて０１ 岩波文庫

フランス プ プルースト（マルセル） 吉川一義 失われた時を求めて０２ 岩波文庫

フランス プ プルースト（マルセル） 吉川一義 失われた時を求めて０３ 岩波文庫

フランス プ プルースト（マルセル） 吉川一義 失われた時を求めて０４ 岩波文庫

フランス プ プルースト（マルセル） 吉川一義 失われた時を求めて０５ 岩波文庫

フランス プ プルースト（マルセル） 吉川一義 失われた時を求めて０６ 岩波文庫

フランス プ プルースト（マルセル） 吉川一義 失われた時を求めて０７ 岩波文庫

フランス プ プルースト（マルセル） 吉川一義 失われた時を求めて０８ 岩波文庫

フランス プ プルースト（マルセル） 吉川一義 失われた時を求めて０９ 岩波文庫

フランス プ プルースト（マルセル） 吉川一義 失われた時を求めて１０ 岩波文庫

フランス プ プルースト（マルセル） 吉川一義 失われた時を求めて１１ 岩波文庫

フランス プ プルースト（マルセル） 吉川一義 失われた時を求めて１２ 岩波文庫

フランス プ プルースト（マルセル） 吉川一義 失われた時を求めて１３ 岩波文庫

フランス プ プルースト（マルセル） 吉川一義 失われた時を求めて１４ 岩波文庫

フランス マ マルロー（アンドレ） 渡辺淳 王道 講談社文芸文庫

フランス ユ ユゴー（ビクトル） 佐藤朔 レ・ミゼラブル１ 新潮文庫

フランス ユ ユゴー（ビクトル） 佐藤朔 レ・ミゼラブル２ 新潮文庫

フランス ユ ユゴー（ビクトル） 佐藤朔 レ・ミゼラブル３ 新潮文庫

フランス ユ ユゴー（ビクトル） 佐藤朔 レ・ミゼラブル４ 新潮文庫

フランス ユ ユゴー（ビクトル） 佐藤朔 レ・ミゼラブル５ 新潮文庫

フランス ラ ランボー（アルチュール） 堀口大學 ランボー詩集 新潮文庫

フランス ラ ランボー（アルチュール） 宇佐美斉 ランボー全詩集 ちくま文庫

フランス ロ ローラン（ロマン） 豊島与志雄 ジャン・クリストフⅠ 岩波文庫

フランス ロ ローラン（ロマン） 豊島与志雄 ジャン・クリストフⅡ 岩波文庫

フランス ロ ローラン（ロマン） 豊島与志雄 ジャン・クリストフⅢ 岩波文庫

フランス ロ ローラン（ロマン） 豊島与志雄 ジャン・クリストフⅣ 岩波文庫

ベラルーシ ア アレクシエーヴィチ（スベトラーナ） 三浦みどり 戦争は女の顔をしていない 岩波現代文庫

ベラルーシ ア アレクシエーヴィチ（スベトラーナ） 松本妙子 チェルノブイリの祈り 岩波現代文庫

南アフリカ ク クッツェー（ジョン・マックスウェル） くぼたのぞみ マイケル・Ｋ 岩波文庫

ロシア ト トルストイ（レフ） 木村浩 アンナ・カレーニナ１（上） 新潮文庫

ロシア ト トルストイ（レフ） 木村浩 アンナ・カレーニナ２（中） 新潮文庫

ロシア ト トルストイ（レフ） 木村浩 アンナ・カレーニナ３（下） 新潮文庫

ロシア ト トルストイ（レフ） 工藤精一郎 戦争と平和（１） 新潮文庫

ロシア ト トルストイ（レフ） 工藤精一郎 戦争と平和（２） 新潮文庫

ロシア ト トルストイ（レフ） 工藤精一郎 戦争と平和（３） 新潮文庫

ロシア ト トルストイ（レフ） 工藤精一郎 戦争と平和（４） 新潮文庫

ロシア ド ドストエフスキー（フョードル） 原卓也 カラマーゾフの兄弟１（上） 新潮文庫

ロシア ド ドストエフスキー（フョードル） 原卓也 カラマーゾフの兄弟２（中） 新潮文庫

ロシア ド ドストエフスキー（フョードル） 原卓也 カラマーゾフの兄弟３（下） 新潮文庫

ロシア ド ドストエフスキー（フョードル） 工藤精一郎 罪と罰（上） 新潮文庫

ロシア ド ドストエフスキー（フョードル） 工藤精一郎 罪と罰（下） 新潮文庫

ロシア ド ドストエフスキー（フョードル） 小沼文彦 白夜 角川文庫

ロシア ナ ナボコフ（ウラジーミル） 若島正 ディフェンス 河出文庫

ロシア ナ ナボコフ（ウラジーミル） 若島正 ロリータ 新潮文庫

ロシア プ プーシキン（アレクサンドル） 神西清 スペードの女王・ベールキン物語 岩波文庫

ロシア（ソ連） ゴ ゴルバチョフ（ミハイル） 副島英樹 変わりゆく世界の中で 朝日新聞出版

ロシア（ソ連） ソ ソルジェニーツィン（アレクサンドル） 木村浩 イワン・デニソーヴィチの一日 新潮文庫

ロシア（ソ連） ソ ソルジェニーツィン（アレクサンドル） 木村浩 収容所群島１ 新潮文庫

ロシア（ソ連） ソ ソルジェニーツィン（アレクサンドル） 木村浩 収容所群島２ 新潮文庫

ロシア（ソ連） ソ ソルジェニーツィン（アレクサンドル） 木村浩 収容所群島３ 新潮文庫

ロシア（ソ連） ソ ソルジェニーツィン（アレクサンドル） 木村浩 収容所群島４ 新潮文庫

ロシア（ソ連） ソ ソルジェニーツィン（アレクサンドル） 木村浩 収容所群島５ 新潮文庫

ロシア（ソ連） ソ ソルジェニーツィン（アレクサンドル） 木村浩 収容所群島６ 新潮文庫


