
タ イ ト ル 著 者 表 示 請求記号
愛書家のケンブリッジ 高宮利行著 914 ﾀｶ
あめりかむら 石田千著 ｲｼ
あやかしの声 阿刀田高著 ｱﾄ
1ポンドの悲しみ 石田衣良著 ｲｼ
海の見える街 畑野智美著 ﾊﾀ
海辺のカフカ－上 村上春樹[著] ﾑﾗ 1
海辺のカフカ－下 村上春樹[著] ﾑﾗ 2
映画の中の本屋と図書館 飯島朋子著 778.2 ｲ
映画の中の本屋と図書館－後篇 飯島朋子著 778.2 ｲ 2
オール・マイ・ラビング(東京バンドワゴン 小路幸也著 ｼﾖ

大崎梢リクエスト!本屋さんのアンソロジー
飛鳥井千砂著 有栖川有栖著
乾ルカ著 大崎梢著 門井慶喜
著 坂木司著 似鳥鶏著

ｵｵ

おさがしの本は 門井慶喜著 ｶﾄﾞ
華氏451度(ハヤカワ文庫 NV 106) レイ・ブラッドベリ著 宇野利泰 B 933 ﾌﾞﾗ
片耳うさぎ 大崎梢著 ｵｵ
カンガルー日和(講談社文庫) 村上春樹[著] B ﾑﾗ
決壊－上 平野啓一郎著 ﾋﾗ 1
決壊－下 平野啓一郎著 ﾋﾗ 2
古書店アゼリアの死体(カッパ・ノベルス) 若竹七海著 S ﾜｶ

古書店めぐりは夫婦で(ハヤカワ文庫 NF
234)

ローレンス・ゴールドストーン著
ナンシー・ゴールドストーン著
浅倉久志訳

B 934 ｺﾞﾙ

この本が、世界に存在することに(ダ・ヴィ
ンチブックス)

角田光代著 ｶｸ

コルシア書店の仲間たち 須賀敦子著 914 ｽｶﾞ
サイン会はいかが?(ミステリ・フロンティア
32 成風堂書店事件メモ)

大崎梢著 ｵｵ

サエズリ図書館のワルツさん－1(星海社
FICTIONS コ3-01)

紅玉いづき著 sime[画] ｺｳ 1

淋しい狩人 宮部みゆき著 ﾐﾔ
さらば国分寺書店のオババ(Century 椎名誠著 914 ｼｲ
死の蔵書(ハヤカワ・ミステリ文庫 HM
205-1)

ジョン・ダニング著 宮脇孝雄訳 B 933 ﾀﾞﾆ

シー・ラブズ・ユー(東京バンドワゴン [2]) 小路幸也著 ｼﾖ
宗教に愛と慈悲を求めて(南島叢書 67) 久保和雄著 914 ｸﾎﾞ
スタンド・バイ・ミー(東京バンドワゴン [3]) 小路幸也著 ｼﾖ
世界の終りとハードボイルド・ワンダーラン 村上春樹著 ﾑﾗ
背表紙は歌う(創元クライム・クラブ [出版
社営業・井辻智紀の業務日誌] [2])

大崎梢著 ｵｵ

蒼林堂古書店へようこそ(徳間文庫 い51- 乾くるみ著 B ｲﾇ
そんなはずない 朝倉かすみ著 ｱｻ

旅に出ても古書店めぐり(ハヤカワ文庫
NF 248)

ローレンス・ゴールドストーン著
ナンシー・ゴールドストーン著
浅倉久志訳

B 934 ｺﾞﾙ

第三閲覧室 紀田順一郎著 ｷﾀﾞ
追想五断章 米澤穂信著 ﾖﾈ
ツクツク図書館(ダ・ヴィンチブックス) 紺野キリフキ著 ｺﾝ
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展示テーマ：『舞台は図書館＆本屋さん？』



タ イ ト ル 著 者 表 示 請求記号
天国の本屋 松久淳著 田中渉著 ﾏﾂ
伝奇集(岩波文庫) J.L.ボルヘス作 鼓直訳 B 963 ﾎﾞﾙ
東京バンドワゴン([東京バンドワゴン] [1]) 小路幸也著 ｼﾖ
図書館革命([「図書館戦争」シリーズ] [4]) 有川浩著 徒花スクモイラスト ｱﾘ
図書館危機([「図書館戦争」シリーズ] [3]) 有川浩著 徒花スクモイラスト ｱﾘ
図書館警察(Four past midnight 2) スティーヴン・キング著 白石朗 933 ｷﾝ
図書館戦争([「図書館戦争」シリーズ] [1]) 有川浩著 徒花スクモイラスト ｱﾘ

図書館ねこデューイ
ヴィッキー・マイロン著 羽田詩
津子訳

645.7 ﾏ

図書館の神様 瀬尾まいこ著 ｾｵ
図書館の死体(ミステリアス・プレス文庫
110 ハヤカワ文庫)

ジェフ・アボット著 佐藤耕士訳 B 933 ｱﾎﾞ

図書館の女王を捜して 新井千裕著 ｱﾗ
図書館の水脈(ダ・ヴィンチブックス) 竹内真著 ﾀｹ
図書館の美女(ミステリアス・プレス文庫
121 ハヤカワ文庫)

ジェフ・アボット著 佐藤耕士訳 B 933 ｱﾎﾞ

図書室からはじまる愛
パドマ・ヴェンカトラマン著 小
梨直訳

933 ﾍﾞﾝ

図書室の海 恩田陸[著] ｵﾝ
泥棒は図書室で推理する(Hayakawa
pocket mystery books 1692 泥棒バーニ
イ・シリーズ)

ローレンス・ブロック著 田口俊
樹訳

S 933 ﾌﾞﾛ

ニューヨークの古本屋 常盤新平著 915 ﾄｷ
人獣細工 小林泰三著 ｺﾊﾞ
廃墟建築士 三崎亜記著 ﾐｻ
配達あかずきん(ミステリ・フロンティア 23
成風堂書店事件メモ)

大崎梢著 ｵｵ

箱庭図書館 乙一著 ｵﾂ
薔薇の名前－上 ウンベルト・エーコ著 河島英昭 973 ｴｺ 1
薔薇の名前－下 ウンベルト・エーコ著 河島英昭 973 ｴｺ 2
晩夏に捧ぐ(ミステリ・フロンティア 26 成風
堂書店事件メモ 出張編)

大崎梢著 ｵｵ

平台がおまちかね(創元クライム・クラブ
[出版社営業・井辻智紀の業務日誌] [1])

大崎梢著 ｵｵ

ビブリア古書堂の事件手帖－[1](メディア
ワークス文庫 み4-1) 栞子さんと奇妙な客
人たち

三上延[著] B ﾐｶ 1

ビブリア古書堂の事件手帖－2(メディア
ワークス文庫 み4-2) 栞子さんと謎めく日

三上延[著] B ﾐｶ 2

ビブリア古書堂の事件手帖－3(メディア
ワークス文庫 み4-3) 栞子さんと消えない

三上延[著] B ﾐｶ 3

ふしぎな図書館 村上春樹文 佐々木マキ絵 ﾑﾗ
古本屋歳時記 出久根達郎著 914 ﾃﾞｸ
古本屋探偵登場(文春文庫 394‐1) 紀田順一郎著 ｷﾀﾞ
古本屋探偵の事件簿(創元推理文庫 406
‐1)

紀田順一郎著 B ｷﾀﾞ

舞台裏の殺人(ミステリアス・プレス文庫
44 ハヤカワ文庫)

キャロリン・G・ハート著 青木久
恵訳

B 933 ﾊﾄ

ブック・ジャングル 石持浅海著 ｲｼ
ブックストア・ウォーズ 碧野圭著 ｱｵ
幻の特装本(ハヤカワ・ミステリ文庫 HM
205-2)

ジョン・ダニング著 宮脇孝雄訳 B 933 ﾀﾞﾆ

麦の海に沈む果実(Mephisto club) 恩田陸著 ｵﾝ



タ イ ト ル 著 者 表 示 請求記号
森崎書店の日々(小学館文庫 や16-1) 八木沢里志著 B ﾔｷﾞ
森崎書店の日々－続(小学館文庫 や16- 八木沢里志著 B ﾔｷﾞ
夜の蟬(創元推理文庫) 北村薫著 B ｷﾀ
ラヴレター 岩井俊二著 ｲﾜ
レディ・マドンナ(東京バンドワゴン [7]) 小路幸也著 ｼﾖ
れんげ野原のまんなかで(ミステリ・フロン
ティア 11)

森谷明子著 ﾓﾘ

老人のための残酷童話 倉橋由美子著 ｸﾗ
該当件数：81冊


