
タ イ ト ル 著 者 表 示 請求記号
明日いいことが起こる夜の習慣 中谷彰宏／著 159 ﾅ
あまの川－宮沢賢治童謡集－ 宮沢賢治／著　天沢退二郎／ 911.5 ﾐ
雨夜譚(アマヨガタリ)(岩波文庫) 渋沢栄一／述　長幸男／校注 289.1 ｼﾌﾞ
嵐の夜の読書 池澤夏樹／[著] 019.9 ｲ
ある夜、ピラミッドで 田中真知／著 294.2 ﾀ
泡亭の一夜 泡坂妻夫／著 913.7 ｱ
一夜漬け文章教室(PHP新書　506) 宮部修／著 816 ﾐ
映画をマクラに 上野瞭／著 778.0 ｳ
絵は語る　12　夜色楼台図－己が人生の
表象－

721.0 ｴ 12

金井美恵子エッセイ・コレクション－1964-
2013－1　夜になっても遊びつづけろ

金井美恵子／著 914 ｶﾅ 1

カロリーひかえめ夜9時ごはん－パパっと
ヘルシーなおかずとおつまみ155品－

植木もも子／著 LB 596 ｳ

きみを想う夜空に
ニコラス・スパークス／著　雨
沢泰／訳

933 ｽﾊﾟ

君がいない夜のごはん 穂村弘／著 914 ﾎﾑ
「銀河鉄道の夜」探検ブック 畑山博／著 910.2 ﾐ
クラシック千夜一曲－音楽という真実－
(集英社新書　0009)

宮城谷昌光／著 760.4 ﾐ

月光浴－ハイチ短篇集－(文学の冒険シ
リーズ)

フランケチエンヌ／[ほか]著　立
花英裕／編　星埜守之／編
澤田直／訳　管啓次郎／

953 ｹﾞﾂ

午前零時
鈴木光司／著　坂東眞砂子／
著　朱川湊人／著　恩田陸／
著　貫井徳郎／著　高野和明

ｺﾞｾﾞ

今夜も落語で眠りたい(文春新書　490) 中野翠／著 779.1 ﾅ
今夜はオペラ! 加藤浩子／著 766.1 ｶ
サーカスの夜に 小川糸／著 ｵｶﾞ
さきちゃんたちの夜 よしもとばなな／著 ﾖｼ
サン=テグジュペリ・コレクション　2　夜間
飛行

サン=テグジュペリ／[著]　山崎
庸一郎／訳

958 ｻ 2

灼夜 永瀬隼介／著 ﾅｶﾞ

13カ月と13週と13日と満月の夜
アレックス・シアラー／著　金原
瑞人／訳

933 ｼｱ

終電ごはん
梅津有希子／文　高谷亜由／
料理

LB 596 ｳ

深海の夜景 森村誠一／著 ﾓﾘ
深夜特急　第1便　黄金宮殿 沢木耕太郎／著 915 ｻﾜ 1

深夜の告白
レイモンド・チャンドラー／著
ビリー・ワイルダー／著　森田
義信／訳

932 ﾁ

深夜のヒマ人(ベスト・オブ・女の長風呂 田辺聖子／著 914 ﾀﾅ
図説百鬼夜行絵巻をよむ(ふくろうの本) 田中貴子／[ほか]著 721.2 ｽﾞ
すべて真夜中の恋人たち 川上未映子／著 ｶﾜ
戦国夜話－こころの風景－ 遠藤周作／著 210.4 ｴ
そして、星の輝く夜がくる 真山仁／著 ﾏﾔ
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忠臣蔵夜咄 池宮彰一郎／著 210.5 ｲ
月芝居 北重人／著 ｷﾀ
月の部屋で会いましょう(創元海外SF叢
書　04)

レイ・ヴクサヴィッチ／[著]　岸
本佐知子／訳　市田泉／訳

933 ﾌﾞｸ

月の街山の街
イチョルファン／著　草【ナギ】
剛／訳

929.1 ｲ

月夜にランタン 斎藤美奈子／著 019.9 ｻ
月夜のレストラン－詩画集－ 宮迫千鶴／著 911.5 ﾐ

停電の夜に(Crest books)
ジュンパ・ラヒリ／著　小川高
義／訳

933 ﾗﾋ

何もかも憂鬱な夜に 中村文則／著 ﾅｶ
なわとび千夜一夜 林真理子／著 914 ﾊﾔ
ニッポンの星、月、夜の絶景 山梨将典／写真 291.0 ﾔ
鵺の鳴く夜を正しく恐れるために－野宿の
人びととともに歩んだ20年－

稲葉剛／著 368.2 ｲ

ネコ族の夜咄
村松友視／著　小池真理子／
著　南伸坊／著

645.7 ﾈ

ねたあとに 長嶋有／著 ﾅｶﾞ
眠られぬ夜のために　第1部　改訳(岩波
文庫)

ヒルティ／著　草間平作／訳
大和邦太郎／訳

194 ﾋ 1

眠れぬ夜の精神科－医師と患者20の対
話－(新潮新書　367)

中嶋聡／著 493.7 ﾅ

発酵する夜 小泉武夫／[ほか]著 596.0 ｺ
左目に映る星 奥田亜希子／著 ｵｸ
ひとりガサゴソ飲む夜は… 椎名誠／著 596.7 ｼ
人は星、人生は夜空 曽野綾子／著 917 ｿ
白夜の旅 東山魁夷／[著] 293.8 ﾋ
冬の夜長を楽しむ(NHK趣味悠々　日本放
送協会　茶の湯　武者小路千家)

千宗守／[著] 791 ｾ

僕は長い昼と長い夜を過ごす(ハヤカワ・ミ
ステリワールド)

小路幸也／著 ｼﾖ

星をさがす本 林完次／写真・文 443.8 ﾊ
星がひとつほしいとの祈り 原田マハ／著 ﾊﾗ
ほしのはじまり－決定版星新一ショート
ショート－

星新一／著　新井素子／編 ﾎｼ

星降る夜のお化けたち－西洋魔物図鑑
－

パトリック・ジェゼケル／著　ベ
ネディクト・モラン／著　ジャン=
バティスト・モンジ

388.3 ｼﾞ

星よりひそかに 柴崎友香／著 ｼﾊﾞ
翻訳夜話(文春新書　129) 村上春樹／著　柴田元幸／著 801.7 ﾑ
松浦静山夜話語り 童門冬二／著 ﾄﾞｳ

三毛猫ホームズの文楽夜噺
赤川次郎／著　桐竹勘十郎／
監修

777.1 ｱ

名景世界遺産　夜景編 709 ﾒ
夜想曲集－音楽と夕暮れをめぐる五つの
物語－

カズオ・イシグロ／著　土屋政
雄／訳

933 ｲｼ

闇の夜に
ブルーノ・ムナーリ／著　藤本
和子／訳

TE 726.6 ﾑ

夕暮れから夜の風景を撮る 743.5 ﾕ
雪の降る夜に 常盤新平／著 ﾄｷ
雪の夜に語りつぐ－ある語りじさの昔話と
人生－(福音館日曜日文庫)

笠原政雄／語り　中村とも子
／編　吉本宗／画

913 ｶ
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夢十夜
夏目漱石／作　金井田英津子
／画

ﾅﾂ

夜桜(とんぼの本) 清水洋志／著 748 ｼ
酔って言いたい夜もある 角田光代／著 914 ｶｸ
夜中にジャムを煮る 平松洋子／著 596.0 ﾋ
夜中にチョコレートを食べる女性たち 幕内秀夫／著 495 ﾏ
夜中の薔薇 向田邦子／著 914 ﾑｺ
よみがえるブルートレイン－日本の夜を駆
け抜けた「走るホテル」のすべて－

諸河久／写真　今田保／文 686.2 ﾓ

夜店－夢と郷愁を売る　商法の不思議と
テキ屋の世界－

三瓶恵史／著 673.7 ｻ

夜、空をとぶ(詩人が贈る絵本)
ランダル・ジャレル／[著]　モー
リス・センダック／絵　長田弘

726.6 ｾ

「夜だけ家事」で快適シンプル生活－がん
ばらなくても素敵に暮らせる－

河野真希／監修 590 ﾖ

夜の画家ジョルジュ・ド・ラ・トゥール
ジョルジュ・ド・ラ・トゥール／
[画]　ピエール・ローザンベー
ル／監修　ブルーノ・

723.3 ﾗ

夜の木の下で 湯本香樹実／著 ﾕﾓ
夜の国のクーパー 伊坂幸太郎／著 ｲｻ
夜のくもざる－村上朝日堂超短篇小説－ 村上春樹／文 ﾑﾗ
夜のピクニック 恩田陸／著 ｵﾝ
夜また夜の深い夜 桐野夏生／著 ｷﾘ

夜も昼も(Hayakawa Novels)
ロバート・B.パーカー／著　山
本博／訳

933 ﾊﾟｶ

ラジオ深夜便完全読本－ふれあいと感動
の15年　1990▷2005－(ステラMOOK)

699.6 ﾗ

炉辺夜話－日本人のくらしと文化－ 宮本常一／著 382.1 ﾐ
私の心の歌　春　おぼろ月夜 767.7 ﾜ
私の骨董夜話－人との出会い、ものとの
出会い－

403527 756.8 ﾊ

終わらない夜
セーラ・L.トムソン／文　ロブ・ゴ
ンサルヴェス／絵　金原瑞人

E ｺﾞﾝ

魔法のホウキ
C・V・オールズバーグ／絵と文
村上春樹／訳

E ﾊﾞﾝ

該当件数：９２冊


