
タ イ ト ル 著 者 表 示 請求記号
あなたの胸で眠りたい－長安遊俠伝－ 藤水名子／著 ﾌｼﾞ
あなたも眠れない 山口恵以子／著 ﾔﾏ
あやし－怪－ 宮部みゆき／著 ﾐﾔ

アリスの眠り
マギー・オファーレル／著　西
本かおる／訳

933 ｵﾌ

いつか眠りにつく前に
スーザン・マイノット／著　森田
義信／訳

933 ﾏｲ

インディアン・サマー騒動記(ミステリ・フロ
ンティア　65)

沢村浩輔／著 ｻﾜ

永遠とか純愛とか絶対とか 岩井志麻子／著 ｲﾜ
江国香織とっておき作品集 江国香織／著 ｴｸ

大いなる眠り(創元推理文庫　131‐1)
レイモンド・チャンドラー／著
双葉十三郎／訳

B 933 ﾁﾔ

大いなる眠り
レイモンド・チャンドラー／著
村上春樹／訳

933 ﾁﾔ

お楽しみが一杯!(創元推理文庫)
シャーロット・マクラウド／著
高田恵子／訳　浅羽莢子／訳

B 933 ﾏｸ

男+女=殺人 深谷忠記／著 ﾌｶ
お眠り私の魂 朔立木／著 ｻｸ

オー・ヘンリー傑作選(岩波文庫)
オー・ヘンリー／著　大津栄一
郎／訳

B 933 ﾍﾝ

おやすみごっこ 寺井よう／著 ﾃﾗ
怪。 嵐山光三郎／著 ｱﾗ
快適睡眠のすすめ(岩波新書 新赤版 堀忠雄／著 S 498.3 ﾎ
快眠セラピー－読むだけでグッスリ眠れ
る－(ムックの本)

三橋美方／著 498.3 ﾐ

快眠と不眠のメカニズム(B&Tブックス) 田中匡／著 498.3 ﾀ
かくも短き眠り 船戸与一／著 ﾌﾅ
陽炎ノ辻(双葉文庫　居眠り磐音江戸双紙
[1])

佐伯泰英／著 B ｻｴ 01

金子達仁ベストセレクション　2　伝説－
Nonfiction－

金子達仁／著 783.4 ｶ 2

カフェー小品集 岳本野ばら／著 ﾀｹ
起床術－どうしても「スッキリ起きられな
い」あなたへ－

梶村尚史／監修 498.3 ｷ

霧ホテル 赤江瀑／著 ｱｶ
氷の眠り(ミステリアス・プレス文庫　60
ハヤカワ文庫)

アーロン・エルキンズ／著　嵯
峨静江／訳

B 933 ｴﾙ

子どもの睡眠－眠りは脳と心の栄養－ 神山潤／著 498.3 ｺ
このささやかな眠り(創元推理文庫　279-
01)

マイケル・ナーヴァ／著　柿沼
瑛子／訳

B 933 ﾅﾊﾞ

今夜は眠れない 宮部みゆき／著 ﾐﾔ
さらば長き眠り 原尞／著 ﾊﾗ
3時間熟睡法－眠りのリズムを身につけ 大石健一／著 498.3 ｵ
3時間睡眠で、なんでもできる!－ナポレオ
ンもびっくり、超短時間睡眠人生のつくり

奥薗寿子／著 289.1 ｵｸ

至上の愛へ、眠り姫(扶桑社ミステリー
スリーピング・ビューティ　3)

アン・ライス／著　柿沼瑛子／
訳

B 933 ﾗｲ

シスターズ・イン・クライム(ハヤカワ・ミス
テリ文庫　HM 163‐1)

マリリン・ウォレス／編　山本や
よい／[ほか]訳

B 933 ｼｽ

自由なサメと人間たちの夢 渡辺優／著 ﾜﾀ
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展示テーマ：『睡眠　眠れる？眠れない？』



タ イ ト ル 著 者 表 示 請求記号
書物の王国　2　夢 908 ｼ 2
睡眠障害－心地よい睡眠を取り戻すため
に－

樋口輝彦／編著　不安・抑うつ
臨床研究会／編著

493.7 ｽ

睡眠障害の子どもたち－子どもの脳と体
を育てる睡眠学－(子どものこころの発達
を知るシリーズ　06)

大川匡子／編著 493.9 ｵ

睡眠の科学－なぜ眠るのかなぜ目覚め
るのか－(ブルーバックス　B-1705)

櫻井武／著 491.3 ｻ

睡眠の不思議(講談社現代新書　887) 井上昌次郎／著 491.3 ｲ

睡眠不足は危険がいっぱい
スタンレー・コレン／著　木村博
江／訳

498.3 ｺ

好きになる睡眠医学－眠りのしくみと睡眠
障害－　第2版(好きになるシリーズ)

内田直／著 493.7 ｳ

スピリチュアル・夢ブック－眠りに潜むメッ
セージ－

江原啓之／著 147 ｴ

世界探偵小説全集　10　眠りをむさぼりす
ぎた男

933 ｾｶ 10

0〜5歳児の発達と援助がわかる生活習
慣百科－食事 排せつ 睡眠 着脱 清潔
生活力アップ－(保カリBOOKS　32)

川原佐公／監修・執筆　古橋
紗人子／監修・執筆　藤本員
子／監修・執筆　田中三千穂
／

376.1 ｾﾞ

象牙色の眠り 柴田よしき／著 ｼﾊﾞ
象の消滅－短篇選集1980-1991－ 村上春樹／著 ﾑﾗ
そして、アンジュは眠りにつく 島田雅彦／著 ｼﾏ
存在の深き眠り ジェームス三木／著 ｼﾞｴ
黄昏のストーム・シーディング 大岡玲／著 ｵｵ

誰もいないホテルで(CREST BOOKS)
ペーター・シュタム／著　松永
美穂／訳

943 ｼﾕ

短劇 坂木司／著 ｻｶ
地図のない場所で眠りたい 高野秀行／著　角幡唯介／著 290.9 ﾀ
罪深い姫のおとぎ話 松本侑子／著 ﾏﾂ
つらい不眠症を自分で治す実践ノート－
あなたは自分の睡眠障害に気づいていま
すか?－

高田明和／著 498.3 ﾀ

できる人ほど、よく眠る。－成功する59の
眠り方－

中谷彰宏／著 498.3 ﾅ

TVピープル 村上春樹／著 ﾑﾗ
天空の約束 川端裕人／著 ｶﾜ
天使の眠り 岸田るり子／著 ｷｼ

永い眠りにつく前に
エリザベス・バーグ／著　島田
絵海／訳

933 ﾊﾞｸﾞ

長く冷たい眠り 北川歩実／著 ｷﾀ
なぎなた－倉知淳作品集－ 倉知淳／著 ｸﾗ

にぎやかな眠り(創元推理文庫　246‐1)
シャーロット・マクラウド／著
高田恵子／訳

B 933 ﾏｸ

20章でさぐる睡眠の不思議(朝日選書
594)

ペレツ・ラヴィー／著　大平裕
司／訳

491.3 ﾗ

偽恋愛小説家 森晶麿／著 ﾓﾘ
ニッポンは面白いか(講談社選書メチエ
254)

選書メチエ編集部／編 361.5 ﾆ

眠りを奪われた子どもたち(岩波ブックレッ
ト　No.621)

神山潤／[著] 498.3 ｺ

眠りを治す－熟眠できるハウツー&治療
－(ホーム・メディカ・ビジュアルブック)

井上雄一／著 493.7 ｲ

眠り島 別役実／著 ﾍﾞﾂ

眠りについた骨(扶桑社ミステリー)
デヴィッド・ウィルツ／著　汀一
弘／訳

B 933 ｳｲ



タ イ ト ル 著 者 表 示 請求記号
眠りの悩み相談室(ちくま新書　665) 粂和彦／著 498.3 ｸ
眠りの庭 千早茜／著 ﾁﾊ
眠りの文化論 吉田集而／編 389 ﾈ
眠りのレシピ－うとうと すやすや ぐっすり 吉沢深雪／著 498.3 ﾖ
眠り姫、歓喜する魂(扶桑社ミステリー　ス
リーピング・ビューティ　2)

アン・ライス／著　柿沼瑛子／
訳

B 933 ﾗｲ

眠り姫とバンパイア(MYSTERY LAND　M-
027)

我孫子武丸／著 ｱﾋﾞ

眠りは百薬の長－なぜだろう?よく寝る人
は病気にならない－

高田明和／著 498.3 ﾀ

眠れない一族－食人の痕跡と殺人タンパ
クの謎－

ダニエル・T.マックス／著　柴
田裕之／訳

493.8 ﾏ

眠れない寓話 水木楊／[著] ﾐｽﾞ
眠れない聖夜(ハヤカワ・ミステリ文庫
HM 222-1)

ジーン・M・ダムズ／著　和泉晶
子／訳

B 933 ﾀﾞﾑ

眠れない人がぐっすり眠れる本－あなた
の睡眠が劇的に改善!Dr.鴨下式超快眠法
－(ソフトバンク新書　183)

鴨下一郎／著 493.7 ｶ

眠れない夜のための短編集 藤木稟／著 ﾌｼﾞ
眠れない夜はお母さんそばにいて－東大
小児科病棟「めだかの学校」の子供たち

阿部知子／編著 378.4 ｱ

脳が冴える快眠法－人生がうまくいく「質
の高い睡眠習慣」のつくり方－

茂木健一郎／著 498.3 ﾓ

呪われた眠りのなかで([ランダムハウス
講談社文庫]　ヨ1-2)

レベッカ・ヨーク／著　佐久間
伸子／訳

B 933 ﾖｸ

母の眠り
アナ・クィンドレン／著　森洋子
／訳

933 ｸｲ

ヴァンパイアの塔(創元推理文庫　カー短
編全集　6)

ディクスン・カー／著　大村美
根子／[ほか]訳

B 933 ｶ

人みな眠りて
カート・ヴォネガット／著　大森
望／訳

933 ﾎﾞﾈ

ヒトはなぜ人生の3分の1も眠るのか?－
脳と体がよみがえる!「睡眠学」のABC－

ウィリアム・C.デメント／著　藤
井留美／訳

498.3 ﾃﾞ

Fine days－恋愛小説－ 本多孝好／著 ﾎﾝ
冬の眠り 北方謙三／著 ｷﾀ

炎の眠り(創元推理文庫　547‐3)
ジョナサン・キャロル／著　浅
羽莢子／訳

B 933 ｷﾔ

本当の名前を捜しつづける彫刻の話 伊井直行／著 ｲｲ
迷子の眠り姫 赤川次郎／著 ｱｶ
魔法の快眠術－眠りながら夢がかなう－ 佐藤富雄／著 498.3 ｻ

ママは眠りを殺す(創元推理文庫)
ジェームズ・ヤッフェ／著　神納
照子／訳

B 933 ﾔﾂ

ママは眠りを殺す
ジェームズ・ヤッフェ／著　神納
照子／訳

933 ﾔﾂ

水の眠り灰の夢(Bunshun entertainment) 桐野夏生／著 ｷﾘ
密室は眠れないパズル 氷川透／著 ﾋｶ
Missing 本多孝好／著 ﾎﾝ

水底の死者の眠り(扶桑社ミステリー)
J・ウォリス・マーティン／著　神
納照子／訳

B 933 ﾏﾃ

免疫力で子どもを強くする－食・笑い・睡
眠・運動が育む心とからだ－

食べもの文化編集部／編 493.9 ﾒ

物書同心居眠り紋蔵 佐藤雅美／著 ｻﾄ
遊民爺さんと眠り姫 小沢章友／著 ｵｻﾞ
陽気な夜まわり 古井由吉／著 ﾌﾙ
夜回り先生と夜眠れない子どもたち－
Yomawari‐sensei 2－

水谷修／著 367.6 ﾐ



タ イ ト ル 著 者 表 示 請求記号
4U 山田詠美／著 ﾔﾏ

ライオンは眠れない
サミュエル・ライダー／著　葉
夏生／訳

304 ﾗ

楽園の眠り 馳星周／著 ﾊｾ
わたし三昧－…眠れない夜のために－ 落合恵子／著 914 ｵﾁ
該当件数１１０冊


