
平成２８年７～８月一般展示リスト

『７のつく本』

資料名 　著者名 　出版者 　請求記号

1 60代にしておきたい17のこと 　 　本田 健∥著 　大和書房 B/159/ﾎ

2 七歳のパイロット 　 　曽野 綾子∥著 　PHP研究所 914.6/ｿ

3 七番目の百万人 　 　トム　セゲフ∥著 　ミネルヴァ書房 228.5/ｾ

4 七三一部隊の生物兵器とアメリカ 　 　ピーター　ウイリアムズ∥著 　かもがわ出版 210.7/ｳ

5 七代目小川治兵衛 　 　尼崎 博正∥著 　ミネルヴァ書房 289.1/ｵ

6 七円の唄誰かとどこかで 　2 　永 六輔∥[ほか]編 　朝日出版社 914.6/ﾅ/2       

7 七円の唄誰かとどこかで 　3 　永 六輔∥編 　朝日出版社 914.6/ﾅ/3       

8 五・七・五交遊録 　 　和田 誠∥著 　白水社 914.6/ﾜ

9 七十五度目の長崎行き 　 　吉村 昭∥著 　河出書房新社 915.6/ﾖ

10 仙台七夕まつり  七夕七彩 　 　イーピー  風の時編集部／製作 　イーピー  風の時編集部 386.1/ｾ

11 七十二候がまるごとわかる本 　 　 　晋遊舎 449.3/ｼ

12 ニッポンの二十四節気・七十二候 　 　環境デザイン研究所∥編 　誠文堂新光社 449.3/ﾆ

13 花の七十二候 　 　環境デザイン研究所∥編 　誠文堂新光社 470/ﾊ

14 とうもろこしの乙女、あるいは七つの悪夢 　 　ジョイス　キャロル　オーツ∥著 　河出書房新社 933/ｵ

15 七つの丘のある街 　 　トマス　H.クック∥著 　原書房 933/ｸ

16 七つの時計 　 　アガサ　クリスティー∥著 　早川書房 B/933/ｸ

17 第七階層からの眺め 　 　ケヴィン　ブロックマイヤー∥著 　武田ランダムハウスジャパン 933/ﾌﾞ

18 七王国の玉座 　上 　ジョージ　R.R.マーティン∥著 　早川書房 933/ﾏ/1       

19 七王国の玉座 　下 　ジョージ　R.R.マーティン∥著 　早川書房 933/ﾏ/2       

20 七秒しか記憶がもたない男 　 　デボラ　ウェアリング∥著 　ランダムハウス講談社 936/ｳ

21 七つの音 　 　有元 利夫∥画 　講談社 723.1/ｱ

22 七悪魔の旅 　 　マヌエル　ムヒカ=ライネス∥著 　中央公論新社 963/ﾑ

23 黒沢明と『七人の侍』 　 　都築 政昭∥著 　朝日ソノラマ 778.2/ﾂ

24 『七人の侍』と現代 　 　四方田 犬彦∥著 　岩波書店 778.2/ﾖ

25 七文字回文ゆかい文事典 　 　小宮 春吉∥著 　東京堂出版 807.9/ｺ

26 七人の作家たち 　 　井上 ひさし∥[ほか]著 　土曜美術社 910.2/ﾅ

27 ランドセル俳人の五・七・五 　 　小林 凛∥著 　ブックマン社 911.3/ｺ

28 楽し句も、苦し句もあり、五・七・五 　 　東京やなぎ句会∥編 　岩波書店 911.3/ﾀ

29 恋七夜 　 　安部 龍太郎∥著 　集英社 F/ｱ

30 椿山課長の七日間 　 　浅田 次郎∥著 　朝日新聞社 F/ｱ

31 七人の探偵のための事件 　 　芦辺 拓∥著 　早川書房 F/ｱ

32 四十七人の刺客 　 　池宮 彰一郎∥著 　新潮社 F/ｲ

33 パパとムスメの7日間 　 　五十嵐 貴久∥著 　朝日新聞社 F/ｲ

34 七つめの絵の具 　 　いせ ひでこ∥著 　平凡社 914.6/ｲ

35 十七歳 　 　岩井 志麻子∥著 　徳間書店 F/ｲ

36 七月のクリスマスカード 　 　伊岡 瞬∥著 　角川書店 F/ｲ

37 セブン 　 　乾 くるみ∥[著] 　角川春樹事務所 F/ｲ

38 乙霧村の七人 　 　伊岡 瞬∥著 　双葉社 F/ｲ

39 奇縁七景 　 　乾 ルカ∥著 　光文社 F/ｲ

40 七度狐 　 　大倉 崇裕∥著 　東京創元社 F/ｵ

41 七里湖 　 　大庭 みな子∥著 　講談社 F/ｵ

42 七人の敵がいる 　 　加納 朋子∥著 　集英社 F/ｶ

43 七十歳死亡法案、可決 　 　垣谷 美雨∥著 　幻冬舎 F/ｶ

44 147ヘルツの警鐘 　 　川瀬 七緒∥著 　講談社 F/ｶ

45 七胴落とし 　 　神林 長平∥著 　早川書房 B/F/ｶ

46 短編を七つ、書いた順 　 　片岡 義男∥著 　幻戯書房 F/ｶ

47 七夕しぐれ 　 　熊谷 達也∥著 　光文社 F/ｸ

48 七人の岡っ引き 　 　小杉 健治∥著 　祥伝社 F/ｺ

49 七月七日 　 　古処 誠二∥著 　集英社 F/ｺ

50 ナナフシ 　 　幸田 真音∥著 　文藝春秋 F/ｺ

51 七番目の方角 　 　斎藤 純∥著 　日本放送出版協会 F/ｻ

52 七人目の刺客 　 　早乙女 貢∥著 　文芸社 F/ｻ

53 御当家七代お祟り申す 　 　佐藤 雅美∥著 　講談社 F/ｻ

54 あすなろ三三七拍子 　 　重松 清∥著 　毎日新聞社 F/ｼ

55 七緒のために 　 　島本 理生∥著 　講談社 F/ｼ

　

　

「７のつく本・８のつく本」



『８のつく本』

資料名 　著者名 　出版者 　請求記号

1 なぜ八幡神社が日本でいちばん多いのか 　 　島田 裕巳∥著 　幻冬舎 172/ｼ

2 だいたい四国八十八ケ所 　 　宮田 珠己∥著 　集英社 B/186.9/ﾐ

3 大江戸八百八町展 　 　東京都江戸東京博物館／編 　東京都江戸東京博物館 213.6/ｵ

4 大江戸八百八町と町名主 　 　片倉 比佐子∥著 　吉川弘文館 213.6/ｶ

5 江戸・東京88の謎 　 　春日 和夫∥著 　大和書房 B/213.6/ｶ

6 お江戸八百八町三百六十五日 　 　山田 順子∥著 　実業之日本社 213.6/ﾔ

7 ヴェルヌの『八十日間世界一周』に挑む 　 　マシュー　グッドマン∥著 　柏書房 290.9/ｸﾞ

8 1984フクシマに生まれて 　 　大野 更紗∥[著] 　講談社 B/304/ｵ

9 八州廻りと博徒 　 　落合 延孝∥著 　山川出版社 322.1/ｵ

10 八十路の四季 　 　堀本 政子∥著 　文芸社 914.6/ﾎ

11 八ケ岳キッチン 　 　みなみ らんぼう∥著 　フレーベル館 914.6/ﾐ

12 八十年の散歩 　 　山内 静夫∥著 　冬花社 914.6/ﾔ

13 八月十五日の神話 　 　佐藤 卓己∥著 　筑摩書房 361.4/ｻ

14 八十四歳。英語、イギリス、ひとり旅 　 　清川 妙∥著 　小学館 915.6/ｷ

15 八十八歳と八十五歳。 　 　吉沢 久子∥著 　海竜社 915.6/ﾖ

16 八重子のハミング 　 　陽 信孝∥著 　小学館 916/ﾐ

17 八ケ岳・霧ケ峰植物手帳 　 　新井 和也∥著 　JTBパブリッシング 472.1/ｱ

18 八ツ場ダム 　 　鈴木 郁子∥著 　明石書店 517.7/ｽ

19 八代目坂東三津五郎 　 　田口 章子∥著 　ミネルヴァ書房 774.2/ﾊﾞ

20 八十八句 　 　丸谷 才一∥著 　文藝春秋 911.3/ﾏ

21 センター18 　 　ウィリアム　ピーター　ブラッティ∥著 　東京創元社 933/ﾌﾞ

22 八月 　 　合同出版編集部∥編 　合同出版 911.5/ﾊ

23 八犬伝綺想 　 　小谷野 敦∥著 　福武書店 913.5/ｺ

24 図解里見八犬伝 　 　犬藤 九郎佐宏∥著 　新紀元社 913.5/ﾀ

25 八十二歳のひとりごと 　 　秋山 ちえ子∥著 　岩波書店 914.6/ｱ

26 八月十五日の開戦 　 　池上 司∥著 　角川書店 F/ｲ

27 1985年の奇跡 　 　五十嵐 貴久∥著 　双葉社 F/ｲ

28 八月の魔法使い 　 　石持 浅海∥著 　光文社 F/ｲ

29 ハニーズと八つの秘めごと 　 　井上 荒野∥著 　小学館 F/ｲ

30 1981年のスワンソング 　 　五十嵐 貴久∥著 　幻冬舎 F/ｲ

31 1968年には何があったのか 　 　唐木田 健一∥著 　批評社 F/ｶ

32 八日目の蟬 　 　角田 光代∥著 　中央公論新社 F/ｶ

33 1809 　 　佐藤 亜紀∥著 　文芸春秋 F/ｻ

34 百助噓八百物語 　 　佐藤 雅美∥著 　講談社 F/ｻ

35 八州狩り 　 　佐伯 泰英∥著 　光文社 F/ｻ

36 当たるも八卦の墨色占い 　 　佐藤 雅美∥著 　文藝春秋 F/ｻ

37 八月のマルクス 　 　新野 剛志∥著 　講談社 F/ｼ

38 八つの顔を持つ男 　 　清水 義範∥著 　朝日新聞社 F/ｼ

39 海底八幡宮 　 　笙野 頼子∥著 　河出書房新社 F/ｼ

40 八百八町の名探偵 　 　岡本 綺堂∥[ほか]著 　講談社 F/ｼﾞ

41 十二月八日の幻影 　 　直原 冬明∥著 　光文社 F/ｼﾞ

42 八代将軍吉宗 　上 　ジェームス三木∥著 　日本放送出版協会 F/ｼﾞ/1       

43 八代将軍吉宗 　中 　ジェームス三木∥著 　日本放送出版協会 F/ｼﾞ/2       

44 八代将軍吉宗 　下 　ジェームス三木∥著 　日本放送出版協会 F/ｼﾞ/3       

45 八月の博物館 　 　瀬名 秀明∥[著] 　角川書店 F/ｾ

46 M8 　 　高嶋 哲夫∥著 　集英社 F/ﾀ

47 八万遠(やまと) 　 　田牧 大和∥著 　新潮社 F/ﾀ

48 一八六八年終りの始まり 　 　茶屋 二郎∥著 　講談社 F/ﾁ

49 八月の砲声 　 　津本 陽∥著 　講談社 F/ﾂ

50 八番筋カウンシル 　 　津村 記久子∥著 　朝日新聞出版 F/ﾂ

51 八丁堀警視庁吉原大変 　 　典厩 五郎∥著 　双葉社 F/ﾃ

52 真相里見八犬伝 　上 　典厩 五郎∥著 　新人物往来社 F/ﾃ/1       

53 真相里見八犬伝 　下 　典厩 五郎∥著 　新人物往来社 F/ﾃ/2       

54 8年 　 　堂場 瞬一∥著 　集英社 F/ﾄﾞ

55 八月からの手紙 　 　堂場 瞬一∥著 　講談社 F/ﾄﾞ


