
資料名 　著者名 　出版者 　請求記号

1 池波正太郎が愛した江戸をゆく　パート１ 　鶴松 房治∥案内人 　朝日新聞出版 291.3   /ｲ       /1       

2 池波正太郎が愛した江戸をゆく　パート２ 　鶴松 房治∥案内人 　朝日新聞出版 291.3   /ｲ       /2       

3 京都・大阪のうまいもの 　池波 正太郎∥著 　平凡社 596.0   /ｲ       /        

4 東京のうまいもの 　池波 正太郎∥著 　平凡社 596.0   /ｲ       /        

5 旅でみつけたうまいもの 　池波 正太郎∥著 　平凡社 596.0   /ｲ       /        

6 散歩のとき何か食べたくなって 　池波 正太郎∥著 　新潮社 596.0   /ｲ       /        

7 池波正太郎のそうざい料理帖 　池波 正太郎∥著 　平凡社 596.0   /ｲ       /        

8 池波正太郎のそうざい料理帖   巻２ 　池波 正太郎∥著 　平凡社 596.0   /ｲ       /2       

9 江戸前食物誌 　池波 正太郎∥[著] 　角川春樹事務所 596.0   /ｲ       /        

10 池波正太郎指南 食道楽の作法 　佐藤 隆介∥著 　新潮社 596.0   /ｻ       /        

11 鬼平・梅安食物(くいもの)帳 　池波 正太郎∥[著] 　角川春樹事務所 596.2   /ｲ       /        

12 鬼平舌つづみ 　文芸春秋∥編 　文芸春秋 596.2   /ｵ       /        

13 池波正太郎の江戸料理を食べる 　野崎 洋光∥著 　朝日新聞出版 596.2   /ﾉ       /        

14 フランス映画旅行 　池波 正太郎∥著 　文芸春秋 778     /ｲ       /        

15 ラストシーンの夢追い 　池波 正太郎∥著 　講談社 778     /ｲ       /        

16 スクリーンの四季 　池波 正太郎∥著 　講談社 778     /ｲ       /        

17 鬼平犯科帳人情咄 　高瀬 昌弘∥著 　文芸春秋 778.8   /ﾀ       /        

18 池波正太郎。男の世界 　中村 嘉人∥著 　PHP研究所 910.2   /ｲ       /        

19 鬼平秘録 　 　文藝春秋 910.2   /ｲ       /        

20 池波正太郎の世界 　太陽編集部∥編 　平凡社 910.2   /ｲ       /        

21 池波正太郎への手紙 　佐藤 隆介∥著 　ゴマブックス 910.2   /ｲ       /        

22 真田太平記読本 　池波 正太郎∥ほか著 　新潮社 910.2   /ｲ       /        

23 池波正太郎「自前」の思想 　佐高 信∥著 　集英社 910.2   /ｲ       /        

24 池波正太郎 　 　平凡社 910.2   /ｲ       /        

25 池波正太郎を読む 　『歴史読本』編集部∥編 　新人物往来社 910.2   /ｲ       /        

26 池波正太郎全仕事 　相川 司∥[ほか]執筆 　一迅社 910.2   /ｲ       /        

27 池波正太郎劇場 　重金 敦之∥著 　新潮社 910.2   /ｲ       /        

28 池波正太郎と歩く京都 　池波 正太郎∥著 　新潮社 910.2   /ｲ       /        

29 池波正太郎 　 　河出書房新社 910.2   /ｲ       /        

30 池波正太郎が歩いた京都 　蔵田 敏明∥著 　淡交社 910.2   /ｲ       /        

31 剣客商売101の謎 　西尾 忠久∥著 　新潮社 910.2   /ｲ       /        

32 池波正太郎を読む 　常盤 新平∥著 　潮出版社 910.2   /ｲ       /        
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資料名 　著者名 　出版者 　請求記号

33 池波正太郎を歩く 　須藤 靖貴∥著 　毎日新聞社 910.2   /ｲ       /        

34 池波正太郎 　 　河出書房新社 910.2   /ｲ       /        

35 池波正太郎が残したかった「風景」 　池波 正太郎∥ほか著 　新潮社 910.2   /ｲ       /        

36 剣客商売読本 　池波 正太郎∥ほか著 　新潮社 910.2   /ｲ       /        

37 週刊池波正太郎の世界　　１～30 　 　朝日新聞出版 910.2   /ｲ   /1 ～30     

38 鬼平犯科帳の世界 　池波 正太郎∥編 　文芸春秋 910.2   /ｵ       /        

39
池波正太郎が書いたもうひとつの「鬼平」「剣
客」「梅安」

　池波 正太郎∥著
　武田ランダムハウス
ジャパン

912.6   /ｲ       /        

40 男のリズム 　池波 正太郎∥[著] 　角川書店 914.6   /ｲ       /        

41 味と映画の歳時記 　池波 正太郎∥著 　新潮社 914.6   /ｲ       /        

42 日曜日の万年筆 　池波 正太郎∥著 　新潮社 914.6   /ｲ       /        

43 一升桝の度量 　池波 正太郎∥著 　幻戯書房 914.6   /ｲ       /        

44 おおげさがきらい 　池波 正太郎∥著 　講談社 914.6   /ｲ       /        

45 新・私の歳月 　池波 正太郎∥著 　講談社 914.6   /ｲ       /        

46 ドンレミイの雨 　池波 正太郎∥著 　朝日新聞社 914.6   /ｲ       /        

47 新しいもの古いもの 　池波 正太郎∥著 　講談社 914.6   /ｲ       /        

48 池波正太郎の春夏秋冬 　池波 正太郎∥著 　文芸春秋 914.6   /ｲ       /        

49 旅と自画像 　池波 正太郎∥著 　立風書房 914.6   /ｲ       /        

50 作家の四季 　池波 正太郎∥著 　講談社 914.6   /ｲ       /        

51 一年の風景 　池波 正太郎∥著 　朝日新聞社 914.6   /ｲ       /        

52 田園の微風 　池波 正太郎∥著 　講談社 914.6   /ｲ       /        

53 わたくしの旅 　池波 正太郎∥著 　講談社 914.6   /ｲ       /        

54 夜明けのブランデー 　池波 正太郎∥著 　文芸春秋 914.6   /ｲ       /        

55 男のリズム 　池波 正太郎∥著 　立風書房 914.6   /ｲ       /        

56 歴史を探る・人生を探る 　池波 正太郎∥著 　河出書房新社 914.6   /ｲ       /        

57 男のリズム 　池波 正太郎∥著 　角川書店 914.6   /ｲ       /        

58 私の歳月 　池波 正太郎∥著 　講談社 914.6   /ｲ       /        

59 わが家の夕めし 　池波 正太郎∥著 　講談社 914.6   /ｲ       /        

60 ル・パスタン 　池波 正太郎∥著 　文芸春秋 914.6   /ｲ       /        

61 きままな絵筆 　池波 正太郎∥著 　講談社 914.6   /ｲ       /        

62 「鬼平先生」流旅の拘り、男の心得 　佐藤 隆介∥著 　講談社 914.6   /ｻ       /        

63 「鬼平先生」流男の作法、大人の嗜み 　佐藤 隆介∥著 　講談社 914.6   /ｻ       /        

64 そば 　池波 正太郎∥[ほか]著
　パルコエンタテインメント事業
部 914.6   /ｿ       /        

65 日本の名随筆　26 　 　作品社 914.6   /ﾆ       /26      

【エッセイ】



資料名 　著者名 　出版者 　請求記号

66 江戸切絵図散歩 　池波 正太郎∥著 　新潮社 915.6   /ｲ       /        

67 旅は青空 　池波 正太郎∥著 　新潮社 915.6   /ｲ       /        

68 ルノワールの家 　池波 正太郎∥著 　朝日新聞社 915.6   /ｲ       /        

69 よい匂いのする一夜 　池波 正太郎∥著 　平凡社 915.6   /ｲ       /        

70 食べ物日記 　池波 正太郎∥著 　文藝春秋 915.6   /ｲ       /        

71 よい匂いのする一夜　　東日本篇 　池波 正太郎∥著 　平凡社 915.6   /ｲ       /1       

72 よい匂いのする一夜　　西日本篇 　池波 正太郎∥著 　平凡社 915.6   /ｲ       /2       

73 誘拐 　池波 正太郎∥著 　文芸春秋 F       /ｲ       /        

74 坊主雨 　池波 正太郎∥著 　立風書房 F       /ｲ       /        

75 梅安冬時雨 　池波 正太郎∥著 　講談社 F       /ｲ       /        

76 暗殺者 　池波 正太郎∥著 　新潮社 F       /ｲ       /        

77 にっぽん怪盗伝 　池波 正太郎∥[著] 　角川書店 F       /ｲ       /        

78 兇剣 　池波 正太郎∥著 　文芸春秋 F       /ｲ       /        

79 金ちゃん弱虫 　池波 正太郎∥著 　立風書房 F       /ｲ       /        

80 迷路 　池波 正太郎∥著 　文芸春秋 F       /ｲ       /        

81 密告 　池波 正太郎∥著 　文芸春秋 F       /ｲ       /        

82 熊田十兵衛の仇討ち 　池波 正太郎∥著 　双葉社 F       /ｲ       /        

83 剣法一羽流 　池波 正太郎∥著 　講談社 F       /ｲ       /        

84 炎の色 　池波 正太郎∥著 　文芸春秋 F       /ｲ       /        

85 新妻 　池波 正太郎∥著 　新潮社 F       /ｲ       /        

86 男の城 　池波 正太郎∥著 　立風書房 F       /ｲ       /        

87 鬼火 　池波 正太郎∥著 　立風書房 F       /ｲ       /        

88 だれも知らない 　池波 正太郎∥著 　立風書房 F       /ｲ       /        

89 秘密 　池波 正太郎∥著 　文芸春秋 F       /ｲ       /        

90 隠れ簔 　池波 正太郎∥著 　新潮社 F       /ｲ       /        

91 狐火 　池波 正太郎∥著 　文芸春秋 F       /ｲ       /        

92 五月闇 　池波 正太郎∥著 　文芸春秋 F       /ｲ       /        

93 抜討ち半九郎 　池波 正太郎∥著 　講談社 F       /ｲ       /        

94 雲霧仁左衛門 　池波 正太郎∥著 　新潮社 F       /ｲ       /        

95 春の嵐 　池波 正太郎∥著 　新潮社 F       /ｲ       /        

96 まんぞくまんぞく 　池波 正太郎∥著 　新潮社 F       /ｲ       /        

97 流星 　池波 正太郎∥著 　文芸春秋 F       /ｲ       /        

98 血闘 　池波 正太郎∥著 　文芸春秋 F       /ｲ       /        

99 疼痛二百両 　池波 正太郎∥著 　立風書房 F       /ｲ       /        

100 一本眉 　池波 正太郎∥著 　文芸春秋 F       /ｲ       /        

【紀行】

【小説】



資料名 　著者名 　出版者 　請求記号

101 霧の朝 　池波 正太郎∥著 　文芸春秋 F       /ｲ       /        

102 春の淡雪 　池波 正太郎∥著 　文芸春秋 F       /ｲ       /        

103 殺しの四人 　池波 正太郎∥[著] 　講談社 F       /ｲ       /        

104 辻斬り 　池波 正太郎∥著 　新潮社 F       /ｲ       /        

105 剣客商売 　池波 正太郎∥著 　新潮社 F       /ｲ       /        

106 天魔 　池波 正太郎∥著 　新潮社 F       /ｲ       /        

107 ないしょないしょ 　池波 正太郎∥著 　新潮社 F       /ｲ       /        

108 草雲雀 　池波 正太郎∥著 　文芸春秋 F       /ｲ       /        

109 陽炎の男 　池波 正太郎∥著 　新潮社 F       /ｲ       /        

110 鬼平犯科帳 　池波 正太郎∥著 　文芸春秋 F       /ｲ       /        

111 秘伝 　池波 正太郎∥著 　立風書房 F       /ｲ       /        

112 浮沈 　池波 正太郎∥著 　新潮社 F       /ｲ       /        

113 影法師 　池波 正太郎∥著 　文芸春秋 F       /ｲ       /        

114 辻斬り 　池波 正太郎∥著 　新潮社 F       /ｲ       /        

115 助太刀 　池波 正太郎∥著 　文芸春秋 F       /ｲ       /        

116 剣客商売 　池波 正太郎∥著 　新潮社 F       /ｲ       /        

117 おれっちの「鬼平さん」 　池波 正太郎∥[著] 　文藝春秋 F       /ｲ       /        

118 白い鬼 　池波 正太郎∥著 　新潮社 F       /ｲ       /        

119 にっぽん怪盗伝 　池波 正太郎∥著 　立風書房 F       /ｲ       /        

120 碁盤の首 　池波 正太郎∥著 　立風書房 F       /ｲ       /        

121 刃傷 　池波 正太郎∥著 　立風書房 F       /ｲ       /        

122 雲竜剣 　池波 正太郎∥著 　文芸春秋 F       /ｲ       /        

123 梅安最合傘 　池波 正太郎∥著 　講談社 F       /ｲ       /        

124 二十番斬り 　池波正太郎∥著 　新潮社 F       /ｲ       /        

125 待ち伏せ 　池波 正太郎∥著 　新潮社 F       /ｲ       /        

126 昼と夜 　池波 正太郎∥著 　立風書房 F       /ｲ       /        

127 隠れ簑 　池波 正太郎∥著 　新潮社 F       /ｲ       /        

128 狂乱 　池波 正太郎∥著 　新潮社 F       /ｲ       /        

129 鬼火 　池波 正太郎∥[著] 　文芸春秋 F       /ｲ       /        

130 真田太平記　　第１巻～第12巻 　池波 正太郎∥著 　新潮社 F       /ｲ       /1 ～12      

131 黒白　　上巻 　池波 正太郎∥著 　新潮社 F       /ｲ       /1       

132 黒白　　中巻 　池波 正太郎∥著 　新潮社 F       /ｲ       /2       

133 黒白　　下巻 　池波 正太郎∥著 　新潮社 F       /ｲ       /3       

★★このほか、日本の小説コーナーにもたくさんの本がございます。どうぞご利用ください。


