
大活字本一覧 あ行

書　　　　　名 巻 著　　者

1 和宮お側日記 阿井 景子

2 なやみがつきねんだなあ 相田 みつを

3 育てたように子は育つ 相田 みつを

4 ひとり日和 上・下 青山 七恵

5 窓の灯（あかり） 青山 七恵

6 翳りゆく夏 上・下 赤井 三尋

7 ふたり 赤川 次郎

8 ぼくの昔の東京生活 上・下 赤瀬川 源平

9 老人力 赤瀬川 源平

10 ウメ子 阿川 佐和子

11 愛しいひと 上・下 明野 照葉

12 家族トランプ 上・下 明野 照葉

13 澪つくし 上・下 明野 照葉

14 宿敵 上・下 明野 照葉

15 最悪の将軍 上・下 朝井 まかて

16 月下の恋人 上・下 浅田 次郎

17 五郎治殿御始末 浅田 次郎

18 憑神 上・下 浅田 次郎

19 天国までの百マイル 浅田 次郎

20 薔薇盗人 浅田 次郎

21 夕映え天使 上・下 浅田 次郎

22 おいち不思議がたり 上・下 あさの あつこ

23 モルヒネ 安達 千夏

24 花あらし 上・下 阿刀田 高

25 天下布武 安部 龍太郎

26 レオン氏郷 上・中・下 安部 龍太郎

27 お吉写真帖 上・下 安部 龍太郎

28 有栖川有栖集 有栖川 有栖

29 恋に散りぬ 上・下 安西 篤子

30 プラトニック・セックス 飯島 愛

31 かばん屋の相続　 上・下 池井戸　潤

32 東京ひとり散歩 池内 紀

1～3

1～3

1～2

1～3

1～3

1～3

1～4

1～2



33 雲を斬る 上・下 池永 陽

34 池波 正太郎

35 池波 正太郎

36 池波 正太郎

37 池波 正太郎

38 池波 正太郎

39 池波 正太郎

40 池波 正太郎

41 池波 正太郎

42 池波 正太郎

43 池波 正太郎

44 池波 正太郎

45 池波 正太郎

46 池波 正太郎

47 池波 正太郎

48 池波 正太郎

49 池波 正太郎

50 上・下 池波 正太郎

51 真田騒動 上・下 池波 正太郎

52 池波 正太郎

53 賊将 上・下 池波 正太郎

54 幕末新選組 上・下 池波 正太郎

55 むかしの味 上・下 池波 正太郎

56 武士（おとこ）の紋章 池波 正太郎

57 信長と秀吉と家康 池波 正太郎

58 仇討ち 上・下 池波 正太郎

59 日本史集中講義 井沢 元彦

60 井沢 元彦

61 井沢 元彦

62 井沢 元彦

63 井沢 元彦

64 医者いらずの本 石川 恭三

65 いのちの分水嶺 石川 恭三

66 いねむり先生 上・下 伊集院 静

鬼平犯科帳(1)～(24) 1～3

剣客商売シリーズ　剣客商売（1） 1～2

剣客商売シリーズ　辻斬り（2） 1～3

剣客商売シリーズ　陽炎の男（3） 1～3

剣客商売シリーズ　天魔（4） 1～3

剣客商売シリーズ　白い鬼（5） 1～3

剣客商売シリーズ　新妻（6） 1～3

剣客商売シリーズ　隠れ蓑（7） 1～3

剣客商売シリーズ　狂乱（8） 1～3

剣客商売シリーズ　待ち伏せ（9） 1～3

剣客商売シリーズ　春の嵐（10） 1～3

剣客商売シリーズ　勝負（11） 1～3

剣客商売シリーズ　十番斬り（12） 1～3

剣客商売シリーズ　波紋（13） 1～3

剣客商売シリーズ　暗殺者（14） 1～3

剣客商売シリーズ　二十番斬り（15） 1～3

剣客商売シリーズ　浮沈（16）

真田太平記(1)～(6) 1～3

1～3

1～3

1～3

信濃戦雲録 第1部　野望 上巻 1～4

信濃戦雲録 第1部　野望 下巻 1～5

信濃戦雲録 第2部　覇者 上巻 1～4

信濃戦雲録 第2部　覇者 下巻 1～4



67 殿様の通信簿 上・下 磯田 道史

68 いま、会いにゆきます 市川 拓司

69 そのときは彼によろしく 市川 拓司

70 金沢あかり坂 五木 寛之

71 他力 上・下 五木 寛之

72 夜明けを待ちながら 五木 寛之

73 病みたる秘剣 上・下 伊藤 桂一

74 真田軍記 井上 靖

75 今邑彩集 今邑 彩

76 難儀でござる 上・下 岩井 三四二

77 あるじは信長 上・下 岩井 三四二

78 おはぐろとんぼ 上・下 宇江佐 真理

79 憂き世店 上・下 宇江佐 真理

80 喪われた道 内田 康夫

81 鯨の哭く海 内田 康夫

82 上・下 内田 康夫

83 無用庵隠居修行 上・下 海老沢 泰久

84 沈黙 遠藤 周作

85 重蔵始末 上・下 逢坂 剛

86 平蔵の首 上・下 逢坂 剛

87 道連れ彦輔 上・下 逢坂 剛

88 海と月の迷路 大沢 在昌

89 博士の愛した数式 小川 洋子

90 偶然の祝福 小川 洋子

91 花のさくら通り 荻原 浩

92 噂の女 上・下 奥田 英朗

93 我が家の問題 上・下 奥田 英朗

94 沈黙の町で 上・中・下 奥田 英朗

95 夜の小紋 乙川 優三郎

96 かずら野 上・下 乙川 優三郎

97 折原一集 折原 一

1～3

1～3

1～2

1～3

1～4

少女像(ブロンズ)は泣かなかった

1～3

1～4

1～3

1～4



大活字本一覧 か行

書　　　　　名 巻 著　　者

1 海堂 尊

2 不幸な国の幸福論 加賀 乙彦

3 八日目の蟬 角田 光代

4 対岸の彼女 角田 光代

5 福袋 角田 光代

6 黒牛と妖怪 上・下 風野 真知雄

7 八丁堀育ち 風野 真知雄

8 猫見酒 風野 真知雄

9 精霊探偵 梶尾 真治

10 一朝の夢 上・下 梶 よう子

11 世界の中心で、愛をさけぶ 片山 恭一

12 羊の歌 上・下 加藤 周一

13 上・下 加藤 周一

14 安土城の幽霊 加藤 廣

15 金子兜太の俳句入門 金子 兜太

16 加納朋子集 加納 朋子

17 言葉のチカラ 香山 リカ

18 神様 川上 弘美

19 どこから行っても遠い町 上・下 川上 弘美

20 あなたへ 上・下 河崎 愛美

21 狐火の家 上・下 貴志 祐介

22 さびしい王様 上・中・下 北 杜夫

23 杖下に死す 上・中・下 北方 譲三

24 絶海にあらず 北方 譲三

25 悪党の裔 上・中・下 北方 譲三

26 埋もれ火 上・下 北原 亞以子

27 妻恋坂 上・下 北原 亞以子

28 あんちゃん 上・下 北原 亞以子

29 反哲学入門 上・下 木田 元

30 鷺と雪 北村 薫

31 玻璃の天 北村 薫

32 街の灯 北村 薫

ブラックペアン1988 1～3

1～3

1～3

1～3

1～4

1～3

私にとっての20世紀

1～4

1～3

1～3

1～3



33 北村薫集 北村 薫

34 木藤 亜也

35 錆びる心 上・下 桐野 夏生

36 やまない雨はない 倉嶋 厚

37 老いのかたち 黒井 千次

38 日の砦 黒井 千次

39 かもめの日 上・下 黒川 創

40 黒川博行集 黒川 博行

41 不思議の国のトットちゃん 上・下 黒柳 徹子

42 さすらいの仏教語 玄侑 宗久

43 屋上への誘惑 小池 昌代

44 無花果の森 上・中・下 小池 真理子

45 不味い！ 小杉 健治

46 偽証法廷 上・中・下 小杉 健治

47 残り火 上・下 小杉 健治

48 隠蔽捜査 上・下 今野 敏

49 ヘッドライン 上・下 今野 敏

50 精鋭 上・下 今野 敏

お手本なしの人生―『1リットルの涙』亜
也の詩



大活字本一覧 さ行

書　　　　　名 巻 著　　者

1 西岸 良平

2 まるまるの毬 上・下 西條 奈加

3 善人長屋 上 西條 奈加

4 銀杏手ならい 西條 奈加

5 遠謀 佐伯 泰英

6 秘剣乱舞 佐伯 泰英

7 乱雲 佐伯 泰英

8 子づれ兵法者 上・下 佐江 衆一

9 捨剣 上・下 佐江 衆一

10 和菓子のアン 上・下 坂木 司

11 制服捜査 上・下 佐々木 譲

12 素行調査官 上・中・下 笹本 稜平

13 駐在刑事 上・下 笹本 稜平

14 春を背負って 上・下 笹本 稜平

15 院長の恋 佐藤 愛子

16 冥途のお客 佐藤 愛子

17 それでもこの世は悪くなかった 佐藤 愛子

18 身の上話 上・中・下 佐藤 正午

19 青雲遙かに 佐藤 雅美

20 浜町河岸の生き神様 佐藤 雅美

21 テロルの決算 上・下 沢木 耕太郎

22 大盗の夜 上・下 澤田 ふじ子

23 短夜の髪 上・下 澤田 ふじ子

24 家族の横顔 澤地 久枝

25 かたみ歌 朱川 湊人

26 その日の前に 重松 清

27 とんび 上・下 重松 清

28 ポニーテール 上・下 重松 清

29 一人っ子同盟 上・下 重松 清

30 十一番目の志士 司馬 遼太郎

31 夏草の賊 司馬 遼太郎

32 馬上少年過ぐ 上・下 司馬 遼太郎

ALWAYS三丁目の夕日 1～3

1～3

1～3

1～3

1～3

1～4

1～3

1～3

1～4

1～3



33 剣鬼 上・下 柴田 錬三郎

34 御家人斬九郎 上・下 柴田 錬三郎

35 島田荘司集 島田 荘司

36 行きずりの街 志水 辰夫

37 きみ去りしのち 上・下 志水 辰夫

38 冬の巡礼 上・下 志水 辰夫

39 みのたけの春 上・下 志水 辰夫

40 ことばの国 清水 義範

41 江戸の海 上・下 白石 一郎

42 海狼伝 上・中・下 白石 一郎

43 鼠 上・下 城山 三郎

44 春告鳥 上・下 杉本 章子

45 天国はまだ遠く 瀬尾 まいこ

46 定年バカ 勢古 浩爾

47 最高に笑える人生 曽野 綾子

48 わが恋の墓標 曽野 綾子

1～4

1～3

1～2

1～3



大活字本一覧 た行

書　　　　　名 巻 著　　者

1 銀二貫 上・下 高田 郁

2 眠る鬼 上・下 高橋 義夫

3 髙村薫集 髙村 薫

4 一命 滝口 康彦

5 あとより恋の責めくれば 上・下 竹田 真砂子

6 関ヶ原・敗者たちの勝算と誤算 上・下 武光 誠

7 残夢整理 多田 富雄

8 ジョゼと虎と魚たち 上・下 田辺 聖子

9 猫と庄造と二人のおんな 谷崎 潤一郎

10 短歌をよむ 俵 万智

11 ちいさな言葉 上・下 俵 万智

12 風の市兵衛シリーズ　曉天の志 辻堂 魁

13 風の市兵衛シリーズ　修羅の契り 辻堂 魁

14 恋情からくり長屋 辻原 登

15 花はさくら木 上・下 辻原 登

16 土屋文明歌集 土屋 文明

17 菊日和 津村 節子

18 絹扇 上・下 津村 節子

19 瑠璃色の石 津村 節子

20 遍路みち 津村 節子

21 天童 荒太

22 天童 荒太

23 天童 荒太

24 天童 荒太

25 天童 荒太

26 悼む人 天童 荒太

27 かげろう 藤堂 志津子

28 桜ハウス 上・下 藤堂 志津子

29 内通者 上・中・下 堂場 瞬一

30 グレイ 上・下 堂場 瞬一

31 老いるもよし 徳永 進

1～2

1～2

家族狩りシリーズ　幻世（まぼろよ）の祈
り（1）

1～3

家族狩りシリーズ　遭難者の夢（2） 1～3

家族狩りシリーズ　贈られた手（3） 1～3

家族狩りシリーズ　巡礼者たち（4） 1～3

家族狩りシリーズ　まだ遠い光（5） 1～3

1～3



32 幕末浪漫剣 上・下 鳥羽 亮

33 地獄宿 鳥羽 亮

34 信長・秀吉・家康の研究 上・下 童門 冬二

35 幕末の尼将軍－篤姫 童門 冬二

36 ありがとう、夏休み。 上・下 どばし まさき

37 失敗の効用 外山 滋比古

1～3

1～3



大活字本一覧 な行

書　　　　　名 巻 著　　者

1 命と向き合う 中川 恵一

2 女中譚 中島 京子

3 平成大家族 上・下 中島 京子

4 長いお別れ 上・下 中島 京子

5 赤い月 上・中・下 なかにし 礼

6 完本保科肥後守お耳帖 上・中・下 中村 彰彦

7 戦う君の歌を 上・下 中山 七里

8 閃光 永瀬 隼介

9 モラルの罠 夏樹 静子

10 最後の藁 夏樹 静子

11 坊っちゃん 夏目 漱石

12 二階堂黎人集 二階堂 黎人

13 さくら 西 加奈子

14 ではまた明日 西田 英史

15 伊豆下賀茂で死んだ女 西村 京太郎

16 西村 京太郎

17 殺意の青函トンネル 西村 京太郎

18 失踪 西村 京太郎

19 展望車殺人事件 西村 京太郎

20 十津川警部十年目の真実 西村 京太郎

21 十津川警部二つの「金印」の謎 西村 京太郎

22 箱根愛と死のラビリンス 西村 京太郎

23 国士 楡 周平

24 食王 楡 周平

25 乱反射 上・中・下 貫井 徳郎

26 商人 上・下 ねじめ 正一

27 いつか陽のあたる場所で 上・下 乃南 アサ

28 駆けこみ交番 上・下 乃南 アサ

29 来なけりゃいいのに 乃南 アサ

30 幸せになりたい 乃南 アサ

31 自白 上・下 乃南 アサ

32 花散る頃の殺人 乃南 アサ

1～4

1～3

1～2

1～4

1～3

1～3

災厄の「つばさ」121号 1～3

1～3

1～3

1～3

1～3

1～3

1～3

1～3

1～3

1～3

1～3

1～3



33 幸福な朝食 乃南 アサ

34 氷雨心中 乃南 アサ

35 法月綸太郎集 法月 綸太郎

1～3

1～3



大活字本一覧 は行

書　　　　　名 巻 著　　者

1 服部まゆみ集 服部 まゆみ

2 畠中 恵

3 畠中 恵

4 畠中 恵

5 畠中 恵

6 畠中 恵

7 畠中 恵

8 畠中 恵

9 畠中 恵

10 畠中 恵

11 畠中 恵

12 畠中 恵

13 螢草 上・下 葉室 麟

14 春風伝 上・中・下 葉室 麟

15 散り椿 上・下 葉室 麟

16 本を読む女 林 真理子

17 ぶらり日本史散策 上・下 半藤 一利

18 幕末史 半藤 一利

19 あの戦争と日本人 上・下 半藤 一利

20 江戸群盗伝 上・下 半村 良

21 とりつくしま 東 直子

22 ウインクで乾杯 東野 圭吾

23 手紙 上・下 東野 圭吾

24 東野圭吾集 東野 圭吾

25 ナミヤ雑貨店の奇蹟 上・下 東野 圭吾

26 天地人（上）（中）（下） 火坂 雅志

27 豪傑茶人伝 上・下 火坂 雅志

28 常在戦場 上・下 火坂 雅志

29 生きることの質 日野原 重明

30 私が人生の旅で学んだこと 日野原 重明

31 上・下 日野原 重明

まんまことシリーズ 　まんまこと（1） 1～3

まんまことシリーズ 　こいしり（2） 1～3

しゃばげシリーズ　しゃばげ（1） 1～3

しゃばげシリーズ　ぬしさまへ（2） 1～3

しゃばげシリーズ　ねこのばば（3） 1～3

しゃばげシリーズ　おまけのこ（4） 1～3

しゃばげシリーズ　うそうそ（5） 1～3

しゃばげシリーズ　ちんぷんかん（6） 1～3

しゃばげシリーズ　いっちばん（7） 1～3

しゃばげシリーズ　ころこころ（8） 1～3

こころげそう（1） 1～3

1～3

1～5

1～3

1～3

100歳「元気生活」のススメ



32 日比野 佐和子

33 心の危機をみつめて 平井 富雄

34 魚の棲む城 上・中・下 平岩 弓枝

35 五人女捕物くらべ 上・中・下 平岩 弓枝

36 平安妖異伝 上・下 平岩 弓枝

37 老人の取扱説明書 平松 類

38 福田 靖

39 隠し剣孤影抄 上・下 藤沢 周平

40 麦屋町昼下がり 上・下 藤沢 周平

41 夜の橋 上・下 藤沢 周平

42 はなかげ 上・下 藤田 宜永

43 眞説光クラブ事件 上・下 保坂 正康

44 たくさんのタブー 星 新一

45 ブランコのむこうで 上・下 星 新一

46 アラスカ風のような物語 星野 道夫

驚くほど目がよくなる!たった10秒の「眼ト
レ」

竜馬伝（1）～（4） 1～3

1～3

1～2



大活字本一覧 ま行

書　　　　　名 巻 著　　者

1 吉原手引草 上・下 松井 今朝子

2 二人五脚 松井 進

3 松下幸之助日々のことば 上・下 松下 幸之助

4 隠花の飾り 上・下 松本 清張

5 奥羽の二人 上・下 松本 清張

6 プライド 上・下 真山 仁

7 黙示 上・中・下 真山 仁

8 夕あり朝あり 上・中・下 三浦 綾子

9 広き迷路 三浦 綾子

10 私が語りはじめた彼は 上・下 三浦 しをん

11 おふくろの夜回り 三浦 哲郎

12 越前竹人形 水上 勉

13 花櫓 上・中・下 皆川 博子

14 告白 湊 かなえ

15 錦 上・下 宮尾 登美子

16 はずれの記 上・下 宮尾 登美子

17 長城のかげ 上・下 宮城谷 昌光

18 花の歳月 宮城谷 昌光

19 あかんべえ 上・中・下 宮部 みゆき

20 おそろし 上・中・下 宮部 みゆき

21 堪忍箱 宮部 みゆき

22 蒲生邸事件 宮部 みゆき

23 誰か 宮部 みゆき

24 男どき女どき 上・下 向田 邦子

25 思い出トランプ 上・下 向田 邦子

26 ゲゲゲの女房 武良 布枝

27 村上 春樹

28 遠い勝鬨 上・下 村木 嵐

29 ぬるい生活 群 ようこ

30 それなりに生きている 群 ようこ

31 おくりびと 上・下 百瀬 しのぶ

32 森博嗣集 森 博嗣

1～3

1～3

1～3

1～3

1～6

1～5

1～3

1Q84（1）～（3） 1～3



33 家族の言い訳 森 浩美

34 太陽の塔 森見 登美彦

35 祈りの証明　　　　 上・下 森村 誠一

36 氷葬 諸田 玲子

37 日月めぐる 上・下 諸田 玲子

38 狸穴あいあい坂 上・下 諸田 玲子

39 四十八人目の忠臣 上・中・下 諸田 玲子

1～3

1～3

1～3



大活字本一覧 や・ら・わ行

書　　　　　名 巻 著　　者

1 こころの作法 山折 哲雄

2 山崎 豊子

沢村貞子という人 山崎 洋子

4 消えた相続人 上・下 山村 美沙

5 大川わたり 山本 一力

6 辰巳八景 上・下 山本 一力

7 火天の城 山本 兼一

8 信長死すべし 上・中・下 山本 兼一

9 彦左衛門外記 上・下 山本 周五郎

10 あだこ・山茶花帖 山本 周五郎

11 かあちゃん・将監さまの細みち 山本 周五郎

12 泥棒と若殿・秋の駕篭・萓笠 山本 周五郎

13 深川安楽亭・三十ふり袖 山本 周五郎

14 人情裏長屋 上・下 山本 周五郎

15 命 柳 美里

16 あなたの脳にはクセがある 上・下 養老 孟司

17 死の壁 上・下 養老 孟司

18 第三の時効 上・下 横山 秀夫

19 影踏み 横山 秀夫

20 動機 横山 秀夫

21 真相 上・下 横山 秀夫

22 誉の赤 上・下 吉川　永青

23 碇星 吉村 昭

24 破獄 吉村 昭

25 連城三紀彦集 連城 三紀彦

26 大事なものは見えにくい 上・下 鷲田 清一

27 「ひと」として大切なこと 上・下 渡辺 和子

28 鈍感力 渡辺 淳一

29 遠き落日 渡辺 淳一

30 孤舟 上・下 渡辺 淳一

31 仁術先生 渡辺 淳一

32 マザコン男は買いである 上・下 和田 秀樹

沈まぬ太陽（1）～（5） 1～3

1～3

1～3

1～2

1～3

1～3

1～4

1～4



33 のぼうの城 和田 竜1～3
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