
文学コンテンツ　979タイトル　（2016年12月現在）

No. タイトル 著者 出版社 出版年

1 源　義経 三好京三 (株)PHP研究所 1995

2 幸せさがし 新井　満 (株)PHP研究所 1996

3 文学の風景をゆく 小松健一 (株)PHP研究所 2003

4 美愛眞 武者小路実篤 (株)PHP研究所 1987

5 マリモ 山崎マキコ (株)PHP研究所 2002

6 白い手の残像 汐見薫 (株)ダイヤモンド社 2004

7 社長解任動議 金沢好宏 (株)ダイヤモンド社 2004

8 ダブルプレイ 三上義一 (株)ダイヤモンド社 2004

9 母への詫び状 絵門ゆう子 (株)祥伝社 2006

10 リズムで読む　ダンテの「神曲」地獄篇 黒沢　竜 GAM 東京分室 2008

11 リズムで読む　ダンテの「神曲」天国篇 黒沢　竜 GAM 東京分室 2010

12 リズムで読む　ダンテの「神曲」煉獄篇 黒沢　竜 GAM 東京分室 2009

13 キリストは黒髪？ 黒沢　竜 GAM 東京分室 2011

14 NHKの玉子とひよこ 黒沢　竜 GAM 東京分室 2011

15 赤い館の秘密 Ａ・Ａ・ミルン／古賀照一訳 グーテンベルク21 2000

16 矢の家 Ａ・Ｅ・Ｗ・メイスン／守屋陽一訳 グーテンベルク21 2008

17 宇宙船ビーグル号の冒険 Ａ・Ｅ・ヴァン・ヴォクト／能島武文訳 グーテンベルク21 2005

18 愛と死の詩集 D・H・ロレンス／安藤一郎訳 グーテンベルク21 2002

19 銀河パトロール隊 Ｅ・Ｅ・スミス／小西宏訳 グーテンベルク21 2006

20 グレー・レンズマン Ｅ・Ｅ・スミス／小西宏訳 グーテンベルク21 2007

21 第二段階レンズマン Ｅ・Ｅ・スミス／小西宏訳 グーテンベルク21 2007

22 レンズの子ら Ｅ・Ｅ・スミス／小西宏訳 グーテンベルク21 2007

23 ファースト・レンズマン Ｅ・Ｅ・スミス／小西宏訳 グーテンベルク21 2007

24 三惑星連合軍 Ｅ・Ｅ・スミス／小西宏訳 グーテンベルク21 2008

25 宇宙のスカイラーク Ｅ・Ｅ・スミス／川口正吉訳 グーテンベルク21 2008

26 スカイラーク３ Ｅ・Ｅ・スミス／川口正吉訳 グーテンベルク21 2013

27 ヴァレロンのスカイラーク Ｅ・Ｅ・スミス／川口正吉訳 グーテンベルク21 2008

28 栄光のペルシダー Ｅ・Ｒ・バローズ／関口幸男訳 グーテンベルク21 2006

29 恐怖のペルシダー Ｅ・Ｒ・バローズ／関口幸男訳 グーテンベルク21 2006

30 地底世界ペルシダー Ｅ・Ｒ・バローズ／佐藤高子訳 グーテンベルク21 2005
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31 危機のペルシダー Ｅ・Ｒ・バローズ／佐藤高子訳 グーテンベルク21 2006

32 戦乱のペルシダー Ｅ・Ｒ・バローズ／佐藤高子訳 グーテンベルク21 2006

33 ペルシダーに還る Ｅ・Ｒ・バローズ／佐藤高子訳 グーテンベルク21 2006

34 火星のプリンセス Ｅ・Ｒ・バローズ／小笠原豊樹訳 グーテンベルク21 2004

35 火星の女神イサス Ｅ・Ｒ・バローズ／小笠原豊樹訳 グーテンベルク21 2004

36 火星の大元帥カーター Ｅ・Ｒ・バローズ／小笠原豊樹訳 グーテンベルク21 2004

37 火星の幻兵団 Ｅ・Ｒ・バローズ／小西宏訳 グーテンベルク21 2005

38 火星のチェス人間 Ｅ・Ｒ・バローズ／小西宏訳 グーテンベルク21 2005

39 火星の交換頭脳 Ｅ・Ｒ・バローズ／小西宏訳 グーテンベルク21 2005

40 火星の合成人間 Ｅ・Ｒ・バローズ／南山宏訳 グーテンベルク21 2008

41 火星の秘密暗殺団 Ｅ・Ｒ・バローズ／野田昌宏訳 グーテンベルク21 2008

42 すねた娘 Ｅ・Ｓ・ガードナー／鮎川信夫訳 グーテンベルク21 2002

43 吠える犬 Ｅ・Ｓ・ガードナー／小西宏訳 グーテンベルク21 2010

44 緋の接吻（短編集） Ｅ・Ｓ・ガードナー／池央耿訳 グーテンベルク21 2003

45 幸運の脚 Ｅ・Ｓ・ガードナー／中田耕治訳 グーテンベルク21 2002

46 どもりの主教 Ｅ・Ｓ・ガードナー／田中西二郎訳 グーテンベルク21 2004

47 奇妙な花嫁 Ｅ・Ｓ・ガードナー／能島武文訳 グーテンベルク21 2004

48 ビロードの爪 Ｅ・Ｓ・ガードナー／能島武文訳 グーテンベルク21 2002

49 管理人の飼い猫 Ｅ・Ｓ・ガードナー／能島武文訳 グーテンベルク21 2004

50 アンクル・トムズ・ケビン（上） Ｈ・Ｂ・ストウ作／山屋三郎・大久保博訳 グーテンベルク21 2000

51 アンクル・トムズ・ケビン（下） Ｈ・Ｂ・ストウ作／山屋三郎・大久保博訳 グーテンベルク21 2000

52 宇宙戦争 Ｈ・Ｇ・ウェルズ／宇野利泰訳 グーテンベルク21 2001

53 タイム・マシン Ｈ・Ｇ・ウェルズ／新庄哲夫訳 グーテンベルク21 2001

54 解放された世界 Ｈ・Ｇ・ウェルズ／水嶋正路訳 グーテンベルク21 2001

55 透明人間 Ｈ・Ｇ・ウェルズ／石川年訳 グーテンベルク21 2001

56 月世界最初の人間 Ｈ・Ｇ・ウェルズ／赤坂長義訳 グーテンベルク21 2006

57 モロー博士の島 Ｈ・Ｇ・ウェルズ／能島武文訳 グーテンベルク21 2002

58 ダヴィドソンの眼の異常な体験（短編集） Ｈ・Ｇ・ウェルズ／浜野輝訳 グーテンベルク21 2001

59 怪鳥イーピヨルニスの島（短編集） Ｈ・Ｇ・ウェルズ／浜野輝訳 グーテンベルク21 2002

60 ピーター・パン Ｊ・Ｍ・バリー／佐伯泰樹訳 グーテンベルク21 2012
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61 ドアは語る M・R・ラインハート グーテンベルク21 1999

62 Ｏ・ヘンリー短編集（上） Ｏ・ヘンリー作／大久保博訳 グーテンベルク21 2001

63 Ｏ・ヘンリー短編集（下） Ｏ・ヘンリー作／大久保博訳 グーテンベルク21 2001

64 緑の館 W・H・ハドスン／守屋陽一訳 グーテンベルク21 2004

65 ある羊飼いの一生 W・H・ハドスン／水嶋正路訳 グーテンベルク21 2004

66 夏服を着た女たち アーウィン・ショー／常盤新平訳 グーテンベルク21 2001

67 老人と海 アーネスト・ヘミングウェイ／野崎孝訳 グーテンベルク21 1977

68 夜来たる アイザック・アシモフ グーテンベルク21 1969

69 宇宙の小石 アイザック・アシモフ／高橋豊訳 グーテンベルク21 2010

70 暗黒星雲のかなたに アイザック・アシモフ／川口正吉訳 グーテンベルク21 2005

71 砂の城 アイリス・マードック／栗原行雄訳 グーテンベルク21 2002

72 秘密組織 アガサ・クリスティ／一ノ瀬直二訳 グーテンベルク21 2006

73 事故（短編集） アガサ・クリスティ／河野一郎他訳 グーテンベルク21 2006

74 三匹の盲目のねずみ アガサ・クリスティ／各務三郎訳 グーテンベルク21 1995

75 赤信号 アガサ・クリスティ／各務三郎訳 グーテンベルク21 1995

76 おしどり探偵（１） アガサ・クリスティ／橋本福夫訳 グーテンベルク21 2010

77 おしどり探偵（２） アガサ・クリスティ／橋本福夫訳 グーテンベルク21 2010

78 オリエント急行殺人事件 アガサ・クリスティ／古賀照一訳 グーテンベルク21 2003

79 ミス・マープルのご意見は？（１ 短編集） アガサ・クリスティ／山崎昂一他訳 グーテンベルク21 2005

80 ミス・マープルのご意見は？（２ 短編集） アガサ・クリスティ／山崎昂一他訳 グーテンベルク21 2005

81 ミス・マープルのご意見は？（３ 短編集） アガサ・クリスティ／山崎昂一他訳 グーテンベルク21 2006

82 ミス・マープルのご意見は？（４ 短編集） アガサ・クリスティ／山崎昂一他訳 グーテンベルク21 2006

83 ポワロ参上！（１ 短編集） アガサ・クリスティ／小西宏他訳 グーテンベルク21 2004

84 ポワロ参上！（２ 短編集） アガサ・クリスティ／小西宏他訳 グーテンベルク21 2004

85 ポワロ参上！（３ 短編集） アガサ・クリスティ／小西宏他訳 グーテンベルク21 2004

86 ポワロ参上！（４ 短編集） アガサ・クリスティ／小西宏他訳 グーテンベルク21 2004

87 ポワロ参上！（５ 短編集） アガサ・クリスティ／小西宏他訳 グーテンベルク21 2005

88 ポワロ参上！（６ 短編集） アガサ・クリスティ／小西宏他訳 グーテンベルク21 2006

89 幸福手配師パーカー･パイン（１ 短編集） アガサ・クリスティ／小西宏訳 グーテンベルク21 2005

90 幸福手配師パーカー･パイン（２ 短編集） アガサ・クリスティ／小西宏訳 グーテンベルク21 2005
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91 アクロイド殺人事件 アガサ・クリスティ／松本恵子訳 グーテンベルク21 2000

92 エッジウェア卿の死 アガサ・クリスティ／松本恵子訳 グーテンベルク21 2005

93 ゴルフ場殺人事件 アガサ・クリスティ／松本恵子訳 グーテンベルク21 2004

94 ザ・ビッグ４ アガサ・クリスティ／松本恵子訳 グーテンベルク21 2004

95 危機のエンドハウス アガサ・クリスティ／松本恵子訳 グーテンベルク21 2006

96 機上の死 アガサ・クリスティ／松本恵子訳 グーテンベルク21 2004

97 情婦（短編集） アガサ・クリスティ／松本恵子訳 グーテンベルク21 2004

98 青列車殺人事件 アガサ・クリスティ／松本恵子訳 グーテンベルク21 2000

99 クリスティの六個の脳髄（短編集） アガサ・クリスティ／深町眞理子訳 グーテンベルク21 2003

100 ナイルに死す アガサ・クリスティ／西川清子訳 グーテンベルク21 2003

101 謎のクィン氏（１） アガサ・クリスティ／石田英士訳 グーテンベルク21 2010

102 謎のクィン氏（２） アガサ・クリスティ／石田英士訳 グーテンベルク21 2010

103 三幕の殺人 アガサ・クリスティ／赤冬子訳 グーテンベルク21 2000

104 茶色の服を着た男 アガサ・クリスティ／赤冬子訳 グーテンベルク21 2000

105 牧師館殺人事件 アガサ・クリスティ／中村妙子訳 グーテンベルク21 2005

106 ＡＢＣ殺人事件 アガサ・クリスティ／能島武文訳 グーテンベルク21 1999

107 スタイルズ荘の怪事件 アガサ・クリスティ／能島武文訳 グーテンベルク21 2003

108 ハーゼルムアの殺人 アガサ・クリスティ／能島武文訳 グーテンベルク21 2000

109 舞姫タイス アナトール・フランス／岡野馨訳 グーテンベルク21 2007

110 黄金のロバ アプレイウス／呉茂一・国原吉之助訳 グーテンベルク21 2006

111 マノン・レスコー アベ・プレヴォ／鈴木豊訳 グーテンベルク21 1997

112 三銃士（上） アレクサンドル・デュマ／江口清訳 グーテンベルク21 2009

113 三銃士（下） アレクサンドル・デュマ／江口清訳 グーテンベルク21 2009

114 王妃マルゴ（上） アレクサンドル・デュマ／鹿島茂編訳 グーテンベルク21 2000

115 王妃マルゴ（下） アレクサンドル・デュマ／鹿島茂編訳 グーテンベルク21 2000

116 鉄仮面（上） アレクサンドル・デュマ／石川登志夫訳 グーテンベルク21 1999

117 鉄仮面（下） アレクサンドル・デュマ／石川登志夫訳 グーテンベルク21 1999

118 モンテ・クリスト伯（１） アレクサンドル・デュマ／泉田武二訳 グーテンベルク21 2000

119 モンテ・クリスト伯（２） アレクサンドル・デュマ／泉田武二訳 グーテンベルク21 2000

120 モンテ・クリスト伯（３） アレクサンドル・デュマ／泉田武二訳 グーテンベルク21 2000
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121 モンテ・クリスト伯（４） アレクサンドル・デュマ／泉田武二訳 グーテンベルク21 2000

122 モンテ・クリスト伯（５） アレクサンドル・デュマ／泉田武二訳 グーテンベルク21 2000

123 赤い館の騎士（上） アレクサンドル・デュマ／鈴木豊訳 グーテンベルク21 2002

124 赤い館の騎士（中） アレクサンドル・デュマ／鈴木豊訳 グーテンベルク21 2002

125 赤い館の騎士（下） アレクサンドル・デュマ／鈴木豊訳 グーテンベルク21 2002

126 試行錯誤 アンソニー・バークレー／ 中桐雅夫訳 グーテンベルク21 1958

127 絵のない絵本 アンデルセン／鈴木徹郎訳 グーテンベルク21 2012

128 アンデルセン童話集１ アンデルセン作／山室静訳 グーテンベルク21 1999

129 アンデルセン童話集２ アンデルセン作／山室静訳 グーテンベルク21 1999

130 ビアス怪異譚（１） アンブロ－ズ・ビアス／飯島淳秀訳 グーテンベルク21 2003

131 ビアス怪異譚（２） アンブロ－ズ・ビアス／飯島淳秀訳 グーテンベルク21 2003

132 イソップ寓話（１） イソップ／亀山龍樹訳 グーテンベルク21 2004

133 イソップ寓話（２） イソップ／亀山龍樹訳 グーテンベルク21 2004

134 人形の家 イプセン／林穣二訳 グーテンベルク21 1999

135 ダロウェイ夫人 ヴァージニア・ウルフ作／大澤実訳 グーテンベルク21 2001

136 燈台へ ヴァージニア・ウルフ作／中村佐喜子訳 グーテンベルク21 2003

137 波 ヴァージニア・ウルフ作／鈴木幸夫訳 グーテンベルク21 2008

138 暁の死線 ウィリアム・アイリッシュ／砧一郎訳 グーテンベルク21 2008

139 地底旅行 ヴェルヌ作／金子博訳 グーテンベルク21 1999

140 海底二万リーグ（上） ヴェルヌ作／村上啓夫訳 グーテンベルク21 2001

141 海底二万リーグ（下） ヴェルヌ作／村上啓夫訳 グーテンベルク21 2001

142 オトラント城奇譚 ウォルポール作／平井呈一訳 グーテンベルク21 2003

143 黒猫・黄金虫
エドガー・アラン・ポー／安引宏・佐々木
直次郎訳

グーテンベルク21 2000

144 アモンティリャードの酒樽 エドガー・アラン・ポー／松村達雄訳 グーテンベルク21 2009

145 嵐が丘 エミリー･ブロンテ作／岡田忠軒訳 グーテンベルク21 1996

146 許されざる結婚 エラリー・クイーン／井上勇訳 グーテンベルク21 2009

147 七匹の黒猫（短編集） エラリー・クイーン／真野明裕訳 グーテンベルク21 2001

148 途中の家 エラリー・クイーン／青田勝訳 グーテンベルク21 2009

149 日本庭園殺人事件 エラリー・クイーン／石川年訳 グーテンベルク21 2002

150 エジプト十字架事件 エラリー・クイーン／石川年訳 グーテンベルク21 2001
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151 ハートの４ エラリー・クイーン／長谷川修二訳 グーテンベルク21 2006

152 Ｘの悲劇 エラリー・クイーン／田村隆一訳 グーテンベルク21 1999

153 Ｙの悲劇 エラリー・クイーン／田村隆一訳 グーテンベルク21 1999

154 Ｚの悲劇 エラリー・クイーン／田村隆一訳 グーテンベルク21 1999

155 最後の悲劇 エラリー・クイーン／田村隆一訳 グーテンベルク21 2000

156 オランダ靴の秘密 エラリー・クイーン／二宮佳景訳 グーテンベルク21 2005

157 若草物語 オールコット／恩地三保子訳 グーテンベルク21 1999

158 すばらしい新世界 オールダス・ハックスリー／高畠文夫訳 グーテンベルク21 2002

159 サロメ オスカー・ワイルド／三好弘訳 グーテンベルク21 2001

160 ドリアン・グレイの肖像 オスカー・ワイルド／渡辺純訳 グーテンベルク21 2001

161 カフカ自撰小品集 カフカ／吉田仙太郎訳 グーテンベルク21 2010

162 変身 カフカ／川崎芳隆訳 グーテンベルク21 2003

163 城（上） カフカ／谷友幸訳 グーテンベルク21 2004

164 城（下） カフカ／谷友幸訳 グーテンベルク21 2004

165 アメリカ カフカ／谷友幸訳 グーテンベルク21 2006

166 審判 カフカ／中野孝次訳 グーテンベルク21 2000

167 赤い花（短編集） ガルシン／小沼文彦訳 グーテンベルク21 2005

168 山椒魚戦争 カレル・チャペック／樹下節訳 グーテンベルク21 1999

169 ヘンリ・ライクロフトの私記 ギッシング作／中西信太郎訳 グーテンベルク21 1997

170 グリム童話（１） グリム兄弟編／塚越敏訳 グーテンベルク21 2001

171 グリム童話（２） グリム兄弟編／塚越敏訳 グーテンベルク21 2001

172 チェイン氏の秘密 クロフツ／宮西豊逸訳 グーテンベルク21 2010

173 フレンチ警部最大の事件 クロフツ／長谷川修二訳 グーテンベルク21 2008

174 樽 クロフツ／田村隆一訳 グーテンベルク21 2000

175 ファウスト（第一部） ゲーテ グーテンベルク21 1982

176 ファウスト（第二部） ゲーテ グーテンベルク21 1974

177 ゲーテ詩集 ゲーテ／井上正蔵訳 グーテンベルク21 2001

178 若きウェルテルの悩み ゲーテ／井上正蔵訳 グーテンベルク21 1999

179 イタリア紀行（上） ゲーテ著／高木久雄訳 グーテンベルク21 2000

180 イタリア紀行（下） ゲーテ著／高木久雄訳 グーテンベルク21 2000



No. タイトル 著者 出版社 出版年

181 ノア・ノア（タヒチ紀行） ゴーギャン作／大島利治訳 グーテンベルク21 1998

182 検察官 ゴーゴリ作／北垣信行訳 グーテンベルク21 2010

183 林檎の木・小春日和 ゴールズワージー／守屋陽一訳 グーテンベルク21 2002

184 神の小さな土地 コールドウェル作／龍口直太郎訳 グーテンベルク21 2006

185 タバコ・ロード コールドウェル作／龍口直太郎訳 グーテンベルク21 2009

186 恐るべき子供たち コクトー／佐藤朔訳 グーテンベルク21 2008

187 ホームズ最後の挨拶（短編集） コナン・ドイル／鮎川信夫訳 グーテンベルク21 1998

188 緋色の研究 コナン・ドイル／鮎川信夫訳 グーテンベルク21 1998

189 四つの署名 コナン・ドイル／鮎川信夫訳 グーテンベルク21 1998

190 失われた世界 コナン・ドイル／永井淳訳 グーテンベルク21 2000

191 マラコット海淵 コナン・ドイル／斎藤伯好訳 グーテンベルク21 2006

192 豪勇ジェラールの冒険 コナン・ドイル／秋田元一訳 グーテンベルク21 2009

193 ホームズの事件簿（１） コナン・ドイル／内田庶・中尾明訳 グーテンベルク21 2006

194 ホームズの事件簿（２） コナン・ドイル／内田庶・中尾明訳 グーテンベルク21 2006

195 ホームズの回想（短編集） コナン・ドイル／鈴木幸夫訳 グーテンベルク21 2009

196 ホームズの生還（短編集） コナン・ドイル／鈴木幸夫訳 グーテンベルク21 2009

197 ホームズの冒険（短編集） コナン・ドイル／鈴木幸夫訳 グーテンベルク21 2009

198 バスカーヴィル家の犬 コナン・ドイル／鈴木幸夫訳 グーテンベルク21 1998

199 恐怖の谷 コナン・ドイル作／齊藤重信訳 グーテンベルク21 2002

200 学校のクローディーヌ コレット／川口博訳 グーテンベルク21 2010

201 牝猫 コレット／川口博訳 グーテンベルク21 2009

202 パリのクローディーヌ コレット／望月芳郎訳 グーテンベルク21 2010

203 青春・台風 コンラッド／田中西二郎訳 グーテンベルク21 1997

204 密偵 コンラッド作／井内雄四郎訳 グーテンベルク21 1997

205 闇の奥 コンラッド作／岩清水由美子訳 グーテンベルク21 2007

206 ロード・ジム（上） コンラッド作／蕗沢忠枝訳 グーテンベルク21 2007

207 ロード・ジム（下） コンラッド作／蕗沢忠枝訳 グーテンベルク21 2012

208 サキ短編集 サキ／田内初義訳 グーテンベルク21 2001

209 諜報員アシェンデン サマセット・モーム／篠原慎訳 グーテンベルク21 2001

210 モーム短編集「手紙」 サマセット・モーム／西村孝次訳 グーテンベルク21 2001



No. タイトル 著者 出版社 出版年

211 モーム短編集「幸福」 サマセット・モーム／田中西二郎訳 グーテンベルク21 2001

212 モーム短編集「ロータス・イーター」 サマセット・モーム／田中西二郎訳 グーテンベルク21 2001

213 モーム短編集「園遊会まで」 サマセット・モーム／田中西二郎訳 グーテンベルク21 2002

214 人間の絆（上） サマセット・モーム／北川悌二訳 グーテンベルク21 2001

215 人間の絆（下） サマセット・モーム／北川悌二訳 グーテンベルク21 2001

216 お菓子とビール サマセット・モーム／龍口直太郎訳 グーテンベルク21 2010

217 月と六ペンス サマセット・モーム／龍口直太郎訳 グーテンベルク21 2009

218 フラニーとズーイ サリンジャー作／鈴木武樹訳 グーテンベルク21 2002

219 南方郵便機 サン＝テグジュペリ／長塚隆二訳 グーテンベルク21 2008

220 あしながおじさん ジーン・ウェブスター／北川悌二訳 グーテンベルク21 2000

221 続あしながおじさん ジーン・ウェブスター／北川悌二訳 グーテンベルク21 2000

222 じゃじゃ馬ならし シェイクスピア作／三神勲訳 グーテンベルク21 2002

223 十二夜 シェイクスピア作／三神勲訳 グーテンベルク21 2002

224 アントニーとクレオパトラ シェイクスピア作／小津次郎訳 グーテンベルク21 2000

225 オセロー シェイクスピア作／大山俊一訳 グーテンベルク21 1999

226 テンペスト（あらし） シェイクスピア作／大山俊一訳 グーテンベルク21 2004

227 ハムレット シェイクスピア作／大山俊一訳 グーテンベルク21 1999

228 マクベス シェイクスピア作／大山俊一訳 グーテンベルク21 1999

229 リア王 シェイクスピア作／大山俊一訳 グーテンベルク21 1999

230 リチャード３世 シェイクスピア作／大山俊一訳 グーテンベルク21 1999

231 むださわぎ シェイクスピア作／大山敏子訳 グーテンベルク21 2010

232 ウィンザーの陽気な女房たち シェイクスピア作／大山敏子訳 グーテンベルク21 2000

233 ヴェニスの商人 シェイクスピア作／大山敏子訳 グーテンベルク21 1999

234 お気に召すまま シェイクスピア作／大山敏子訳 グーテンベルク21 1999

235 ジュリアス・シーザー シェイクスピア作／大山敏子訳 グーテンベルク21 2000

236 ロミオとジュリエット シェイクスピア作／大山敏子訳 グーテンベルク21 1999

237 真夏の夜の夢 シェイクスピア作／大山敏子訳 グーテンベルク21 1999

238 冬の物語 シェイクスピア作／大山敏子訳 グーテンベルク21 2000

239 郵便配達はいつも二度ベルを鳴らす ジェームズ・Ｍ・ケイン／田中小実昌訳 グーテンベルク21 2001

240 若き日の芸術家の肖像 ジェームズ・ジョイス／飯島淳秀訳 グーテンベルク21 2005



No. タイトル 著者 出版社 出版年

241 ダブリン人 ジェームズ・ジョイス／飯島淳秀訳 グーテンベルク21 2007

242 エマ（上）
ジェーン・オースティン／ハーディング祥
子訳

グーテンベルク21 2005

243 エマ（下）
ジェーン・オースティン／ハーディング祥
子訳

グーテンベルク21 2005

244 高慢と偏見（上） ジェーン・オースティン／伊吹千勢訳 グーテンベルク21 2005

245 高慢と偏見（下） ジェーン・オースティン／伊吹千勢訳 グーテンベルク21 2005

246 ワインズバーグ・オハイオ シャーウッド・アンダスン／山屋三郎訳 グーテンベルク21 2003

247 ジェイン・エア（上） シャーロット・ブロンテ／大井浩二訳 グーテンベルク21 2000

248 ジェイン・エア（下） シャーロット・ブロンテ／大井浩二訳 グーテンベルク21 2000

249 白い牙 ジャック・ロンドン作／山本政喜訳 グーテンベルク21 2003

250 野性の叫び ジャック・ロンドン作／山本政喜訳 グーテンベルク21 1999

251 三人の少女 ジャム／田辺保訳 グーテンベルク21 1997

252 二年間の休暇（15少年漂流記） ジュール・ヴェルヌ／金子博訳 グーテンベルク21 1998

253 皇帝の密使（上） ジュール・ヴェルヌ／江口清訳 グーテンベルク21 2001

254 皇帝の密使（下） ジュール・ヴェルヌ／江口清訳 グーテンベルク21 2001

255 気球旅行の五週間 ジュール・ヴェルヌ／江口清訳 グーテンベルク21 2000

256 グラント船長の子供たち（上） ジュール・ヴェルヌ／大久保和郎訳 グーテンベルク21 2000

257 グラント船長の子供たち（中） ジュール・ヴェルヌ／大久保和郎訳 グーテンベルク21 2000

258 グラント船長の子供たち（下） ジュール・ヴェルヌ／大久保和郎訳 グーテンベルク21 2000

259 氷海越冬譚 ジュール・ヴェルヌ／大久保和郎訳 グーテンベルク21 2001

260 地の果ての燈台 ジュール・ヴェルヌ／大友徳明訳 グーテンベルク21 2006

261 少年船長の冒険
ジュール・ヴェルヌ／土居寛之・荒川浩
充訳

グーテンベルク21 2007

262 80日間世界一周 ジュール・ヴェルヌ／木村庄三郎訳 グーテンベルク21 1998

263 月世界旅行 ジュール・ヴェルヌ／鈴木力衛訳 グーテンベルク21 2001

264 ビルマの日々
ジョージ・オーウェル／宮本靖介・土井一
宏訳

グーテンベルク21 2002

265 動物農場 ジョージ・オーウェル／佐山栄太郎訳 グーテンベルク21 1998

266 愛の妖精 ジョルジュ・サンド作／篠沢秀夫訳 グーテンベルク21 1997

267 メグレと善良な人たち ジョルジュ・シムノン グーテンベルク21 1978

268 黄色い犬 ジョルジュ・シムノン作／中島昭和訳 グーテンベルク21 2009

269 皇帝の嗅ぎ煙草入れ ジョン・ディクスン・カー／宇野利泰訳 グーテンベルク21 2000

270 死が二人をわかつまで ジョン・ディクスン・カー／仁賀克雄訳 グーテンベルク21 2004



No. タイトル 著者 出版社 出版年

271 青銅ランプの呪い ジョン・ディクスン・カー／長谷川修二訳 グーテンベルク21 2003

272 39階段 ジョン・バカン／稲葉明雄訳 グーテンベルク21 2009

273 ガリバー旅行記 スウィフト作／梅田昌志郎訳 グーテンベルク21 1997

274 怒りのぶどう（上） スタインベック作／谷口陸男訳 グーテンベルク21 2002

275 怒りのぶどう（下） スタインベック作／谷口陸男訳 グーテンベルク21 2002

276 はつかねずみと人間たち スタインベック作／繁尾久訳 グーテンベルク21 2002

277 赤い小馬（短編集） スタインベック作／龍口直太郎訳 グーテンベルク21 1998

278 赤と黒（上） スタンダール／大久保和郎訳 グーテンベルク21 2008

279 赤と黒（下） スタンダール／大久保和郎訳 グーテンベルク21 2008

280 パルムの僧院（上） スタンダール／大久保和郎訳 グーテンベルク21 2003

281 パルムの僧院（下） スタンダール／大久保和郎訳 グーテンベルク21 2003

282 ジーキル博士とハイド氏 スティーブンスン／日高八郎訳 グーテンベルク21 2002

283 誘拐されて スティーブンスン作／大場正史訳 グーテンベルク21 2002

284 宝島 スティーブンスン作／田中西二郎訳 グーテンベルク21 2001

285 リラの森 セギュール夫人／江口清訳 グーテンベルク21 2008

286 ウォールデン（森の生活） ソロー著／神原栄一訳 グーテンベルク21 1997

287 神曲「地獄編」 ダンテ作／三浦逸雄訳 グーテンベルク21 2007

288 神曲「煉獄編」 ダンテ作／三浦逸雄訳 グーテンベルク21 2007

289 神曲「天国編」 ダンテ作／三浦逸雄訳 グーテンベルク21 2007

290 ワーニャ伯父さん チェーホフ作／原卓也訳 グーテンベルク21 2005

291 かもめ チェーホフ作／原卓也訳 グーテンベルク21 2005

292 桜の園 チェーホフ作／中村白葉訳 グーテンベルク21 2004

293 ブラウン神父の純智（1） チェスタートン／橋本福夫訳 グーテンベルク21 2004

294 ブラウン神父の純智（2） チェスタートン／橋本福夫訳 グーテンベルク21 2004

295 ブラウン神父の知恵（1） チェスタートン／橋本福夫訳 グーテンベルク21 2004

296 ブラウン神父の知恵（2） チェスタートン／橋本福夫訳 グーテンベルク21 2004

297 ブラウン神父の懐疑（1） チェスタートン／橋本福夫訳 グーテンベルク21 2004

298 ブラウン神父の懐疑（2） チェスタートン／橋本福夫訳 グーテンベルク21 2004

299 ブラウン神父の秘密（1） チェスタートン／橋本福夫訳 グーテンベルク21 2005

300 ブラウン神父の秘密（2） チェスタートン／橋本福夫訳 グーテンベルク21 2005
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301 シェイクスピア物語
チャールズ＆メアリー・ラム／本多顕彰
訳

グーテンベルク21 2009

302 エリア随筆 チャールズ・ラム／平井雅穂訳 グーテンベルク21 2005

303 精選カンタベリ物語 チョーサー作／繁尾久氏訳 グーテンベルク21 2003

304 初恋 ツルゲーネフ作／佐々木彰訳 グーテンベルク21 1998

305 初恋 ツルゲーネフ作／佐々木彰訳 グーテンベルク21 1998

306 父と子 ツルゲーネフ作／佐々木彰訳 グーテンベルク21 2004

307 クリスマス・カロル ディケンズ作／安藤一郎訳 グーテンベルク21 2003

308 クリスマス・カロル ディケンズ作／安藤一郎訳 グーテンベルク21 2003

309 大いなる遺産（上） ディケンズ作／山本政喜訳 グーテンベルク21 2001

310 大いなる遺産（下） ディケンズ作／山本政喜訳 グーテンベルク21 2001

311 オリヴァ・トゥイスト(上) ディケンズ作／北川悌二訳 グーテンベルク21 2000

312 オリヴァ・トゥイスト(下) ディケンズ作／北川悌二訳 グーテンベルク21 2000

313 二都物語（上） ディケンズ作／本多顕彰訳 グーテンベルク21 1999

314 二都物語（下） ディケンズ作／本多顕彰訳 グーテンベルク21 1999

315 ロビンソン・クルーソー デフォー作／佐山栄太郎訳 グーテンベルク21 1997

316 椿姫 デュマ・フィス／石川登志夫訳 グーテンベルク21 1997

317 月曜物語（短編集） ドーデ／大久保和郎訳 グーテンベルク21 2008

318 風車小屋だより（短編集） ドーデ／大久保和郎訳 グーテンベルク21 2008

319 タルタラン・ド・タラスコンの大冒険 ドーデ／辻昶・庄司和子訳 グーテンベルク21 2001

320 ヴェニスに死す トーマス・マン／植田敏郎訳 グーテンベルク21 1998

321 白痴（上） ドストエフスキー作／中山省三郎訳 グーテンベルク21 2001

322 白痴（下） ドストエフスキー作／中山省三郎訳 グーテンベルク21 2001

323 地下生活者の手記 ドストエフスキー作／中村融訳 グーテンベルク21 2001

324 罪と罰（上） ドストエフスキー作／北垣信行訳 グーテンベルク21 1999

325 罪と罰（中） ドストエフスキー作／北垣信行訳 グーテンベルク21 1999

326 罪と罰（下） ドストエフスキー作／北垣信行訳 グーテンベルク21 1999

327 カラマーゾフの兄弟（１） ドストエフスキー作／北垣信行訳 グーテンベルク21 2006

328 カラマーゾフの兄弟（２） ドストエフスキー作／北垣信行訳 グーテンベルク21 2007

329 カラマーゾフの兄弟（３） ドストエフスキー作／北垣信行訳 グーテンベルク21 2007

330 ダーバビル家のテス トマス・ハーディ／小林清一訳 グーテンベルク21 2009
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331 アンナ・カレーニナ（上） トルストイ作／中村白葉訳 グーテンベルク21 2004

332 アンナ・カレーニナ（中） トルストイ作／中村白葉訳 グーテンベルク21 2004

333 アンナ・カレーニナ（下） トルストイ作／中村白葉訳 グーテンベルク21 2004

334 トルストイ民話集１　イワンの馬鹿 トルストイ作／北垣信行訳 グーテンベルク21 1998

335
トルストイ民話集２　人間にはたくさんの
土地が必要か

トルストイ作／北垣信行訳 グーテンベルク21 1998

336 毒 ドロシー・セイヤーズ／井上一夫訳 グーテンベルク21 2006

337 死体を探せ ドロシー・セイヤーズ／宇野利泰訳 グーテンベルク21 2007

338 疑惑・アリババの呪文 ドロシー・セイヤーズ／河野一郎訳 グーテンベルク21 2006

339 ピーター卿乗り出す ドロシー・セイヤーズ／小山内徹訳 グーテンベルク21 2006

340 ナイン・テイラーズ ドロシー・セイヤーズ／平井呈一訳 グーテンベルク21 2009

341 千夜一夜物語(１)-１ バートン編／大場正史訳 グーテンベルク21 1999

342 千夜一夜物語(１)-２ バートン編／大場正史訳 グーテンベルク21 1997

343 千夜一夜物語(２)-１ バートン編／大場正史訳 グーテンベルク21 1998

344 千夜一夜物語(２)-２ バートン編／大場正史訳 グーテンベルク21 1998

345 千夜一夜物語(３)-１ バートン編／大場正史訳 グーテンベルク21 2000

346 千夜一夜物語(３)-２ バートン編／大場正史訳 グーテンベルク21 2000

347 千夜一夜物語(４)-１ バートン編／大場正史訳 グーテンベルク21 2000

348 千夜一夜物語(４)-２ バートン編／大場正史訳 グーテンベルク21 2000

349 千夜一夜物語(５)-１ バートン編／大場正史訳 グーテンベルク21 2000

350 千夜一夜物語(５)-２ バートン編／大場正史訳 グーテンベルク21 2000

351 千夜一夜物語(６)-１ バートン編／大場正史訳 グーテンベルク21 2001

352 千夜一夜物語(６)-２ バートン編／大場正史訳 グーテンベルク21 2001

353 千夜一夜物語(７)-１ バートン編／大場正史訳 グーテンベルク21 2002

354 千夜一夜物語(７)-２ バートン編／大場正史訳 グーテンベルク21 2002

355 千夜一夜物語(８)-１ バートン編／大場正史訳 グーテンベルク21 2002

356 千夜一夜物語(８)-２ バートン編／大場正史訳 グーテンベルク21 2002

357 千夜一夜物語(９)-１ バートン編／大場正史訳 グーテンベルク21 2003

358 千夜一夜物語(９)-２ バートン編／大場正史訳 グーテンベルク21 2003

359 秘密の花園 バーネット／ 岡上鈴江訳 グーテンベルク21 2010

360 大地（１部） パール・バック／大久保康雄訳 グーテンベルク21 2003



No. タイトル 著者 出版社 出版年

361 大地（２部） パール・バック／大久保康雄訳 グーテンベルク21 2003

362 大地（３部） パール・バック／大久保康雄訳 グーテンベルク21 2003

363 ハイネ詩集 ハイネ／井上正蔵訳 グーテンベルク21 2001

364 マルタの鷹 ハメット／宇野利泰訳 グーテンベルク21 2005

365 ガラスの鍵 ハメット／砧一郎訳 グーテンベルク21 2005

366 コンティネンタル・オプ（短編集） ハメット／砧一郎訳 グーテンベルク21 2008

367 影なき男 ハメット／砧一郎訳 グーテンベルク21 2004

368 スペイドという男（短編集） ハメット／田中西二郎他訳 グーテンベルク21 2008

369 血の収穫 ハメット／能島武文訳 グーテンベルク21 2002

370 銀塊の海 ハモンド・イネス／皆藤幸蔵訳 グーテンベルク21 2008

371 メリー・ディア号の遭難 ハモンド・イネス／高橋泰邦訳 グーテンベルク21 2009

372 蒼い氷壁 ハモンド・イネス／大門一男訳 グーテンベルク21 2008

373 怒りの山 ハモンド・イネス／池央耿訳 グーテンベルク21 2008

374 ベルリン空輸回廊 ハモンド・イネス／池央耿訳 グーテンベルク21 2008

375 孤独なスキーヤー ハモンド・イネス／池央耿訳 グーテンベルク21 2008

376 キャンベル渓谷の激闘 ハモンド・イネス／池央耿訳 グーテンベルク21 2008

377 慕情（上） ハン・スーイン／深町眞理子訳 グーテンベルク21 2002

378 慕情（下） ハン・スーイン／深町眞理子訳 グーテンベルク21 2002

379 秋の日本 ピエール・ロチ／村上菊一郎・吉氷清訳 グーテンベルク21 2006

380 華麗なるギャツビー フィッツジェラルド作／佐藤亮一訳 グーテンベルク21 2003

381 雨の朝パリに死す（短編集） フィッツジェラルド作／守屋陽一訳 グーテンベルク21 2001

382 ウォー･ヴェテラン フィリップ・Ｋ・ディック／仁賀克雄訳 グーテンベルク21 2005

383 赤毛のレッドメーン家 フィルポッツ／赤冬子訳 グーテンベルク21 2000

384 熊――フォークナー短編集 フォークナー／赤祖父哲二訳 グーテンベルク21 2006

385 吸血鬼ドラキュラ ブラム・ストーカー／平井呈一訳 グーテンベルク21 2008

386 殺意 フランシス・アイルズ／宮西豊逸訳 グーテンベルク21 2007

387 シャルルマーニュ伝説 ブルフィンチ作／市場泰男訳 グーテンベルク21 2006

388 ボヴァリー夫人 フローベール／白井浩司訳 グーテンベルク21 2000

389 知と愛（ナルチスとゴルトムント） ヘッセ／永野藤夫訳 グーテンベルク21 2002

390 荒野の狼 ヘッセ／永野藤夫訳 グーテンベルク21 2000
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391 車輪の下 ヘッセ／岩淵達治訳 グーテンベルク21 1999

392 郷愁 ヘッセ／佐藤晃一訳 グーテンベルク21 2003

393 デーミアン ヘッセ／常木実訳 グーテンベルク21 2003

394 春の嵐 ヘッセ／石丸静雄訳 グーテンベルク21 2003

395 漂泊の人（クヌルプ） ヘッセ／芳賀檀訳 グーテンベルク21 2004

396 さすらいの記 ヘッセ作／尾崎喜八訳 グーテンベルク21 2000

397 危険な夏 ヘミングウェイ作／永井淳訳 グーテンベルク21 2002

398
われらの時代に（ヘミングウェイ短編集
１）

ヘミングウェイ作／高村勝治訳 グーテンベルク21 1998

399
女のいない男たち（ヘミングウェイ短編集
２）

ヘミングウェイ作／高村勝治訳 グーテンベルク21 1998

400
勝者には何もやるな（ヘミングウェイ短編
集３）

ヘミングウェイ作／高村勝治訳 グーテンベルク21 1998

401 武器よさらば ヘミングウェイ作／高村勝治訳 グーテンベルク21 2000

402 日はまた昇る ヘミングウェイ作／高村勝治訳 グーテンベルク21 2000

403 ペロー童話集 ペロー／江口清訳 グーテンベルク21 2001

404 マルーシの巨像 ヘンリー・ミラー作／幾野宏訳 グーテンベルク21 2006

405 南回帰線（上） ヘンリー・ミラー作／大久保康雄訳 グーテンベルク21 1999

406 南回帰線（下） ヘンリー・ミラー作／大久保康雄訳 グーテンベルク21 1999

407 草の葉 ホイットマン作／富田砕花訳 グーテンベルク21 2000

408 スカーレット・レター（緋文字） ホーソン作／刈田元司訳 グーテンベルク21 1997

409 七破風の屋敷 ホーソン作／鈴木武雄訳 グーテンベルク21 2003

410 パリの憂鬱 ボードレール／村上菊一郎訳 グーテンベルク21 2001

411 フィガロの結婚 ボーマルシェ／辰野隆訳 グーテンベルク21 2008

412 アーサー王宮廷のヤンキー マーク・トウェイン グーテンベルク21 1976

413 ハックルベリ・フィンの冒険 マーク・トウェイン作／刈田元司訳 グーテンベルク21 2003

414 アダムとイヴの日記 マーク・トウェイン作／佐山栄太郎訳 グーテンベルク21 1998

415 トム・ソーヤーの冒険 マーク・トウェイン作／鈴木幸夫訳 グーテンベルク21 1999

416 ある詩人への挽歌 マイクル・イネス／桐藤ゆき子訳 グーテンベルク21 2005

417 ジブラルタルの水夫 マルグリット・デュラス／三輪秀彦訳 グーテンベルク21 2008

418 静かな生活 マルグリット・デュラス／白井浩司訳 グーテンベルク21 2001

419 園遊会 マンスフィールド作／江上照彦訳 グーテンベルク21 2005

420 フランケンシュタイン メアリー・シェリー作／山本政喜訳 グーテンベルク21 2002
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421 青い鳥 メーテルリンク／鈴木豊訳 グーテンベルク21 2005

422 旅の日のモーツァルト メーリケ／浜川祥枝訳 グーテンベルク21 2004

423 カルメン メリメ／江口清訳 グーテンベルク21 1998

424 コロンバ メリメ／杉捷夫訳 グーテンベルク21 2010

425 白鯨（上） メルヴィル作／高村勝治訳 グーテンベルク21 2001

426 白鯨（下） メルヴィル作／高村勝治訳 グーテンベルク21 2001

427 モーパッサン怪奇傑作集 モーパッサン／榊原晃三訳 グーテンベルク21 2002

428 ある女の告白（短編集） モーパッサン／新庄嘉章訳 グーテンベルク21 2005

429 シモンのパパ（短編集） モーパッサン／杉捷夫 グーテンベルク21 2007

430 くびかざり（短編集） モーパッサン／杉捷夫 グーテンベルク21 2007

431 女の一生 モーパッサン／木村庄三郎訳 グーテンベルク21 2007

432 脂肪の塊・テリエ楼（短編集） モーパッサン／木村庄三郎訳 グーテンベルク21 2005

433 愛の砂漠 モーリアック作／遠藤周作訳 グーテンベルク21 2004

434 テレーズ・デスケルウ モーリアック作／遠藤周作訳 グーテンベルク21 2004

435 水晶の栓 モーリス・ルブラン作／山辺雅彦訳 グーテンベルク21 1999

436 奇巌城 モーリス・ルブラン作／水谷準訳 グーテンベルク21 2001

437 奇巌城 モーリス・ルブラン作／水谷準訳 グーテンベルク21 2001

438 怪盗紳士アルセーヌ・ルパン（短編集） モーリス・ルブラン作／大野一道訳 グーテンベルク21 1999

439 オルヌカン城の謎 モーリス・ルブラン作／大友徳明訳 グーテンベルク21 2002

440 タルチュフ モリエール／井村順一訳 グーテンベルク21 2009

441 ドン・ジュアン モリエール／金川光夫訳 グーテンベルク21 2009

442 女房学校 モリエール／金川光夫訳 グーテンベルク21 2009

443 赤毛のアン モンゴメリ作／神山妙子訳 グーテンベルク21 2002

444 アンの青春 モンゴメリ作／神山妙子訳 グーテンベルク21 2004

445 レ・ミゼラブル（上） ユゴー／斎藤正直訳 グーテンベルク21 2003

446 レ・ミゼラブル（下） ユゴー／斎藤正直訳 グーテンベルク21 2003

447 ノートル・ダム・ド・パリ（上） ユゴー／辻昶・松下和則訳 グーテンベルク21 1998

448 ノートル・ダム・ド・パリ（下） ユゴー／辻昶・松下和則訳 グーテンベルク21 1998

449 怪談 ラフカディオ・ハーン／斎藤正二訳 グーテンベルク21 2001

450 骨董 ラフカディオ・ハーン／平井呈一訳 グーテンベルク21 2005
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451 心 ラフカディオ・ハーン／平井呈一訳 グーテンベルク21 2006

452 東の国から ラフカディオ・ハーン／平井呈一訳 グーテンベルク21 2007

453 地獄での一季節 ランボー／篠沢秀夫訳 グーテンベルク21 2006

454 若き詩人への手紙 リルケ／佐藤晃一訳 グーテンベルク21 2010

455 マルテの手記 リルケ／星野慎一訳 グーテンベルク21 1999

456 リルケ詩集 リルケ／石丸静雄訳 グーテンベルク21 2003

457 白き処女地 ルイ・エモン／池田公麿訳 グーテンベルク21 2009

458 不思議の国のアリス ルイス・キャロル／多田幸蔵訳 グーテンベルク21 2003

459 鏡の国のアリス ルイス・キャロル作／多田幸蔵訳 グーテンベルク21 2003

460 にんじん ルナール／辻昶訳 グーテンベルク21 1998

461 十月の旅人 レイ・ブラッドベリ／伊藤典夫訳 グーテンベルク21 1974

462 高い窓 レイモンド・チャンドラー／田中小実昌訳 グーテンベルク21 2010

463 殺意の運河サンマルタン レオ・マレ グーテンベルク21 1984

464 ミラボー橋に消えた男 レオ・マレ グーテンベルク21 1984

465 西部戦線異状なし レマルク／蕗沢忠枝訳 グーテンベルク21 2007

466 凱旋門（上） レマルク作／山西英一訳 グーテンベルク21 2013

467 凱旋門（下） レマルク作／山西英一訳 グーテンベルク21 2002

468 シラノ・ド・ベルジュラック ロスタン／岩瀬孝訳 グーテンベルク21 2001

469 失われた遺産 ロバート・Ａ・ハインライン／矢野徹訳 グーテンベルク21 1982

470 スケッチブック
ワシントン・アーヴィング／吉田甲子太郎
訳

グーテンベルク21 2008

471 人形佐七捕物帳（１） 横溝正史 グーテンベルク21 2003

472 人形佐七捕物帳（２） 横溝正史 グーテンベルク21 2003

473 人形佐七捕物帳（３） 横溝正史 グーテンベルク21 2002

474 人形佐七捕物帳（４） 横溝正史 グーテンベルク21 2002

475 人形佐七捕物帳（５） 横溝正史 グーテンベルク21 2003

476 人形佐七捕物帳（６） 横溝正史 グーテンベルク21 2003

477 人形佐七捕物帳（７） 横溝正史 グーテンベルク21 2003

478 人形佐七捕物帳（８） 横溝正史 グーテンベルク21 2003

479 人形佐七捕物帳（９） 横溝正史 グーテンベルク21 2003

480 人形佐七捕物帳（10） 横溝正史 グーテンベルク21 2003
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481 人形佐七捕物帳（11） 横溝正史 グーテンベルク21 2004

482 人形佐七捕物帳（12） 横溝正史 グーテンベルク21 2004

483 人形佐七捕物帳（13） 横溝正史 グーテンベルク21 2004

484 人形佐七捕物帳（14） 横溝正史 グーテンベルク21 2004

485 人形佐七捕物帳（15） 横溝正史 グーテンベルク21 2004

486 人形佐七捕物帳（16） 横溝正史 グーテンベルク21 2004

487 人形佐七捕物帳（17） 横溝正史 グーテンベルク21 2006

488 人形佐七捕物帳（18） 横溝正史 グーテンベルク21 2006

489 人形佐七捕物帳（19） 横溝正史 グーテンベルク21 2006

490 人形佐七捕物帳（20） 横溝正史 グーテンベルク21 2005

491 半七捕物帳（1） 岡本綺堂 グーテンベルク21 2007

492 半七捕物帳（2） 岡本綺堂 グーテンベルク21 2007

493 半七捕物帳（3） 岡本綺堂 グーテンベルク21 2007

494 半七捕物帳（4） 岡本綺堂 グーテンベルク21 2007

495 半七捕物帳（5） 岡本綺堂 グーテンベルク21 2007

496 半七捕物帳（6） 岡本綺堂 グーテンベルク21 2007

497 半七捕物帳（7） 岡本綺堂 グーテンベルク21 2007

498 半七捕物帳（8） 岡本綺堂 グーテンベルク21 2007

499 半七捕物帳（9） 岡本綺堂 グーテンベルク21 2007

500 半七捕物帳（10） 岡本綺堂 グーテンベルク21 2007

501 半七捕物帳（11） 岡本綺堂 グーテンベルク21 2008

502 半七捕物帳（12） 岡本綺堂 グーテンベルク21 2008

503 半七捕物帳（13） 岡本綺堂 グーテンベルク21 2008

504 半七捕物帳（14） 岡本綺堂 グーテンベルク21 2008

505 漱石・全小説 夏目漱石 グーテンベルク21 -

506 黒田如水 吉川英治 グーテンベルク21 1976

507 西遊記（上） 呉承恩／檀一雄訳 グーテンベルク21 2004

508 西遊記（下） 呉承恩／檀一雄訳 グーテンベルク21 2004

509 金瓶梅（上） 作者不詳／富士正晴訳 グーテンベルク21 2004

510 金瓶梅（下） 作者不詳／富士正晴訳 グーテンベルク21 2004
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511 江戸ッ子 三田村鳶魚 グーテンベルク21 1997

512 水滸伝（巻一） 施耐庵作／村上知行訳 グーテンベルク21 2004

513 水滸伝（巻二） 施耐庵作／村上知行訳 グーテンベルク21 2004

514 水滸伝（巻三） 施耐庵作／村上知行訳 グーテンベルク21 2005

515 水滸伝（巻四） 施耐庵作／村上知行訳 グーテンベルク21 2005

516 水滸伝（巻五） 施耐庵作／村上知行訳 グーテンベルク21 2005

517 猿飛佐助（柴錬立川文庫１） 柴田錬三郎 グーテンベルク21 2005

518 里見八犬伝（巻１） 滝沢馬琴作／山田野理夫訳 グーテンベルク21 2001

519 里見八犬伝（巻２） 滝沢馬琴作／山田野理夫訳 グーテンベルク21 2001

520 里見八犬伝（巻３） 滝沢馬琴作／山田野理夫訳 グーテンベルク21 2001

521 里見八犬伝（巻４） 滝沢馬琴作／山田野理夫訳 グーテンベルク21 2001

522 古典落語・人情ばなし 池田弥三郎編 グーテンベルク21 2009

523 銭形平次捕物控（１） 野村胡堂 グーテンベルク21 2002

524 銭形平次捕物控（２） 野村胡堂 グーテンベルク21 2002

525 銭形平次捕物控（３） 野村胡堂 グーテンベルク21 2002

526 銭形平次捕物控（４） 野村胡堂 グーテンベルク21 2002

527 銭形平次捕物控（５） 野村胡堂 グーテンベルク21 2002

528 銭形平次捕物控（６） 野村胡堂 グーテンベルク21 2002

529 銭形平次捕物控（７） 野村胡堂 グーテンベルク21 2002

530 銭形平次捕物控（８） 野村胡堂 グーテンベルク21 2002

531 銭形平次捕物控（９） 野村胡堂 グーテンベルク21 2002

532 銭形平次捕物控（10） 野村胡堂 グーテンベルク21 2002

533 銭形平次捕物控（11） 野村胡堂 グーテンベルク21 2003

534 銭形平次捕物控（12） 野村胡堂 グーテンベルク21 2003

535 銭形平次捕物控（13） 野村胡堂 グーテンベルク21 2003

536 銭形平次捕物控（14） 野村胡堂 グーテンベルク21 2003

537 銭形平次捕物控（15） 野村胡堂 グーテンベルク21 2003

538 銭形平次捕物控（16） 野村胡堂 グーテンベルク21 2003

539 銭形平次捕物控（17） 野村胡堂 グーテンベルク21 2004

540 銭形平次捕物控（18） 野村胡堂 グーテンベルク21 2004
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541 銭形平次捕物控（19） 野村胡堂 グーテンベルク21 2007

542 銭形平次捕物控（20） 野村胡堂 グーテンベルク21 2007

543 古典落語・長屋ばなし 矢野誠一編 グーテンベルク21 2008

544 遠野物語 柳田国男 グーテンベルク21 1973

545 三国志（巻一） 羅貫中／村上知行訳 グーテンベルク21 2010

546 三国志（巻二） 施耐庵作／村上知行訳 グーテンベルク21 2004

547 三国志（巻三） 施耐庵作／村上知行訳 グーテンベルク21 2005

548 三国志（巻四） 羅貫中／村上知行訳 グーテンベルク21 2010

549 三国志（巻五） 羅貫中／村上知行訳 グーテンベルク21 2010

550 三国志（巻六） 羅貫中／村上知行訳 グーテンベルク21 2010

551 阿Ｑ正伝 魯迅／松枝茂夫訳 グーテンベルク21 1999

552 モルグ街の殺人事件 エドガー・アラン・ポー／安引宏訳 グーテンベルグ21 2000

553 アッシャー家の崩壊 エドガー・アラン・ポー／佐々木直次郎訳 グーテンベルグ21 2001

554 歌う白骨 オースチン・フリーマン／大久保康雄訳 グーテンベルグ21 2008

555 ルコック探偵（上） ガボリオ／松村喜雄訳 グーテンベルグ21 2004

556 ルコック探偵（下） ガボリオ／松村喜雄訳 グーテンベルグ21 2004

557 闇からの声 フィルポッツ／井内雄四郎訳 グーテンベルグ21 2004

558 ルパンの告白（短編集） モーリス・ルブラン作／野内良三訳 グーテンベルグ21 1999

559 ルパン対ホームズ（短編集） モーリス・ルブラン作／野内良三訳 グーテンベルグ21 2000

560 人間ぎらい モリエール／鈴木豊訳 グーテンベルグ21 2003

561 守銭奴 モリエール／井村順一訳 グーテンベルグ21 2009

562 町人貴族 モリエール／鈴木豊訳 グーテンベルグ21 2003

563 中国黄金殺人事件 ファン･フーリック／大室幹雄訳 グーテンベルグ21 2001

564 八点鐘（短編集） モーリス・ルブラン作／保篠龍緒訳 グーテンベルグ21 2008

565 ８１３（上） モーリス・ルブラン作／保篠龍緒訳 グーテンベルグ21 2003

566 ８１３（下） モーリス・ルブラン作／保篠龍緒訳 グーテンベルグ21 2003

567 メグレと殺人者たち ジョルジュ・シムノン作／長島良三訳 グーテンベルグ21 1998

568 メグレと口の固い証人たち ジョルジュ・シムノン作／長島良三訳 グーテンベルグ21 2004

569
ギリシア悲劇全集１　アイスキュロス全作
品集

アイスキュロス作／内山敬二郎訳 グーテンベルグ21 2009

570
ギリシア悲劇全集２　ソポクレス全作品
集

ソポクレス作／内山敬二郎訳 グーテンベルグ21 2009
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571
ギリシア悲劇全集３　エウリピデス全作
品集　１

エウリピデス／内山敬二郎訳 グーテンベルグ21 2009

572
ギリシア悲劇全集４　エウリピデス全作
品集　２

エウリピデス／内山敬二郎訳 グーテンベルグ21 2009

573 ギリシア喜劇　アリストパネス傑作選１ アリストパネス／高津春繁他訳 グーテンベルグ21 2008

574 ギリシア喜劇　アリストパネス傑作選２ アリストパネス／高津春繁・呉茂一訳 グーテンベルグ21 2008

575 ＲＵＲ カレル・チャペック作／深町眞理子訳 グーテンベルグ21 1999

576 三人姉妹 チェーホフ作／佐々木彰訳 グーテンベルグ21 2004

577 中国湖水殺人事件 ファン･フーリック／大室幹雄訳 グーテンベルグ21 2001

578 メグレと首なし死体 ジョルジュ・シムノン作／長島良三訳 グーテンベルグ21 2006

579 メグレと政府高官 ジョルジュ・シムノン作／長島良三訳 グーテンベルグ21 2004

580 メグレと宝石泥棒 ジョルジュ・シムノン作／長島良三訳 グーテンベルグ21 2004

581 メグレ氏ニューヨークへ行く ジョルジュ・シムノン作／長島良三訳 グーテンベルグ21 2006

582 メグレと老外交官の死 ジョルジュ・シムノン作／長島良三訳 グーテンベルグ21 2004

583 メグレと深夜の十字路 ジョルジュ・シムノン作／長島良三訳 グーテンベルグ21 2004

584 メグレの打明け話 ジョルジュ・シムノン作／長島良三訳 グーテンベルグ21 2006

585 メグレ夫人の恋人（短編集） ジョルジュ・シムノン作／長島良三訳 グーテンベルグ21 1998

586 恋愛論 スタンダール著／白井浩司訳 グーテンベルグ21 2008

587 モンテーニュ随想録抄 モンテーニュ／関根秀雄訳 グーテンベルグ21 2008

588 箴言と省察 ラ・ロシュフコー／吉川浩訳 グーテンベルグ21 2006

589 中国梵鐘殺人事件 ファン･フーリック／大室幹雄訳 グーテンベルグ21 2002

590 メグレ警視のクリスマス（短編集） ジョルジュ・シムノン作／長島良三訳 グーテンベルグ21 1998

591 男の首 ジョルジュ・シムノン作／宗左近訳 グーテンベルグ21 2004

592 モンマルトルのメグレ ジョルジュ・シムノン作／矢野浩三郎訳 グーテンベルグ21 2000

593 メグレの途中下車 ジョルジュ・シムノン作／榊原晃三訳 グーテンベルグ21 2004

594 メグレと消えた死体 ジョルジュ・シムノン作／榊原晃三訳 グーテンベルグ21 2009

595 メグレとベンチの男 ジョルジュ・シムノン作／矢野浩三郎訳 グーテンベルグ21 2006

596 メグレたてつく ジョルジュ・シムノン作／榊原晃三訳 グーテンベルグ21 2000

597 メグレと優雅な泥棒 ジョルジュ・シムノン作／榊原晃三訳 グーテンベルグ21 2006

598 怪盗レトン ジョルジュ・シムノン作／稲葉明雄訳 グーテンベルグ21 2002

599 中国迷路殺人事件 ファン･フーリック／松平いを子訳 グーテンベルグ21 2004

600 中国鉄釘殺人事件 ファン･フーリック／大室幹雄訳 グーテンベルグ21 2001
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601 サン・フォリアン寺院の首吊人 ジョルジュ・シムノン作／水谷準訳 グーテンベルグ21 2002

602 メグレの退職旅行 ジョルジュ・シムノン作／長島良三訳 グーテンベルグ21 2006

603 メグレと生死不明の男 ジョルジュ・シムノン作／長島良三訳 グーテンベルグ21 2007

604 メグレと若い女の死 ジョルジュ・シムノン作／長島良三訳 グーテンベルグ21 2007

605 メグレ激怒する ジョルジュ・シムノン作／長島良三訳 グーテンベルグ21 2007

606 メグレと賭博師の死 ジョルジュ・シムノン作／長島良三訳 グーテンベルグ21 2009

607 港の酒場で ジョルジュ・シムノン作／木村庄三郎訳 グーテンベルグ21 2009

608 毒ガス帯 コナン・ドイル／永井淳訳 グーテンベルグ21 2001

609 悪魔の発明 ジュール・ヴェルヌ／大久保和郎訳 グーテンベルグ21 2001

610 友情論・恋愛論 ボナール／山口年臣訳 グーテンベルグ21 2007

611 赤い影法師 柴田錬三郎 グーテンベルグ21 2006

612 江戸八百八町物語 柴田錬三郎 グーテンベルグ21 2008

613 真田幸村（柴錬立川文庫２） 柴田錬三郎 グーテンベルグ21 2005

614 柳生但馬守（柴錬立川文庫３） 柴田錬三郎 グーテンベルグ21 2005

615 忍者からす（柴錬立川文庫４） 柴田錬三郎 グーテンベルグ21 2006

616 日本男子物語（柴錬立川文庫５） 柴田錬三郎 グーテンベルグ21 2006

617 裏返し忠臣蔵（柴錬立川文庫６） 柴田錬三郎 グーテンベルグ21 2006

618 毒婦伝奇（柴錬立川文庫７） 柴田錬三郎 グーテンベルグ21 2006

619 ［明治開化］安吾捕物帖（上） 坂口安吾 グーテンベルグ21 2009

620 ［明治開化］安吾捕物帖（下） 坂口安吾 グーテンベルグ21 2009

621 岡っ引どぶ（巻１） 柴田錬三郎 グーテンベルグ21 2007

622 岡っ引どぶ（巻２） 柴田錬三郎 グーテンベルグ21 2007

623 岡っ引どぶ（巻３） 柴田錬三郎 グーテンベルグ21 2008

624 捕物の話（一） 三田村鳶魚 グーテンベルグ21 2009

625 捕物の話（二） 三田村鳶魚 グーテンベルグ21 2009

626 江戸の盗賊（一） 三田村鳶魚 グーテンベルグ21 2010

627 江戸の盗賊（二） 三田村鳶魚 グーテンベルグ21 2010

628 考証［大奥］ 稲垣史生 グーテンベルグ21 2008

629 考証［時代劇］ 稲垣史生 グーテンベルグ21 2008

630 考証［風流大名］ 稲垣史生 グーテンベルグ21 2009
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631 考証［江戸の面影１］ 稲垣史生 グーテンベルグ21 2009

632 考証［江戸の面影２］ 稲垣史生 グーテンベルグ21 2009

633 考証［江戸の面影３］ 稲垣史生 グーテンベルグ21 2009

634 古典落語（上） 今村信雄編 グーテンベルグ21 2001

635 古典落語（中） 今村信雄編 グーテンベルグ21 2001

636 古典落語（下） 今村信雄編 グーテンベルグ21 2002

637 江戸小咄春夏秋冬　全７巻分 興津要 グーテンベルグ21 2004

638 弁天小僧（青砥稿花紅彩画） 河竹黙阿弥作／河竹登志夫校訂 グーテンベルグ21 2000

639 縮屋新助（八幡祭小望月賑） 河竹黙阿弥作／河竹登志夫校訂 グーテンベルグ21 2000

640 髪結新三（梅雨小袖昔八丈） 河竹黙阿弥作／河竹登志夫校訂 グーテンベルグ21 2001

641 三人吉三（三人吉三廓初買） 河竹黙阿弥作／河竹登志夫校訂 グーテンベルグ21 2000

642 文弥殺し（蔦紅葉宇都谷峠） 河竹黙阿弥作／河竹登志夫校訂 グーテンベルグ21 2000

643 村井長庵（勧善懲悪覗機関） 河竹黙阿弥作／河竹登志夫校訂 グーテンベルグ21 2002

644 十六夜清心（花街模様薊色縫） 河竹黙阿弥作／河竹登志夫校訂 グーテンベルグ21 2002

645 好色五人女 井原西鶴作／福島忠利訳 グーテンベルグ21 1999

646 福翁自伝 福沢諭吉著／会田倉吉校注 グーテンベルグ21 2008

647 茶の本 岡倉天心著／ｿｰﾝﾄﾝ不破直子訳 グーテンベルグ21 1998

648 スティーヴンスン短編集１ 死骸盗人 スティーヴンスン／河田智雄訳 グーテンベルグ21 2001

649 スティーヴンスン短編集２ 自殺クラブ スティーヴンスン／河田智雄訳 グーテンベルグ21 2001

650 告白（上） ジャン・ジャック・ルソー／桑原武夫訳 グーテンベルグ21 2008

651 告白（下） ジャン・ジャック・ルソー／桑原武夫訳 グーテンベルグ21 2008

652 ゴリオ爺さん バルザック／小西茂也訳 グーテンベルグ21 2003

653 従妹ベット（上） バルザック／佐藤朔訳 グーテンベルグ21 2003

654 従妹ベット（下） バルザック／佐藤朔訳 グーテンベルグ21 2003

655 ウジェニー・グランデ バルザック／山口年臣訳 グーテンベルグ21 2001

656 谷間のゆり（上） バルザック／菅野昭正訳 グーテンベルグ21 2006

657 谷間のゆり（下） バルザック／菅野昭正訳 グーテンベルグ21 2006

658 幻滅（上） バルザック／生島遼一訳 グーテンベルグ21 2010

659 幻滅（中） バルザック／生島遼一訳 グーテンベルグ21 2010

660 幻滅（下） バルザック／生島遼一訳 グーテンベルグ21 2010
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661 九十三年 ユゴー／榊原晃三訳 グーテンベルグ21 2008

662 死刑囚最後の日 ユゴー／斉藤正直訳 グーテンベルグ21 2003

663 黒いチューリップ アレクサンドル・デュマ／横塚光雄訳 グーテンベルグ21 2001

664 リシャール大尉 アレクサンドル・デュマ／乾野実歩訳 グーテンベルグ21 2007

665 カストロの尼（短編集） スタンダール／宗左近訳 グーテンベルグ21 2003

666 居酒屋（上） エミール・ゾラ／斎藤一寛訳 グーテンベルグ21 2009

667 居酒屋（下） エミール・ゾラ／斎藤一寛訳 グーテンベルグ21 2009

668 肉体の悪魔 ラディゲ作／江口清訳 グーテンベルグ21 2003

669 魔の沼 ジョルジュ・サンド作／宮崎嶺雄訳 グーテンベルグ21 2003

670 青い麦 コレット／石川登志夫訳 グーテンベルグ21 1999

671 みずうみ／三色すみれ シュトルム／石丸静雄訳 グーテンベルグ21 2004

672 ガラス玉演戯（上） ヘッセ／高橋健二訳 グーテンベルグ21 2003

673 ガラス玉演戯（下） ヘッセ／高橋健二訳 グーテンベルグ21 2003

674 ブッデンブローク家の人々（上） トーマス・マン／川村二郎訳 グーテンベルグ21 2009

675 ブッデンブローク家の人々（下） トーマス・マン／川村二郎訳 グーテンベルグ21 2009

676 トーマス・マン短編集１ トーマス・マン／佐藤晃一訳 グーテンベルグ21 2007

677 トーマス・マン短編集２ トーマス・マン／佐藤晃一訳 グーテンベルグ21 2007

678 トーニオ・クレーガー トーマス・マン／植田敏郎訳 グーテンベルグ21 1998

679 貧しき人びと ドストエフスキー作／北垣信行訳 グーテンベルグ21 1997

680 死せる魂 ゴーゴリ作／工藤精一郎訳 グーテンベルグ21 2002

681 隊長ブーリバ ゴーゴリ作／原久一郎訳 グーテンベルグ21 2004

682 外套／肖像画 ゴーゴリ作／北垣信行訳 グーテンベルグ21 2010

683 六号室／中二階のある家（短編集） チェーホフ作／中村白葉訳 グーテンベルグ21 2001

684 退屈な話／いいなずけ（短編集） チェーホフ作／中村白葉訳 グーテンベルグ21 2001

685 燈火・浮気（短編集） チェーホフ作／中村白葉訳 グーテンベルグ21 2001

686 決闘・黒衣の僧（短編集） チェーホフ作／小笠原豊樹訳 グーテンベルグ21 2001

687 無名氏の話／三年（短編集） チェーホフ作／中村白葉訳 グーテンベルグ21 2002

688 犬を連れた奥さん（短編集） チェーホフ作／原卓也訳 グーテンベルグ21 2005

689 大草原――ある旅の話 チェーホフ作／中村白葉訳 グーテンベルグ21 2006

690 わが生活・谷間 チェーホフ作／中村白葉訳 グーテンベルグ21 2008
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691 猟人日記（上） ツルゲーネフ作／佐々木彰訳 グーテンベルグ21 2008

692 猟人日記（下） ツルゲーネフ作／佐々木彰訳 グーテンベルグ21 2008

693 イワン・デニソビッチの一日 ソルジェニツィン／小笠原豊樹訳 グーテンベルグ21 2003

694 マトリョーナの家 ソルジェニツィン／木村浩訳 グーテンベルグ21 2005

695 ルバイヤート オマル・ハイヤーム／黒川恒男訳 グーテンベルグ21 2004

696 饗宴 プラトン／戸塚七郎訳 グーテンベルグ21 1999

697 ソクラテスの弁明 プラトン／戸塚七郎訳 グーテンベルグ21 2009

698 イリアス（上） ホメロス／呉茂一訳 グーテンベルグ21 2005

699 イリアス（下） ホメロス／呉茂一訳 グーテンベルグ21 2005

700 オデュッセイア（上） ホメロス／呉茂一訳 グーテンベルグ21 2005

701 オデュッセイア（下） ホメロス／呉茂一訳 グーテンベルグ21 2005

702
今日から歌人！　誰でも画期的に短歌
がよめる　楽しめる本

江戸　雪 すばる舎 2012

703 月の沼 Ｈ・Ｐ・ラヴクラフト パンローリング 2009

704
シャーロック・ホームズ「自転車乗りの
影」

アーサー・コナン・ドイル パンローリング 2011

705 シャーロック・ホームズ「三枚の学生」 アーサー・コナン・ドイル パンローリング 2011

706
シャーロック・ホームズ「サセックスの吸
血鬼」

アーサー・コナン・ドイル パンローリング 2012

707 シャーロック・ホームズ「橙の種五粒」 アーサー・コナン・ドイル パンローリング 2013

708
シャーロック・ホームズ「ライギット・パズ
ル」

アーサー・コナン・ドイル/大久保ゆう パンローリング 2011

709 シャーロック・ホームズ「株式仲買人」 アーサー・コナン・ドイル/大久保ゆう パンローリング 2011

710
シャーロック・ホームズ「響き渡る鐘の
音」

アーサー・コナン・ドイル/大久保ゆう パンローリング 2011

711 シャーロック・ホームズ「曲れる者」 アーサー・コナン・ドイル/大久保ゆう パンローリング 2011

712 シャーロック・ホームズ「死んだ悪女」 アーサー・コナン・ドイル/大久保ゆう パンローリング 2011

713 シャーロック・ホームズ「同一事件」 アーサー・コナン・ドイル/大久保ゆう パンローリング 2011

714 母を尋ねて三千里 アミーチス エドモンド・デ パンローリング 2009

715 中国百物語 アルファポリス/話梅子 パンローリング 2011

716 みにくいアヒルの子 アンデルセン ハンス・クリスチャン パンローリング 2009

717
70分でわかる ロミオとジュリエット ～シェ
イクスピアシリーズ1～

ウィリアム・シェイクスピア パンローリング 2011

718
60分でわかる ヴェニスの商人 ～シェイ
クスピアシリーズ2～

ウィリアム・シェイクスピア パンローリング 2011

719
60分でわかるハムレット～シェイクスピア
シリーズ3～

ウィリアム・シェイクスピア パンローリング 2012

720
50分でわかる夏の夜の夢～シェイクスピ
アシリーズ4～

ウィリアム・シェイクスピア パンローリング 2012
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721
50分でわかるマクベス～シェイクスピア
シリーズ5～

ウィリアム・シェイクスピア パンローリング 2012

722
60分でわかる お気に召すまま～シェイク
スピアシリーズ6～

ウィリアム・シェイクスピア パンローリング 2012

723
70分でわかるオセロー～シェイクスピア
シリーズ7～

ウィリアム・シェイクスピア パンローリング 2013

724
50分でわかる じゃじゃ馬馴らし～シェイ
クスピアシリーズ8～

ウィリアム・シェイクスピア パンローリング 2013

725 美女と野獣 ヴィルヌーヴ夫人 パンローリング 2009

726 盗まれた手紙 エドガー・アラン・ポー パンローリング 2009

727 モルグ街の殺人事件 エドガー・アラン・ポー パンローリング 2009

728 黒猫 エドガー・アラン・ポー パンローリング 2009

729 アッシャー家の崩壊 エドガー・アラン・ポー パンローリング 2009

730 ウィリアム・ウィルスン エドガー・アラン・ポー パンローリング 2009

731 落とし穴と振り子 エドガー・アラン・ポー パンローリング 2009

732 黄金虫 エドガー・アラン・ポー パンローリング 2009

733 十三時 エドガー・アラン・ポー パンローリング 2009

734 早すぎた埋葬 エドガー・アラン・ポー パンローリング 2009

735 メールストロムの旋渦 エドガー・アラン・ポー パンローリング 2009

736 賢者の贈り物 オー・ヘンリー パンローリング 2011

737 若草物語 オールコット／恩地三保子訳 パンローリング 1999

738 ブレーメンの音楽隊
グリム ヤーコプ・ルードヴィッヒ・カール/
グリム ヴィルヘルム・カール

パンローリング 2009

739 白雪姫
グリム ヤーコプ・ルードヴィッヒ・カール/
グリム ヴィルヘルム・カール

パンローリング 2009

740 かえるの王子様
グリム ヤーコプ・ルードヴィッヒ・カール/
グリム ヴィルヘルム・カール

パンローリング 2009

741 グリム童話全集
グリム ヤーコプ・ルードヴィッヒ・カール/
グリム ヴィルヘルム・カール

パンローリング 2011

742 ガリバー旅行記 スウィフト作／梅田昌志郎訳 パンローリング 1997

743 ジキル博士とハイド氏の怪事件 スティーヴンスン パンローリング 2009

744 マッチ売りの少女 ハンス・クリスチャン・アンデルセン パンローリング 2009

745 はだかの王様 ハンス・クリスチャン・アンデルセン パンローリング 2009

746 赤いくつ ハンス・クリスティアン・アンデルセン パンローリング 2009

747 竹取物語 パンローリング パンローリング 2012

748 小公女 フランシス・ホジソン・バーネット パンローリング 2009

749 変身 フランツ・カフカ パンローリング 2012

750 眠れる森の美女 ペロー シャルル パンローリング 2009
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751 長ぐつをはいた猫 ペローシャルル パンローリング 2009

752 ママと歌おう。英語で歌う日本の童謡 マザー・ターキー パンローリング 2011

753 フランダースの犬 マリー・ルイーズ・ド・ラ・ラメー パンローリング 2009

754 奇巌城 アルセーヌ・ルパン モーリス・ルブラン パンローリング 2009

755 探偵小説アルセーヌルパン モーリス・ルブラン パンローリング 2009

756 自己信頼 ラルフ・ウォルドー・エマソン パンローリング 2013

757
エルマーとドラゴン ～ふたりはともだち
～

ランダムハウス/ルース・スタイルズ・ガ
ネット

パンローリング 2011

758
エルマーのぼうけん ～あたしのパパのド
ラゴン～

ランダムハウス/ルース・スタイルズ・ガ
ネット

パンローリング 2011

759 イワンの馬鹿 レフ・ニコラエヴィチ・トルストイ パンローリング 2009

760 野菊の墓 伊藤 左千夫 パンローリング 2009

761 坊ちゃん 夏目漱石 パンローリング 2009

762 夏目漱石 「こころ」 夏目漱石 パンローリング 2011

763 夏目漱石「夢十夜」 夏目漱石 パンローリング 2011

764 夏目漱石「門」 夏目漱石 パンローリング 2012

765 海野十三 「科学が臍を曲げた話」 海野十三 パンローリング 2011

766 海野十三 「十八時の音楽浴」 海野十三 パンローリング 2011

767 芥川龍之介 01「魔術」 芥川龍之介 パンローリング 2009

768 芥川龍之介 02「杜子春」 芥川龍之介 パンローリング 2009

769 芥川龍之介 03「蜘蛛の糸」 芥川龍之介 パンローリング 2009

770 芥川龍之介 04「鼻」 芥川龍之介 パンローリング 2009

771 芥川龍之介 05「妙な話」 芥川龍之介 パンローリング 2009

772 芥川龍之介 「白」 芥川龍之介 パンローリング 2009

773 芥川龍之介 「犬と笛」 芥川龍之介 パンローリング 2009

774 芥川龍之介名作集 芥川龍之介 パンローリング 2009

775 芥川龍之介 「羅生門」 芥川龍之介 パンローリング 2011

776 芥川龍之介 「藪の中」 芥川龍之介 パンローリング 2011

777 芥川龍之介の桃太郎 芥川龍之介 パンローリング 2012

778 芥川龍之介の猿蟹合戦 芥川龍之介 パンローリング 2012

779 梶井基次郎 「桜の樹の下には」 梶井基次郎 パンローリング 2011

780 梶井基次郎 「檸檬」 梶井基次郎 パンローリング 2011
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781 梶井基次郎 「Kの昇天」 梶井基次郎 パンローリング 2012

782
アラジンとふしぎなランプ（アラビアンナイ
ト）

菊池 寛 パンローリング 2009

783
アリ・ババと四十人のどろぼう（アラビア
ンナイト）

菊池 寛 パンローリング 2009

784 船乗りシンドバッド（アラビアンナイト） 菊池 寛 パンローリング 2009

785 宮沢賢治 01「セロ弾きのゴーシュ」 宮沢賢治 パンローリング 2009

786 宮沢賢治 02「注文の多い料理店」 宮沢賢治 パンローリング 2009

787 宮沢賢治 03「ツェねずみ」 宮沢賢治 パンローリング 2009

788 宮沢賢治 04「毒もみの好きな署長さん」 宮沢賢治 パンローリング 2009

789 宮沢賢治 05「雨ニモマケズ」 宮沢賢治 パンローリング 2009

790 宮沢賢治 「双子の星」 宮沢賢治 パンローリング 2011

791 宮沢賢治 「風の又三郎」 宮沢賢治 パンローリング 2011

792 宮沢賢治「やまなし」 宮沢賢治 パンローリング 2011

793 宮沢賢治「よだかの星」 宮沢賢治 パンローリング 2011

794
宮沢賢治「銀河鉄道の夜 ～Nokto de la
Galaksia Fervojo～」

宮沢賢治 パンローリング 2011

795 宮沢賢治「狼森と笊森、盗森」 宮沢賢治 パンローリング 2011

796 怪談女の輪 鏡花 パンローリング 2012

797 旗本退屈男 ～第一話 旗本退屈男～ 佐々木味津三 パンローリング 2011

798 旗本退屈男 ～第二話 続旗本退屈男～ 佐々木味津三 パンローリング 2011

799
旗本退屈男 ～第三話 後の旗本退屈男
～

佐々木味津三 パンローリング 2011

800
旗本退屈男 ～第四話 京へ上った退屈
男～

佐々木味津三 パンローリング 2011

801 青春論 坂口安吾 パンローリング 2009

802 悪妻論 坂口安吾 パンローリング 2009

803 推理小説論 坂口安吾 パンローリング 2009

804 男女の交際について 坂口安吾 パンローリング 2009

805 私は海を抱きしめていたい 坂口安吾 パンローリング 2009

806 人生案内 坂口安吾 パンローリング 2009

807 予告殺人事件 坂口安吾 パンローリング 2009

808 坂口安吾名作集 坂口安吾 パンローリング 2009

809 続堕落論 坂口安吾 パンローリング 2011

810 堕落論 坂口安吾 パンローリング 2011
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811 白痴 坂口安吾 パンローリング 2011

812 恋愛論 坂口安吾 パンローリング 2011

813 ちるちる・みちる 山村 暮鳥 パンローリング 2009

814 源氏物語（一） 桐壺 紫式部, 与謝野晶子 パンローリング 2011

815 源氏物語（二） 帚木 紫式部, 与謝野晶子 パンローリング 2011

816 源氏物語（三） 空蝉 紫式部, 与謝野晶子 パンローリング 2011

817 源氏物語（四） 夕顔（ゆうがお） 紫式部, 与謝野晶子 パンローリング 2012

818 源氏物語（五） 若紫（わかむらさき） 紫式部, 与謝野晶子 パンローリング 2012

819 源氏物語（六） 末摘花（すえつむはな） 紫式部, 与謝野晶子 パンローリング 2012

820 源氏物語（七） 紅葉賀（もみじのが） 紫式部, 与謝野晶子 パンローリング 2012

821 源氏物語（八） 花宴（はなのえん） 紫式部, 与謝野晶子 パンローリング 2012

822 源氏物語（九） 葵（あおい） 紫式部, 与謝野晶子 パンローリング 2012

823 源氏物語（十） 賢木（さかき） 紫式部, 与謝野晶子 パンローリング 2012

824 源氏物語（十一） 花散里（はなちるさと） 紫式部, 与謝野晶子 パンローリング 2012

825 源氏物語（十二） 須磨（すま） 紫式部, 与謝野晶子 パンローリング 2012

826 源氏物語（十六） 関屋（せきや） 紫式部, 与謝野晶子 パンローリング 2013

827 源氏物語（十三） 明石（あかし） 紫式部, 与謝野晶子 パンローリング 2013

828 源氏物語（十四） 澪標（みおつくし） 紫式部, 与謝野晶子 パンローリング 2013

829 源氏物語（十五） 蓬生（よもぎう） 紫式部, 与謝野晶子 パンローリング 2013

830 源氏物語（十八） 松風（まつかぜ） 紫式部, 与謝野晶子 パンローリング 2013

831 源氏物語（十七） 絵合（えあわせ） 紫式部, 与謝野晶子 パンローリング 2013

832 シャーロック・ホームズ大人の楽しみ方 諸兄邦香 パンローリング 2009

833 小川未明 「赤いろうそくと人魚」 小川未明 パンローリング 2012

834 小川未明 「月夜とめがね」 小川未明 パンローリング 2012

835 小川未明 「赤い船」 小川未明 パンローリング 2012

836 小川未明 「電信柱と妙な男」 小川未明 パンローリング 2012

837 小川未明 「金の輪」 小川未明 パンローリング 2012

838 小川未明 「牛女」 小川未明 パンローリング 2012

839 小川未明 「眠い町」 小川未明 パンローリング 2012

840 小川未明 「黒い旗物語」 小川未明 パンローリング 2012
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841 小川未明「月と海豹」 小川未明 パンローリング 2013

842 耳無芳一の話 小泉八雲 パンローリング 2009

843 Lafcadio Hearn 「MUJINA」 小泉八雲 パンローリング 2011

844 Lafcadio Hearn 「ROKURO-KUBI」 小泉八雲 パンローリング 2011

845
Lafcadio Hearn 「THE STORY OF MIMI-
NASHI-HOICHI」

小泉八雲 パンローリング 2011

846 Lafcadio Hearn 「YUKI-ONNA」 小泉八雲 パンローリング 2011

847 小泉八雲 「ろくろ首」 小泉八雲 パンローリング 2011

848 小泉八雲 「雪女」 小泉八雲 パンローリング 2011

849 小泉八雲 「貉（むじな）」 小泉八雲 パンローリング 2011

850 蟹工船 小林 多喜二 パンローリング 2009

851 新美南吉 童話「ごん狐」 新美南吉 パンローリング 2009

852 神様、私をもっと生きさせて! 神田麻希子 パンローリング 2009

853 トカトントン 太宰 治 パンローリング 2009

854 走れメロス 太宰 治 パンローリング 2009

855 人間失格 太宰 治 パンローリング 2009

856 ヴィヨンの妻 太宰 治 パンローリング 2009

857 チャンス 太宰 治 パンローリング 2009

858 太宰治「I can speak」 太宰治 パンローリング 2011

859 太宰治「ア、秋」 太宰治 パンローリング 2011

860 太宰治「かくめい」 太宰治 パンローリング 2011

861 太宰治「かすかな声」 太宰治 パンローリング 2011

862 太宰治「たずねびと」 太宰治 パンローリング 2011

863 太宰治「ロマネスク」 太宰治 パンローリング 2011

864 太宰治「わが半生を語る」 太宰治 パンローリング 2011

865 太宰治「或る忠告」 太宰治 パンローリング 2011

866 太宰治「一歩前進二歩退却」 太宰治 パンローリング 2011

867 太宰治「一問一答」 太宰治 パンローリング 2011

868 太宰治「炎天汗談」 太宰治 パンローリング 2011

869 太宰治「黄金風景」 太宰治 パンローリング 2011

870 太宰治「音に就いて」 太宰治 パンローリング 2011
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871 太宰治「海」 太宰治 パンローリング 2011

872 太宰治「五所川原」 太宰治 パンローリング 2011

873 太宰治「砂子屋」 太宰治 パンローリング 2011

874 太宰治「三月三十日」 太宰治 パンローリング 2011

875 太宰治「散華」 太宰治 パンローリング 2011

876 太宰治「私信」 太宰治 パンローリング 2011

877 太宰治「自信の無さ」 太宰治 パンローリング 2011

878 太宰治「春」 太宰治 パンローリング 2011

879 太宰治「春昼」 太宰治 パンローリング 2011

880 太宰治「純真」 太宰治 パンローリング 2011

881 太宰治「緒方氏を殺した者」 太宰治 パンローリング 2011

882 太宰治「女人訓戒」 太宰治 パンローリング 2011

883 太宰治「小志」 太宰治 パンローリング 2011

884 太宰治「小説の面白さ」 太宰治 パンローリング 2011

885 太宰治「織田君の死」 太宰治 パンローリング 2011

886 太宰治「食通」 太宰治 パンローリング 2011

887 太宰治「心の王者」 太宰治 パンローリング 2011

888 太宰治「新しい形の個人主義」 太宰治 パンローリング 2011

889 太宰治「世界的」 太宰治 パンローリング 2011

890 太宰治「政治家と家庭」 太宰治 パンローリング 2011

891 太宰治「正直ノオト」 太宰治 パンローリング 2011

892 太宰治「青森」 太宰治 パンローリング 2011

893 太宰治「走ラヌ名馬」 太宰治 パンローリング 2011

894 太宰治「田舎者」 太宰治 パンローリング 2011

895 太宰治「美少女」 太宰治 パンローリング 2011

896 中島敦 「山月記」 中島敦 パンローリング 2012

897 四谷怪談 田中貢太郎 パンローリング 2011

898 円朝の牡丹燈籠 田中貢太郎 パンローリング 2012

899
四谷怪談・皿屋敷・牡丹燈籠(日本三大
怪談)

田中貢太郎 パンローリング 2012

900 一寸法師 楠山 正雄 パンローリング 2009
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901 文福茶がま 楠山 正雄 パンローリング 2009

902 かちかち山 楠山 正雄 パンローリング 2009

903 猿かに合戦 楠山 正雄 パンローリング 2009

904 花咲かじじい 楠山 正雄 パンローリング 2009

905 ねずみの嫁入り 楠山 正雄 パンローリング 2009

906 舌切りすずめ 楠山 正雄 パンローリング 2009

907 桃太郎 楠山 正雄 パンローリング 2009

908 浦島太郎 楠山 正雄 パンローリング 2009

909 金太郎 楠山 正雄 パンローリング 2009

910 こぶとりじいさん 楠山 正雄 パンローリング 2009

911 わらしべ長者 楠山 正雄 パンローリング 2009

912 瓜子姫子 楠山 正雄 パンローリング 2009

913 ジャックと豆の木 楠山正雄 パンローリング 2009

914 もみの木 楠山正雄 パンローリング 2009

915 牛若と弁慶 楠山正雄 パンローリング 2009

916 夢殿 楠山正雄 パンローリング 2009

917 おおかみと七ひきのこやぎ 楠山正雄 パンローリング 2009

918 楠山正雄名作集 楠山正雄 パンローリング 2009

919 坂本龍馬 全巻セット 1/2 白柳秀湖 パンローリング 2011

920 学問のすすめ 福沢諭吉 パンローリング 2009

921 人間腸詰 夢野久作 パンローリング 2011

922 死後の恋 夢野久作 パンローリング 2011

923 人の顔 夢野久作 パンローリング 2012

924 ルルとミミ 夢野久作 パンローリング 2012

925 押絵の奇蹟 夢野久作 パンローリング 2012

926 支那米の袋 夢野久作 パンローリング 2012

927 魯迅 「狂人日記」 魯迅 パンローリング 2012

928 シャーロックホームズ「赤毛連盟」 アーサー・コナン・ドイル パンローリングⅠ 2009

929 シャーロックホームズ「踊る人形」 アーサー・コナン・ドイル パンローリングⅠ 2009

930 シャーロックホームズ「ボヘミアの醜聞」 アーサー・コナン・ドイル パンローリングⅠ 2009
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931 シャーロックホームズ「まだらのひも」 アーサー・コナン・ドイル パンローリングⅠ 2009

932 シャーロックホームズ「蒼炎石」 アーサー・コナン・ドイル パンローリングⅠ 2009

933 シャーロックホームズ「土色の顔」 アーサー・コナン・ドイル パンローリングⅠ 2009

934 シャーロックホームズ「瀕死の探偵」 アーサー・コナン・ドイル パンローリングⅠ 2009

935 シャーロックホームズ「患者兼同居人」 アーサー・コナン・ドイル パンローリングⅠ 2009

936
シャーロックホームズ「グローリア・スコッ
ト号」

アーサー・コナン・ドイル パンローリングⅠ 2009

937 シャーロックホームズ「唇のねじれた男」 アーサー・コナン・ドイル パンローリングⅠ 2009

938 蒼ざめた馬 1/2 ロープシン　工藤正広訳 晶文社 2007

939 漆黒の馬 1/2 ロープシン　工藤正広訳 晶文社 2007

940 愛 1/3 ユーリー・オレーシャ　工藤正広訳 晶文社 2007

941 少年キム ラドヤード・キプリング　斎藤兆史訳 晶文社 2007

942 海とサルデーニャ D・H・ロレンス　武藤浩史訳 晶文社 2007

943 ネモ船長と青ひげ 私市保彦 晶文社 2007

944 天狗笑い　豊島与志雄童話集 1/3 豊島与志雄 晶文社 2007

945
怪盗対名探偵　フランス・ミステリーの歴
史

松村喜雄 晶文社 2007

946 明治の探偵小説 1/2 伊藤秀雄 晶文社 2007

947 野溝七生子というひと　散けし団欒 1/3 矢川澄子 晶文社 2007

948 長谷川四郎全集　第1巻 長谷川四郎 晶文社 2007

949 長谷川四郎全集　第2巻 長谷川四郎 晶文社 2007

950 長谷川四郎全集　第3巻 長谷川四郎 晶文社 2007

951 長谷川四郎全集　第4巻 長谷川四郎 晶文社 2007

952 長谷川四郎全集　第5巻 1/2 長谷川四郎 晶文社 2007

953 長谷川四郎全集　第6巻 長谷川四郎 晶文社 2007

954 長谷川四郎全集　第7巻 長谷川四郎 晶文社 2007

955 長谷川四郎全集　第8巻 長谷川四郎 晶文社 2007

956 長谷川四郎全集　第9巻 長谷川四郎 晶文社 2007

957 長谷川四郎全集　第10巻 長谷川四郎 晶文社 2007

958 長谷川四郎全集　第11巻 長谷川四郎 晶文社 2007

959 長谷川四郎全集　第11巻 長谷川四郎 晶文社 2007

960 長谷川四郎全集　第13巻 長谷川四郎 晶文社 2007



No. タイトル 著者 出版社 出版年

961 長谷川四郎全集　第14巻 長谷川四郎 晶文社 2007

962 長谷川四郎全集　第15巻 1/2 長谷川四郎 晶文社 2007

963 長谷川四郎全集　第16巻 1/2 長谷川四郎 晶文社 2007

964 フィリピーナはどこへ行った 白野慎也
情報センター出版
局

2007

965
水になった村-ダムに沈む村に生き続け
たジジババたちの物語 1/2

大西暢夫
情報センター出版
局

2008

966 がぶ呑み相談室 明川哲也
情報センター出版
局

2006

967
１週間でマスター 小説を書くならこの作
品に学べ！ 小説のメソッド２〈実践編〉

奈良裕明 雷鳥社 2005

968
１週間でマスター 長編小説のかたち 小
説のメソッド３〈未来への熱と力〉

奈良裕明 雷鳥社 2006

969
１週間でマスター　小説を書くための基
礎メソッド～小説のメソッド〔初級編〕～

奈良裕明 雷鳥社 2003

970 アマリア
シルヴィ ケッコネン、横山民司、 坂井玲
子

プレスポート・ 北欧
文化通信社

2008

971 ギスリのサガ 著者不詳、横山 民司、 渡辺 洋美
プレスポート・ 北欧
文化通信社

2008

972 ヘイムスクリングラ－北欧王朝史(1)
 スノッリ ストゥルルソン、横山民司、 谷
口幸男

プレスポート・ 北欧
文化通信社

2008

973 ヘイムスクリングラ－北欧王朝史(2)
 スノッリ ストゥルルソン、横山民司、 谷
口幸男

プレスポート・ 北欧
文化通信社

2009

974 ヘイムスクリングラ－北欧王朝史(3)
 スノッリ ストゥルルソン、横山民司、 谷
口幸男

プレスポート・ 北欧
文化通信社

2010

975 ヘイムスクリングラ－北欧王朝史(4)  
 スノッリ ストゥルルソン、横山民司、 谷
口幸男

プレスポート・ 北欧
文化通信社

2010

976 カレワラ タリナ
マルッティ・ハーヴィオ、横山民司、 坂井
玲子

プレスポート・ 北欧
文化通信社

2009

977 棕櫚の葉とバラの花　-独居老女悲話-
スティーグ クラーソン、横山民司、 鈴木
美智子

プレスポート・ 北欧
文化通信社

2009

978 ニルスの旅　―スウェーデン初等地理読本―
セルマ ラーゲレーヴ、横山民司、ヨーン
バウアー、 山崎陽子

プレスポート・ 北欧
文化通信社

2011

979 赤毛のエイリークの末裔たち -米大陸のアイスランド人入植者-
エルヴァ スィムンズソン、山元 正憲、横
山 民司、 ネルソン ジェラード

プレスポート・ 北欧
文化通信社

2012


