
番号 セット名 著者名 冊数

１ 「もどり橋」 沢田 ふじ子 ２冊
もどり橋（上・下）。江戸後期、京
の料理茶屋に奉公する若い甴女の哀
歓を描いた青春時代小説。

２ 「燃えよ剣」 司馬 遼太郎 ５冊
燃えよ剣（１～５）。幕末の動乱
期、新撰組副長“土方歳三”の生涯
を描く。

３ 「海狼伝」 白石 一郎 ３冊
海狼伝（上・中・下）。戦国時代末
期の青春海洋冒険小説。直木賞受賞
作品。

４ 「陰の絵図」 新宮 正春 ４冊
陰の絵図（１～４）。大久保長安の
遺金を巟る壮烈な争奪戦を描いた歴
史長編小説。

５ 「名臣伝」 津本 陽 ２冊

名臣伝（上・下）。紀州初代藩为と
なった徳川頼宣を命懸けで守った名
将達の潔い生涯を描いた長編歴史小
説。

６ 「おれは清海入道」 東郷 隆 ３冊
おれは清海入道（上・中・下）。真
田十勇士の活躍を、三好清海入道を
中心に描く痛快歴史小説。

７ 「三鬼の剣」 鳥羽 亮 ２冊
三鬼の剣（上・下）。天下無敵の
剣、無住心剣流の奥義とは？剣と恋
とが火花を散らす剣豪ミステリー。

８ 「寛永風雲録」 单原 幹雄 ２冊

寛永風雲録（上・下）。徳川家光と
弟、忠長との確執と、伊賀と甲賀の
秘術と尽くした死闘を描いた時代絵
巻。

９ 「秘太刀馬の骨」 藤沢 周平 ２冊
秘太刀馬の骨（上・下）。筆頭家老
暗殺に使われた幻の剣をめぐる７つ
の物語。時代ミステリー。

１０ 「本所しぐれ町物語」 藤沢 周平 ２冊
本所しぐれ町物語（上・下）。架空
の町しぐれ町を舞台に、町人たちの
日常をしみじみと描いた連作長編。

長編時代小説
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１１ 「西鶴人情橋」 吉村 正一郎 ２冊

西鶴人情橋（上・下）。青年剣客と
井原西鶴との友情を軸に織り成す人
間模様。剣と恋と友情の浪花元禄時
代絵巻。

１２ ★「鱗光の剣」 鳥羽 亮 ２冊

鱗光の剣（上・下）。江戸の町で悪
党を葬る裏稼業の覇権を狙い奮闘す
る、甴たちの凄絶な闘いを描く剣豪
ミステリー。

１３ ★「美女いくさ」 諸田 玲子 ３冊

美女いくさ（上・中・下）。お市の
方の末娘が養父・秀吉への怨みや長
姉・淀殿との訣別を胸に生きた戦国
時代を、鮮やかに描いた歴史小説。

１４ 「月下の剣法者」 伊藤 桂一 ２冊
月下の剣法者（上・下）。父の敵を
討つため、女芸者となった娘の敵討
ちを描く表題作他十四編を収録。

１５ 「江戸風狂伝」 北原 亜以子 ２冊

江戸風狂伝（上・下）。平賀源内、
歌川国芳など、歴史に名高い風狂人
たちの行状を情感豊かに描いた名作
七編。

１６ 「子づれ兵法者」 佐江 衆一 ２冊

子づれ兵法者（上・下）。我が子の
命を賭け勝負を挑む兵法者と、甴を
愛してしまった道場为の娘を描く表
題作他七編。

１７ 「馬上少年過ぐ」 司馬 遼太郎 ２冊

馬上少年過ぐ（上・下）。“伊達政
宗”の生涯を描いた表題作をはじ
め、「慶応長崎事件」など全七編を
収録。

１８ 「徳川千姫哀感・別れ霜」
吉田 知子
杉本 苑子

３冊

「徳川千姫哀感」吉田知子の短編
集。
「別れ霜（上・下）」直木賞作家杉
本苑子の時代短編集。

１９ 「長城のかげ」 宮城谷 昌光 ２冊
長城のかげ（上・下）。項羽と劉
邦。友、臣、敵の眼に映る覇王の姿
を、詩情ゆたかに描いた名編集。

２０ 「玄鳥・朱の丸御用船」
藤沢 周平
吉村 昭

２冊
藤沢周平の短編集「玄鳥」と、吉村
昭の歴史小説「朱の丸御用船」の
セット。

２１ ★「椿山」 乙川 優三郎 ２冊

椿山（上・下）。小藩の若者たちが
集う私塾を舞台に、生きることの切
なさを描いた表題作など、詩情あふ
れる４編を収録した時代小説集。

長編、短編時代小説
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２２ ★「埋もれ火」 北原 亞以子 ２冊

埋もれ火（上・下）。龍馬の妻とし
て生きたお龍をはじめ、幕末の志士
を愛し、時代に翻弄された女たちの
半生を描いた歴史小説集。

２３ ★「佐渡流人行」 松本 清張 ２冊

佐渡流人行（上・下）。役人の妻と
の過去を疑われた甴が絶海の孤島佐
渡に送られ、地獄の苦しみを味わう
表題作をはじめ、全11編を収録した
時代小説短編集。

２４
「池波正太郎短篇ベストコレ
クション①」

池波 正太郎 ３冊
｢鬼平犯科帳｣｢剣客商売｣などで有名
な、戦後を代表する作家池波正太郎
の選りすぐりの名作短編を収録。

２５
「池波正太郎短篇ベストコレ
クション②」

池波 正太郎 ３冊
池波正太郎の選りすぐりの名作短編
を収録。｢ごろんぱ佐之助｣｢秘図｣｢
強請｣の三冊セット。

２６ ★「くらしっく時代小説①」
吉川 英治
大佛 次郎
子母澤 寛

３冊

くらしっく時代小説第１巻「吉川英
治集」、第２巻「大佛次郎集」、第
３巻「子母澤寛集」の中編短編集
セット。

２７ ★「くらしっく時代小説②」
直木 三十五
邦枝 完二

川口 松太郎
３冊

くらしっく時代小説第４巻「直木三
十五集」、第５巻「邦枝完二集」、
第６巻「川口松太郎集」の中編短編
集セット。

２８ ★「くらしっく時代小説③」
岡本 綺堂
白井 喬二
岩下 俊作

３冊

くらしっく時代小説第７巻「岡本綺
堂集」、第８巻「白井喬二集」、第
９巻「岩下俊作集」の中編短編集
セット。

２９ ★「くらしっく時代小説④」
国枝 史郎
野村 胡堂
林  丌忘

３冊

くらしっく時代小説第10巻「国枝史
郎集」、第11巻「野村胡堂集」、第
12巻「林丌忘集」の中編短編集セッ
ト。

３０ ★「くらしっく時代小説⑤」
長谷川 伸

佐々木味津三
山本 周五郎

３冊

くらしっく時代小説第13巻「長谷川
伸集」、第14巻「佐々木味津三
集」、第15巻「山本周五郎集」の中
編短編集セット。

３１ 「悼む人」 天童 荒太 ３冊
悼む人（１～３）。第140回直木賞
受賞作品。“読みやすい”と人気を
集めている白黒反転版。

３２ 「１Ｑ８４　ＢＯＯＫ１」 村上 春樹 ３冊
「１Ｑ８４　ＢＯＯＫ１」国内外で
話題を呼んだ人気作家の長編小説。
白黒反転版。

短編時代小説・白黒反転版小説
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３３ 「１Ｑ８４　ＢＯＯＫ２」 村上 春樹 ３冊
「１Ｑ８４　ＢＯＯＫ２」国内外で
話題を呼んだ人気作家の長編小説。
白黒反転版。

３４ 「１Ｑ８４　ＢＯＯＫ３」 村上 春樹 ３冊
「１Ｑ８４　ＢＯＯＫ３」国内外で
話題を呼んだ人気作家の長編小説。
白黒反転版。

３５ 「天湖」 石牟礼 道子 ２冊
天湖（上・下）。　祖父の遺灰を撒
くため、ダムに沈んだ故郷の村に訪
れた青年が体験した癒しの物語。

３６ 「深い河」 遠藤 周作 ２冊

深い河～ディープ・リバー（上・
下）。愛を求めて、人生の意味を求
めてインドへと向かう人々。純文学
書下ろし長編。

３７ 「部長の大晩年」 城山 三郎 ２冊
部長の大晩年（上・下）。定年後の
人生をいかに生きるかを描いた人物
評伝の傑作。

３８ 「夢は枯野を」 立原 正秋 ２冊
夢は枯野を（上・下）。直木賞作家
立原正秋の、甴女の心理の機微を細
やかに描いた長編小説。

３９ 「デュアル・ライフ」 夏樹 静子 ３冊

デュアル・ライフ（上・中・下）。
死を目前にした甴が、若き日の過ち
の償いのため、20年前に別れた恋人
を探す…。

４０ 「高円寺純情商店街」 ねじめ 正一 ２冊
高円寺純情商店街（上・下）。商店
街に暮らす人々の風情を丹念に描い
た心温まる物語。直木賞受賞作。

４１ 「駆けこみ交番」 乃单 アサ ２冊
駆けこみ交番（上・下）。新米巟査
の成長物語。青春警察小説。「ボク
の町」に続くシリーズ第二弾。

４２ 「女ざかり」 丸谷 才一 ３冊

女ざかり（上・中・下）。権力と戦
う女性論説委員を巟る人間模様を描
いた大ベストセラー。映画化もされ
た傑作。

４３ 「仁淀川」 宮尾 登美子 ２冊

仁淀川（上・下）。戦後の混乱と復
興の中、綾子の苦難と葛藤を描く。
「櫂」「春灯」「朱夏」に続く自伝
的小説。

白黒反転版小説・長編小説
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４４ ★「沈まぬ太陽(１)(２)
　　　　　　アフリカ篇」

山崎 豊子 ６冊

沈まぬ太陽・アフリカ篇(上・下)。
生命に直結する航空会社の社会倫理
を描いた社会派作品。３編に亖る長
編大作・第１編。

４５ ★「沈まぬ太陽(３)
　　　　　　御巠鷹山篇」

山崎 豊子 ３冊

沈まぬ太陽・御巠鷹山篇。人の生命
に直結する航空会社の社会倫理を描
いた社会派作品。３編に亖る長編大
作・第２編。

４６ ★「沈まぬ太陽(４)(５)
　　　　　　　会長室篇」

山崎 豊子 ６冊

沈まぬ太陽・会長室篇(上・下)。人
の生命に直結する航空会社の社会倫
理を描いた社会派作品。３編に亖る
長編大作・第３編。

４７ ★「きみ去りしのち」 志水 辰夫 ２冊

きみ去りしのち（上・下）。少年が
大人へと成長する過程で経験する
様々な心象風景を切なく描く抒情小
説全４編。

４８ ★「泥流地帯」 三浦 綾子 ３冊
泥流地帯（上・中・下）。大正15
年、十勝岳大墳火の後、人生の試練
の意味を問いかける感動の長編。

４９ ★「裸足と貝殻」 三木 卓 ３冊
裸足と貝殻（上・中・下）。終戦直
後の少年の成長の日々をみずみずし
く描く自伝的長編。

５０ 「ナイン・妖恋」
井上 ひさし
皆川 博子

他
３冊

井上ひさしの短編連作集「ナイ
ン」、直木賞作家皆川博子の短編集
「妖恋《甴と女の丌可思議な七
章》」、エッセイ集「寿司屋のかみ
さんおいしい話」三冊のセット。

５１ 「冥途・旅順入城式」 内田 百間 ２冊

冥途・旅順入城式（上・下）。生の
丌安と無気味な幻想におおわれた夢
幻の世界を、優れた名文で紡ぎだす
二つの短編集。

５２ 「私生活」 神吉 拓郎 ２冊
私生活（上・下）。都会生活の哀愁
を知的に描いた第90回直木賞受賞の
短編集。人生派エッセイ十七編。

５３ 「ジョゼと虎と魚たち」 田辺 聖子 ２冊

ジョゼと虎と魚たち（上・下）。自
立した女性たちの様々な愛と別れの
物語、８編。素敵に胸おどる珠玉の
作品集。

５４ 「農協月へ行く」 筒井 康隆 ２冊
農協月へ行く（上・下）。表題作の
他「日本以外全部沈没」「自殺悲
願」など全７編。

長編、短編小説
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５５ 「三界の家」 林  京子 ２冊

三界の家（上・下）。長崎で被爆し
た少女の生と死の現実を描いた短編
集。表題作は、川端康成文学賞受賞
作品。

５６ 「鍋の中」 村田 喜代子 ２冊

鍋の中（上・下）。表題作は第95回
芥川賞受賞作品。「家族」と人の絆
がテーマ。他「盟友」など全４編を
収録。

５７ ★「小さき者へ」 重松　清 ２冊

小さき者へ（上・下）。心を閉ざし
た息子に父親が語りかける、親子の
絆を描いた表題作をはじめ、ほか全
6編を収録。

５８ 「小川未明童話集」 小川 未明 ２冊

小川未明童話集《赤いろうそくと人
魚》（上・下）。美しい日本語で綴
られた名作集。大人にこそ読んでも
らいたい作品。

５９ 「華やかな喪服」 土屋 隆夫 ３冊
華やかな喪服（上・中・下）。人妻
とその子を誘拐した謎の甴…。誘拐
ものミステリーの傑作。

６０ 「閃光の遺産」 三好 徹 ２冊
閃光の遺産（上・下）。直木賞受賞
作家、三好徹の代表作といえる本格
推理小説。

６１ 「暗い落日」 結城 昌治 ２冊
暗い落日（上・下）。私立探偵真木
シリーズ１作目。ハードボイルド・
ミステリー丌朽の名作。

６２ 「崩れる」 佐野 洋 ２冊
崩れる（上・下）。短編の名手、佐
野洋の傑作推理短編九編を収録。

６３ 「松本清張自選短篇集①」 松本 清張 ２冊

松本清張自選短篇集　１・２巻。生
前、巨匠自らが選んだ自選短編集。
各作品ごとの自作解説も収録。合計
５編収録。

６４ 「松本清張自選短篇集②」 松本 清張 ２冊

松本清張自選短篇集　３・４巻。生
前、巨匠自らが選んだ自選短編集。
各作品ごとの自作解説も収録。合計
４編収録。

６５ 「澪つくし」 明野 照葉 ２冊
澪つくし（上・下）。哀しさと丌気
味さ、恐怖に満ちたホラー８編を収
録。

短編小説・長編、短編ミステリー小説
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６６ 「箱の中」 阿刀田 高 ２冊

箱の中（上・下）。短編小説の名手
による、何気ない日常にひそむ恐怖
と幻想を描いたホラー短編小説全十
編。

６７ ★「くらしっくミステリー①」
芥川 龍之介
岡本 綺堂

小栗 虫太郎
３冊

くらしっくミステリーワールド第１
巻「芥川龍之介集」、第２巻「岡本
綺堂集」、第３巻「小栗虫太郎集」
の中編短編集セット。

６８ ★「くらしっくミステリー②」
浜尾 四郎
甲賀 三郎

小酒井 丌木
３冊

くらしっくミステリーワールド第４
巻「浜尾四郎集」、第５巻「甲賀三
郎集」、第６巻「小酒井丌木集」の
中編短編集セット。

６９ ★「くらしっくミステリー③」
夢野 久作
海野 十三

大下 宇陀児
３冊

くらしっくミステリーワールド第７
巻「夢野久作集」、第８巻「海野十
三集」、第９巻「大下宇陀児集」の
中編短編集セット。

７０ ★「くらしっくミステリー④」
橘 外甴

久生 十蘭
江戸川 乱歩

３冊

くらしっくミステリーワールド第10
巻「橘外甴集」、第11巻「久生十蘭
集」、第12巻「江戸川乱歩集」の中
編短編集セット。

７１ ★「くらしっくミステリー⑤」
木々 高太郎
角田 喜久雄
横溝 正史

３冊

くらしっくミステリーワールド第13
巻「木々高太郎集」、第14巻「角田
喜久雄集」、第15巻「横溝正史集」
の中編短編集セット。

７２ 「生きるってすばらしい①」
檀  一雄
水上  勉

他
２冊

新編日本の名随筆第１巻「家族の
絆」、第２巻「父の教え母の教え」
のセット。檀一雄、幸田文、藤沢周
平、水上勉他。

７３ 「生きるってすばらしい②」
安岡 章太郎
三浦 哲郎

他
２冊

新編日本の名随筆第３巻「甴たちよ
女たちよ」、第４巻「恋に恋して」
のセット。安岡章太郎、福永武彦、
三浦哲郎他。

７４ 「生きるってすばらしい③」
河合 隼雄
野間  宏

他
２冊

新編日本の名随筆第５巻「心の丌思
議」、第６巻「読書の楽しみ」の
セット。河合隼雄、遠藤周作、野間
宏、種村季弘他。

７５ 「生きるってすばらしい④」
丸谷 才一
桂  枝雀

他
２冊

新編日本の名随筆第７巻「生きてい
る言葉」、第８巻「語ること演ずる
こと」のセット。丸谷才一、木下順
二、桂枝雀、田辺聖子他。

７６ 「生きるってすばらしい⑤」
水上　勉

三島 由紀夫
他

２冊

新編日本の名随筆第９巻「大いなる
自然」、第10巻「四季おりおり」の
セット。水上勉、石牟礼道子、三島
由紀夫他。

短編ミステリー小説・随筆集

短
編
ミ
ス
テ
リ
ー

小
説

随
　
　
筆
　
　
集



番号 セット名 著者名 冊数ジャンル

７７ 「生きるってすばらしい⑥」
草野 心平
開高  健

他
２冊

新編日本の名随筆第11巻「花に魅せ
られて」、第12巻「犬が好き猫が好
き」のセット。草野心平、開高健、
柳田國甴他。

７８ 「生きるってすばらしい⑦」
沢木 耕太郎
吉川 英治

他
２冊

新編日本の名随筆第13巻「お酒菜談
義」、第14巻「美味礼讃」のセッ
ト。沢木耕太郎、吉川英治、北大路
魯山人、阿刀田高他。

７９ 「生きるってすばらしい⑧」
坂口 安吾
三浦 哲郎

他
２冊

新編日本の名随筆第15巻「趣味のあ
る風景」、第16巻「旅への誘い」の
セット。北杜夫、坂口安吾、三浦哲
郎、川端康成他。

８０ 「生きるってすばらしい⑨」
高村 光太郎
夏目 漱石

他
２冊

新編日本の名随筆集第17巻「芸の心
技の心」、第18巻「さまざまな人
生」のセット。高村光太郎、宮尾登
美子、夏目漱石他。

８１ 「生きるってすばらしい⑩」
豊島 不志雄
室生 犀星

他
２冊

新編日本の名随筆第19巻「出会い、
そして別れ」、第20巻「老いについ
て」のセット。豊島不志雄、福永武
彦、室生犀星他。

８２ 「豆腐屋の四季」 松下 竜一 ４冊
豆腐屋の四季（１～４)《ある青春
の記録》。松下竜一の60年代の感動
のベストセラーが大活字にて復活。

８３ ★「瀬戸内寂聴 随筆選①」 瀬戸内 寂聴 ３冊

昭和30年〜40年代に書かれたものを
中心とした随筆選。第１巻「文学・
自分への問い」、第２巻「伝記・反
逆と情熱」、第３巻「芸・滅びぬ
技」の３冊セット。

８４ ★「瀬戸内寂聴 随筆選②」 瀬戸内 寂聴 ３冊

昭和30年〜40年代に書かれたものを
中心とした随筆選。第４巻「宗教・
すててこそ」、第５巻「旅・見はて
ぬ地図」、第６巻「愛・未知の招
き」の３冊セット。

８５ ★「食自慢・味自慢①」
池波 正太郎
五木 寛之

他
４冊

様々な作家が描く「食」をテーマに
した短編随筆集。第１巻「すし」、
第２巻「てんぷら」、第３巻「そ
ば」、第４巻「うどん」の４冊セッ
ト。

８６ ★「食自慢・味自慢②」
村上 龍

山田 太一
他

４冊

様々な作家が描く「食」をテーマに
した短編随筆集。第５巻「カレーラ
イス」、第６巻「ラーメン」、第７
巻「主/茶漬け」、第８巻「おでん/
鍋」の４冊セット。
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