
NO.1/19

注文日 　　　　　年　　　月　　　日

搬入日 　　　　　年　　　月　　　日 　               2021年2月10日更新

　　　河出書房新社　営業部
条件　 □3ヶ月延勘（60冊以上） 　　　　ＴＥＬ　03-3404-1201

↑チェックを入れてください 　　　　ＦＡＸ　03-3404-0338
整理 本体 ベスト ベスト ベスト ベスト 担当者より ＩＳＢＮ
番号 価格 30 60 120 200 いちおしポイント！ 9784309-

あ1-1 青春デンデケデケデケ 芦原すなお 600 92年映画化のロングセラー 403526

あ9-4 東京プリズン 赤坂真理 920 ★ ★ ★ ★ 「平成の30冊」に選出！ 412993

あ17-1 窓の灯 青山七恵 420 デビュー作！ 408668

あ17-2 ひとり日和 青山七恵 570 ★ ★ ★ 07年度芥川賞受賞作 410067

あ17-3 やさしいため息 青山七恵 520 芥川賞受賞後第一作 410784

あ17-4 風 青山七恵 550 415246

あ20-1 郵便的不安たちβ 東浩紀 950 初期の主著 410760

あ20-2 サイバースペースはなぜそう呼ばれるか＋ 東浩紀 950 90年代の主要論考集 410692

あ20-4 クォンタム・ファミリーズ 東浩紀 760 第23回三島由紀夫賞受賞作 411989

あ20-5 クリュセの魚 東浩紀 720 414737

あ23-1 白隠禅師 秋月龍珉 760 ★ 白隠禅の絶好の入門書 412511

あ25-1 復讐プランナー あさのあつこ 450 学校を舞台にした小説 412856

あ26-1 アリス殺人事件 有栖川有栖／宮部みゆき　ほか 830 414553

あ27-1 性・差別・民俗 赤松啓介 830 415277

あ28-1 花嫁のさけび 泡坂妻夫 780 415772

あ28-2 妖盗Ｓ７９号 泡坂妻夫 950 415857

あ28-3 迷蝶の島 泡坂妻夫 720 415963

あ28-4 死者の輪舞 泡坂妻夫　新保博久解説 890 ★ ★ ★ 416656

あ28-5 毒薬の輪舞 泡坂妻夫 890 416786

あ29-1 ギャグ・マンガのヒミツなのだ！ 赤塚不二夫 780 415888

あ30-1 ヒマラヤ聖者の太陽になる言葉 ヨグマタ相川圭子 500 416397

あ31-1 完全版　本能寺の変　４３１年目の真実 明智憲三郎 790 ★ ★ ★ ★ 416298

あ32-1 オイディプスの刃 赤江瀑 980 417097

あ33-1 アメリカ怪談集 荒俣宏編 1,000 467023

あ34-1 日航１２３便　墜落の新事実 青山透子 800 417509
あ35-1 非色 有吉佐和子 900 417813
い1-13 ヰタ・マキニカリス 稲垣足穂 1,200 ★ ★ ★ 415000

い1-14 少年愛の美学　Ａ感覚とＶ感覚 稲垣足穂 1,200 415147

い1-15 天体嗜好症 稲垣足穂 1,200 415291

い9-3 ミーのいない朝 稲葉真弓 650 413945

い16-1 助手席にて、グルグル・ダンスを踊って 伊藤たかみ 520 文藝賞受賞作 408187

い16-3 ロスト・ストーリー 伊藤たかみ 800 408248

い18-1 ノーライフキング いとうせいこう 570 ★ ★ デビュー作！ 409184

い18-2 小説の聖典 いとうせいこう／奥泉光／渡部直己 850 漫談小説論 411866

い18-3 自己流園芸ベランダ派 いとうせいこう 730 『ボタニカル・ライフ』続編 413037

い18-4 想像ラジオ いとうせいこう 450 ★ ★ ★ ★ 感動のベストセラー！ 413457

い20-2 みずうみ いしいしんじ 560 傑作長編小説 410494

い23-1 肝心の子供／眼と太陽 磯崎憲一郎 650 デビュー作！ 410661

い23-2 世紀の発見 磯崎憲一郎 650 小説の無限の可能性 411514

い24-1 巴里の空の下オムレツのにおいは流れる 石井好子 630 ★ ★ 料理エッセイの元祖 410937

い24-2 東京の空の下オムレツのにおいは流れる 石井好子 690 410999

い24-3 女ひとりの巴里ぐらし 石井好子 650 三島由紀夫推薦 411163

い24-4 いつも異国の空の下 石井好子 760 411323

い24-5 バタをひとさじ、玉子を３コ 石井好子 630 412955

い24-6 私の小さなたからもの 石井好子 640 413433

い24-7 人生はこよなく美しく 石井好子 700 414409

い24-8 いつも夢をみていた 石井好子 800 417646

い27-1 中世幻想世界への招待 池上俊一 1,300 狼男、妖精、聖人伝説・・・ 411729

い30-1 レクィエムの歴史 井上太郎 1,400 中世ヨーロッパから現代日本まで 412115

い31-1 椿の海の記 石牟礼道子 850 ★ ★ 著者最高傑作 412139

い31-2 なみだふるはな 石牟礼道子／藤原新也 850 417363

注文書名 著者/訳者 在庫

番線印 河出文庫全点注文書
【ランクの設定】
★ベスト30・・・棚必備、面陳もおすす
めの全国売行上位銘柄。
★ベスト60・120・200・・・書店様の棚の
規模に応じて欠本調査時にご活用くだ
さい。
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い32-2 池上彰の　あした選挙へ行くまえに 池上彰 500 414591

い33-1 飢餓浄土 石井光太 680 412689

い35-1 池澤夏樹の世界文学リミックス 池澤夏樹 920 414096

い35-2 うつくしい列島 池澤夏樹 920 ★ ★ 416441

い38-1 漱石入門 石原千秋 830 414775

い39-1 空間へ 磯崎新 1,400 415734

い40-1 忘れられたワルツ 絲山秋子 690 415871

い40-2 薄情 絲山秋子 720 ★ ★ ★ 416236

い40-3 小松とうさちゃん 絲山秋子 720 417226

い41-1 家と庭と犬とねこ 石井桃子 680 ★ ★ 415918

い41-2 みがけば光る 石井桃子 740 415956

い41-3 プーと私 石井桃子 740 ★ ★ 416038

い41-4 新しいおとな 石井桃子 740 416113

い42-1 漫画超進化論 石ノ森章太郎 740 416793

い43-1 アトリエ・インカーブ物語 今中博之 900 417585

う3-1 スカートの下の劇場 上野千鶴子 720 ★ ★ 416816

う3-4 結婚帝国 上野千鶴子／信田さよ子 820 410814

う9-1 ヘタな人生論よりイソップ物語 植西聰 600 累計14万部のベストセラー 408736

う12-1 センセイの書斎 内澤旬子 750 本が誕生する場所訪問記 410609

う15-1 今日もあの子が机にいない 上原善広 880 416502

う15-2 幻の韓国被差別民 上原善広 900 416625

え1-8 盲獣・陰獣 江戸川乱歩 780 ★ 416427

え2-1 白磁の人 江宮隆之 580 405018

え4-5 狐狸庵人生論 遠藤周作 680 409405

え6-1 マリア・テレジア 江村洋 1,200 ハプスブルクフェアおすすめ！ 412467
え7-1 屍者の帝国 伊藤計劃／円城塔 780 ★ ★ SUGOI JAPAN2016第1位 413259
え7-2 シャッフル航法 円城塔 780 416359

え8-1 江口寿史の正直日記 江口寿史 900 413778

え9-1 樺美智子　安保闘争に倒れた東大生 江刺昭子 980 417554

お2-7 サンカの民を追って 岡本綺堂ほか 840 413563

お2-8 見た人の怪談集 岡本綺堂ほか 720 414508

お6-3 履き忘れたもう片方の靴 大石圭 500 ホラー小説 409344

お13-1 花は志ん朝 大友浩 750 志ん朝師匠の評伝 408071

お15-2 旅芸人のいた風景 沖浦和光 740 414720

お15-3 陰陽師とはなにか 沖浦和光 740 415123

お15-4 天皇と賤民の国 沖浦和光 860 ★ 416670

お18-1 黒死館殺人事件 小栗虫太郎 900 ★ ★ 日本三大奇書の一つ 409054

お18-2 二十世紀鉄仮面 小栗虫太郎 800 415475

お18-3 人外魔境 小栗虫太郎 920 415864

お18-4 紅殻駱駝の秘密 小栗虫太郎 800 416342

お18-5 法水麟太郎全短篇 小栗虫太郎　日下三蔵編 1,100 ★ ★ 416724

お19-1 第七官界彷徨 尾崎翠 670 ★ ★ 妄想乙女変愛小説 409719
お20-13 ＮＯＶＡ　２０１９年春号 大森望責任編集 920 ★ ★ ★ 416519
お20-14 ＮＯＶＡ　２０１９年秋号 大森望責任編集 920 417059

お23-1 アーティスト症候群 大野左紀子 760 410944

お24-2 考えるということ 大澤真幸 880 415062

お26-1 ブラザー・サン　シスター・ムーン 恩田陸 470 ベストセラー 411507

お27-1 小川洋子の偏愛短篇箱 小川洋子編著 940 谷崎から田辺聖子まで 411552

お27-2 言葉の誕生を科学する 小川洋子／岡ノ谷一夫 640 412559

お27-3 小川洋子の陶酔短篇箱 小川洋子編著 860 ★ ★ 415369

お30-1 犬はいつも足元にいて 大森兄弟 560 文藝賞受賞作 412436
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お31-1 日本人の神 大野晋 620 ★ 仕掛けでも売れます！ 412658

お33-1 五代友厚 織田作之助 620 414331

お34-1 『吾輩は猫である』殺人事件 奥泉光 1,100 414478

お34-2 坊っちゃん忍者幕末見聞録 奥泉光 830 415253

お34-3 夏目漱石、読んじゃえば？ 奥泉光 680 416069

お35-1 生きるための哲学 岡田尊司 720 414881

お35-2 夫婦という病 岡田尊司 700 ★ ★ 415949
お36-1 みんな酒場で大きくなった 太田和彦 660 415017
お36-2 居酒屋道楽 太田和彦 890 417486
お38-1 おばんざい　春と夏 大村しげ　秋山十三子　平山千鶴 720 417523

お38-2 おばんざい　秋と冬 大村しげ　秋山十三子　平山千鶴 720 417530

お39-1 果てまで走れ！　１５７ヵ国、自転車で地球一周１５万キロの旅 小口良平 780 417660

お40-1 チッソは私であった 緒方正人 1,100 417844

か0-10 太宰よ！　４５人の追悼文集 河出書房新社編集部編 830 ★ ★ 416144

か9-1 小春日和 金井美恵子 640 405711

か9-5 柔らかい土をふんで、 金井美恵子 720 409504

か9-6 岸辺のない海 金井美恵子 1,200 初期の大傑作 409757

か10-1 学校の青空 角田光代 570 ★ ★ 415901

か10-2 東京ゲスト・ハウス 角田光代 450 407609

か10-4 福袋 角田光代 570 少しブラックな短編集 410562

か10-5 異性 角田光代／穂村弘 530 ★ ★ 恋愛考察エッセイ 413266

か13-1 二匹 鹿島田真希 520 デビュー作！ 407746

か13-3 冥土めぐり 鹿島田真希 490 芥川賞受賞作 413389

か15-2 大化の改新 海音寺潮五郎 950 409016

か25-1 学校では教えてくれないお金の話 金子哲雄 560 412474

か26-1 あかねさす―新古今恋物語 加藤千恵 480 せつない恋愛小説集 412498

か26-2 ラジオラジオラジオ！ 加藤千恵 630 416809

か27-1 時代劇は死なず！　完全版 春日太一 740 デビュー作、大幅増補 413495

か28-1 中世音楽の精神史 金澤正剛 1,100 中世音楽の謎に迫る 413525

か30-1 １％の力 鎌田實 500 414607

か31-1 私が語り伝えたかったこと 河合隼雄 680 415178

か31-2 こころとお話のゆくえ 河合隼雄 640 415581

か32-1 カネと暴力の系譜学 萱野稔人 740 415321

か33-1 海鰻荘奇談 香山滋 820 415789

か34-1 絶望読書 頭木弘樹 880 ★ ★ 416472

か36-1 実話怪談　でる場所 川奈まり子 760 416977

か37-1 生き抜くための整体 片山洋次郎 690 ★ ★ ★ 417288

か38-1 井村雅代　不屈の魂 川名紀美 880 417462

か39-1 魚の水（ニョクマム）はおいしい 開高健 880 417721

き3-1 憂鬱と官能を教えた学校　上 菊地成孔／大谷能生 1,050 410166

き3-2 憂鬱と官能を教えた学校　下 菊地成孔／大谷能生 950 410173

き3-3 Ｍ／Ｄ　上 菊地成孔／大谷能生 1,400 410968

き3-4 Ｍ／Ｄ　下 菊地成孔／大谷能生 1,400 411064

き3-5 服は何故音楽を必要とするのか？ 菊地成孔 900 音楽から考えるファッション 411927

き3-6 ユングのサウンドトラック 菊地成孔 1,100 書評/映画評 414034

き4-2 わたしの週末なごみ旅 岸本葉子 790 411682

き5-1 白きたおやかな峰 北杜夫 850 山岳文学の傑作 411392

き6-1 かめくん 北野勇作 740 第22回日本SF大賞受賞作 411675

き6-3 カメリ 北野勇作 820 414584

き7-1 すいか　１ 木皿泉 700 ★ 伝説のドラマシナリオブック 412375

き7-2 すいか　２ 木皿泉／山田あかね 700 ★ 　解説：松田青子 412382

菊地成孔代表作

東京大学でのマイルス講義
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さい。

き7-3 ＯＮ　ＴＨＥ　ＷＡＹ　ＣＯＭＥＤＹ　道草　平田家の人々篇 木皿泉 660 ラジオドラマシナリオブック 412634

き7-4 ＯＮ　ＴＨＥ　ＷＡＹ　ＣＯＭＥＤＹ　道草　愛はミラクル篇 木皿泉 660 解説：高山なおみ 412641

き7-5 ＯＮ　ＴＨＥ　ＷＡＹ　ＣＯＭＥＤＹ　道草　袖ふれあう人々篇 木皿泉 660 解説＝福島三郎＆高草木恵 412740

き7-6 ＯＮ　ＴＨＥ　ＷＡＹ　ＣＯＭＥＤＹ　道草　浮世は奇々怪々篇 木皿泉 660 解説＝ロバート キャンベル 412757

き7-7 昨夜のカレー、明日のパン 木皿泉 600 ★ ★ ★ ★ 第11回本屋大賞2位！ 414263

き7-8 Ｑ１０　１ 木皿泉 800 416458

き7-9 Ｑ１０　２ 木皿泉　戸部田誠解説 800 416465

き7-10 くらげが眠るまで 木皿泉 720 417189

き7-11 さざなみのよる 木皿泉 600 417837

き9-1 魯山人の真髄 北大路魯山人 760 413938

き11-1 三面鏡の恐怖 木々高太郎 740 415987

き12-1 グローバライズ 木下古栗 760 ★ 416717

き13-1 被差別部落とは何か 喜田貞吉 900 ★ 416854

き14-1 天下奪回 北沢秋 750 ★ ★ 417165

き15-1 奥さまは愛国 北原みのり／朴順梨 1,080 417349

く6-1 暗い旅 倉橋由美子 700 倉橋初の長編小説 409238

く6-2 完本　酔郷譚 倉橋由美子 1,000 最後の連作小説 411484

く10-1 私の部屋のポプリ 熊井明子 750 名エッセイ完全復刻 411286

く12-1 不思議の国のアリス　完全読本 桑原茂夫 820 ★ ★ 413907

く13-1 感じることば 黒川伊保子 630 414621

く16-1 あなたを奪うの 彩瀬まる／窪美澄／千早茜／花房観音／宮木あや子 580 415154

く16-2 アカガミ 窪美澄 580 ★ ★ ★ 416380

く16-3 すみなれたからだで 窪美澄 680 417592

く17-1 いつ殺される 楠田匡介 830 415840

く18-1 無言館　戦没画学生たちの青春 窪島誠一郎 880 416045

く19-1 栗山魂 栗山英樹 660 416403

く20-1 死してなお踊れ 栗原康 920 416861

こ2-1 長嶋茂雄語録 小林信也編 660 「肉体を持った言葉」（糸井重里） 412214

こ3-1 深夜のネコ 小池真理子 600 405353

こ3-2 感傷的な午後の珈琲 小池真理子 720 417158

こ6-2 シャーロック・ホームズ入門百科 小林司／東山あかね 830 ★ ★ 464886

こ7-2 世の中ついでに生きてたい 古今亭志ん朝 760 師匠初の対談集 411200

こ9-4 エンキョリレンアイ 小手鞠るい 780 416687

こ10-2 異体字の世界　最新版 小池和夫 760 名著ロングセラー！ 412443

こ11-1 退屈論 小谷野敦 680 408712

こ12-3 文豪のきもの 近藤富枝 780 417240

こ13-4 天下一品 小島政二郎 760 411651

こ16-1 小松左京セレクション　１ 小松左京　東浩紀編 950 ★ 第一弾テーマ「日本」 411149

こ16-2 小松左京セレクション　２ 小松左京　東浩紀編 950 第二弾テーマ「未来」 411378

こ18-1 人生という旅 小檜山博 760 感動エッセイ 412191

こ18-2 人生讃歌 小檜山博 760 414782

こ19-1 おなかがすく話 小林カツ代 640 エッセイ49編+レシピ 413501

こ19-2 小林カツ代のおかず道場 小林カツ代 780 414843

こ19-3 小林カツ代のきょうも食べたいおかず 小林カツ代 640 416083

こ21-1 蟇屋敷の殺人 甲賀三郎 800 415338

こ23-1 先生と僕　夏目漱石を囲む人々　青春篇 香日ゆら 830 ★ 416496

こ23-2 先生と僕　夏目漱石を囲む人々　作家篇 香日ゆら 830 416571

こ24-1 教科書では教えてくれない　ゆかいな日本語 今野真二 680 416533

こ24-2 教科書では教えてくれないゆかいな語彙力入門 今野真二 740 417011

こ24-3 日本語　ことばあそびの歴史 今野真二 1,100 417806

こ25-1 ときめき百人一首 小池昌代 800 416892
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こ26-1 愛のかたち 小林紀晴 1,050 417196

さ1-6 心霊殺人事件 坂口安吾 740 ★ ★ ★ 416700

さ1-7 復員殺人事件 坂口安吾 840 417028

さ3-1 四万十川　第1部 笹山久三 600 文藝賞受賞作 402956

さ3-5 四万十川　第4部 笹山久三 563 404608

さ3-6 四万十川　第5部 笹山久三 520 404936

さ11-1 ボディ・レンタル 佐藤亜有子 500 デビュー作！ 405766

さ18-1 心理学化する社会 斎藤環 800 409429

さ18-2 世界一やさしい精神科の本 斎藤環／山登敬之 680 仕掛けでも売れます！ 412870

さ21-1 社会は情報化の夢を見る 佐藤俊樹 950 「情報化社会」の正体 410395

さ23-3 ちゃんとわかる消費税 斎藤貴男 800 417103

さ24-1 そこのみにて光輝く 佐藤泰志 650 ★ ★ ★ 2014年キネマ旬報国内1位！ 410739

さ24-2 きみの鳥はうたえる 佐藤泰志 650 ★ ★ ★ ↑主演：綾野剛 410791

さ24-3 大きなハードルと小さなハードル 佐藤泰志 760 410845

さ25-1 ＴＯＫＹＯ　０円ハウス　０円生活 坂口恭平 830 ★ 12年映画化作品 410821

さ26-1 定本　夜戦と永遠　上 佐々木中 1,400 410876

さ26-2 定本　夜戦と永遠　下 佐々木中 1,400 410883

さ26-3 仝 佐々木中 900 アナレクタシリーズから精選 413518

さ27-4 三塁ベースコーチが野球を変える 澤宮優 760 416564

さ27-5 戦国廃城紀行 澤宮優 900 416922

さ29-1 貝のうた 沢村貞子 760 おていちゃんの代表作 412818

さ30-1 季節のうた 佐藤雅子 690 四季折々の食エッセイ 412917

さ31-1 最高の離婚１ 坂元裕二 850 413006

さ31-2 最高の離婚２ 坂元裕二 850 413013

さ31-3 Ｍｏｔｈｅｒ　１ 坂元裕二 830 413310

さ31-4 Ｍｏｔｈｅｒ　２ 坂元裕二 830 413327

さ32-2 ヒマラヤに雪男を探す 佐藤健寿 820 413631

さ34-1 大日本帝国最後の四か月 迫水久常 980 413877

さ35-1 暴力の哲学 酒井隆史 960 414317

さ35-2 自由論 酒井隆史 1,800 417042

さ37-1 カルト脱出記 佐藤典雅 880 415048

さ38-1 南方熊楠 佐藤春夫 780 415796

さ39-1 ほんとのこと言えば？ 佐野洋子 660 ★ ★ 416014

さ39-2 でもいいの 佐野洋子 660 ★ ★ ★ 416229

さ40-1 運命を引き受ける 佐々木常夫 660 416281

さ41-1 ボクたちのＢＬ論 サンキュータツオ　春日太一 900 ★ ★ 416489

さ42-1 親子が輝くモンテッソーリの言葉　２１の子育てメッセージ 相良敦子 780 416823

さ43-1 パリっ子の食卓 佐藤真 880 ★ ★ 416991

さ44-1 １４歳からの宇宙論 佐藤勝彦　益田ミリマンガ 800 417004

さ45-1 きみの言い訳は最高の芸術 最果タヒ 500 ★ ★ ★ ★ 417066

さ46-1 世界の見方が変わる「数学」入門 桜井進 780 417875

し1-1 東西不思議物語 澁澤龍彦 660 ポルターガイスト、ＵＦＯ、お化け… 400334

し1-2 世界悪女物語 澁澤龍彦 580 ★ ★ 悪虐非道の生涯について 400402

し1-3 異端の肖像 澁澤龍彦 720 栄光と破滅の異端児達 408910

し1-5 黒魔術の手帖 澁澤龍彦 680 オカルトブームの先駆書 400624

し1-6 毒薬の手帖 澁澤龍彦 660 400631

し1-7 秘密結社の手帖 澁澤龍彦 620 ヨーロッパの不気味な集団たち 400723

し1-8 妖人奇人館 澁澤龍彦 600 歴史上の妖人の生涯について 407951

し1-13 幻想の肖像 澁澤龍彦 560 401690

し1-31 エロティシズム　上 澁澤龍彦編 850 30名の論客によるエロティシズム論集 405834

し1-33 滞欧日記 澁澤龍彦　巖谷國士編 1,100 澁澤ヨーロッパ旅ガイド 406015

ドラマのシナリオブック！
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し1-34 夢のかたち 澁澤龍彦編 750 言葉の標本函3-1 406138

し1-35 オブジェを求めて 澁澤龍彦編 780 言葉の標本函3-2 406145

し1-36 天使から怪物まで 澁澤龍彦編 780 言葉の標本函3-3 406152

し1-45 血と薔薇コレクション　１ 澁澤龍彦責任編集 1,200 伝説の雑誌の文庫化 407630

し1-46 血と薔薇コレクション　２ 澁澤龍彦責任編集 1,200 407692

し1-47 血と薔薇コレクション　３ 澁澤龍彦責任編集 1,200 407739

し1-48 太陽王と月の王 澁澤龍彦 730 狂王、人形、昆虫・・・エッセイ 407944

し1-49 幸福は永遠に女だけのものだ 澁澤龍彦 720 存在とエロスの関係について 408255

し1-50 裸婦の中の裸婦 澁澤龍彦／巌谷國士 780 裸婦しばりの美術講義 408422

し1-51 世紀末画廊 澁澤龍彦 800 美術エッセイ 408644

し1-53 澁澤龍彦　映画論集成 澁澤龍彦 1,000 『スクリーンの夢魔』大幅増補 409580

し1-54 澁澤龍彦　日本芸術論集成 澁澤龍彦 1,400 著者日本芸術論の全て 409740

し1-55 澁澤龍彦　日本作家論集成　上 澁澤龍彦 1,300 南方熊楠、泉鏡花など 409900

し1-56 澁澤龍彦　日本作家論集成　下 澁澤龍彦 1,300 吉行淳之介、三島由紀夫など 409917

し1-57 澁澤龍彦　西欧芸術論集成　上 澁澤龍彦 1,300 ルネサンス、象徴主義など 410111

し1-58 澁澤龍彦　西欧芸術論集成　下 澁澤龍彦 1,300 シュルレアリスム、現代芸術など 410128

し1-59 澁澤龍彦　西欧作家論集成　上 澁澤龍彦 1,300 ギリシア神話、デカダンスなど 410333

し1-60 澁澤龍彦　西欧作家論集成　下 澁澤龍彦 1,300 コクトー、ジュネなど 410340

し1-61 澁澤龍彦 西欧文芸批評集成 澁澤龍彦 1,400 十九世紀フランスを軸に 410623

し1-62 私の少年時代 澁澤龍彦 950 自伝的エッセイ 411491

し1-63 私の戦後追想 澁澤龍彦 950 戦中戦後のエピソード 411606

し1-64 澁澤龍彦訳　幻想怪奇短篇集 澁澤龍彦訳 950 『共同墓地』トロワイヤ全篇収録 412009

し1-65 澁澤龍彦訳　暗黒怪奇短篇集 澁澤龍彦訳 950 『ひとさらい』シュペルヴィエル収録 412368

し1-66 私のプリニウス　新装版 澁澤龍彦 680 カバー画：ヤマザキマリ 412887

し1-67 プリニウスと怪物たち 澁澤龍彦 740 大博物学者、プリニウス 413112

し1-69 極楽鳥とカタツムリ 澁澤龍彦 880 挿画・安野モヨ子 415468

し1-70 ヨーロッパの乳房 澁澤龍彦 760 415482

し1-71 華やかな食物誌 澁澤龍彦 700 415499

し1-72 神聖受胎 澁澤龍彦 740 415505

し1-73 エロスの解剖 澁澤龍彦 700 415512

し1-74 バビロンの架空園 澁澤龍彦 880 挿画・安野モヨ子 415574

し2-2 溺れる市民 島田雅彦 540 小説 408231

し2-3 島田雅彦芥川賞落選作全集　上 島田雅彦 1,000 カバー画：萩尾望都 412221

し2-4 島田雅彦芥川賞落選作全集　下 島田雅彦 1,000 412238

し4-3 愛別外猫雑記 笙野頼子 650 エッセイ 407753

し4-4 笙野頼子三冠小説集 笙野頼子 690 著者代表三作収録 408293

し4-5 金毘羅 笙野頼子 950 伊藤整文学賞受賞作 410371

し6-1 きょうのできごと 柴崎友香 620 ★ ★ 416243

し6-2 青空感傷ツアー 柴崎友香 470 407661

し6-4 ショートカット 柴崎友香 490 408361

し6-5 フルタイムライフ 柴崎友香 570 409351

し6-6 また会う日まで 柴崎友香 530 410418

し6-7 寝ても覚めても 柴崎友香 740 ★ ★ ★ ★ 416182

し6-8 ビリジアン 柴崎友香 680 414645

し6-9 きょうのできごと、十年後 柴崎友香 680 416311

し10-4 江戸の都市伝説 志村有弘編 660 410159

し10-6 怪異な話 志村有弘編 720 413426

し10-7 山峡奇談 志村有弘編訳 760 417295

し11-1 ちんちん電車 獅子文六 720 415710

し12-2 枕女優 新堂冬樹 550 410210

し12-5 傷だらけの果実 新堂冬樹 780 417271
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し13-4 異形にされた人たち 塩見鮮一郎 780 409436

し13-5 差別語とはなにか 塩見鮮一郎 740 409849

し13-8 吉原という異界 塩見鮮一郎 840 414102

し13-9 部落史入門 塩見鮮一郎 760 414300

し13-12 差別の近現代史 塩見鮮一郎 800 417615

し14-1 野ブタ。をプロデュース 白岩玄 600 05年ドラマ化作品 409276
し14-2 空に唄う 白岩玄 650 各紙誌絶賛 411576
し14-3 ヒーロー！ 白岩玄 680 416885

し15-2 たしなみについて 白洲正子 640 ★ 415055

し20-1 あられもない祈り 島本理生 480 ★ ★ ★ ★ 西加奈子さん絶賛恋愛小説 412283

し21-1 その日の墨 篠田桃紅 840 代表作、半生の記 413358

し22-1 火口のふたり 白石一文 590 ★ ★ ★ 2019年映画化作品 413754

し23-1 日本の童貞 澁谷知美 810 413815

し24-1 教養としての宗教事件史 島田裕巳 980 414393

し25-1 広辞苑先生、語源をさぐる 新村出 720 415994

し26-1 焦心日記 少年アヤ 740 416373

し27-1 改訂完全版　毒を売る女 島田荘司 880 417516

し28-1 論語物語 下村湖人 800 417769

す4-1 ユルスナールの靴 須賀敦子 640 ★ 著者最後の著作 405520

す4-2 須賀敦子全集　第1巻 須賀敦子 1,000 420516

す4-3 須賀敦子全集　第2巻 須賀敦子 1,100 420523

す4-4 須賀敦子全集　第3巻 須賀敦子 1,300 420530

す4-5 須賀敦子全集　第4巻 須賀敦子 1,300 420547

す4-6 須賀敦子全集　第5巻 須賀敦子 1,000 420554

す4-7 須賀敦子全集　第6巻 須賀敦子 950 420561

す4-8 須賀敦子全集　第7巻 須賀敦子 1,250 420578

す4-9 須賀敦子全集　第8巻 須賀敦子 1,300 420585
須賀敦子全集（文庫版）セット 須賀敦子 9,200 美麗ケース入り 420509

す4-10 霧のむこうに住みたい 須賀敦子 600 ★ ★ 須賀敦子の数奇な人生 413129

す4-11 塩一トンの読書 須賀敦子 600 ★ ★ 極上の読書日記 413198

す4-12 須賀敦子全集別巻　［対談・鼎談篇］ 須賀敦子 1,300 416250

す4-13 須賀敦子が選んだ日本の名作 須賀敦子編 1,400 417868

す10-1 ヘタな人生論より中国の故事寓話 鈴木亨 640 409474

す12-4 中央線をゆく、大人の町歩き 鈴木伸子 660 415284

す12-5 山手線をゆく、大人の町歩き 鈴木伸子 680 416090

す15-1 夏みかん酢つぱしいまさら純潔など 鈴木しづ子　川村蘭太 840 416908

す16-1 わたしのごちそう３６５ 寿木けい 890 417790

せ3-1 応神天皇の正体 関裕二 660 415079

せ3-2 日本書紀が抹殺した　古代史謎の真相 関裕二 880 417714

せ4-1 画狂人北斎 瀬木慎一 760 417493

そ1-4 人生の収穫 曾野綾子 550 ベストセラー文庫化 413693

そ1-5 人生の原則 曾野綾子 550 414362

た1-1 サラダ記念日 俵万智 480 ★ ★ ★ 累計280万部！ 402499

た4-56 日本怪談集　奇妙な場所 種村季弘編 1,000 ★ ★ 416748

た4-57 日本怪談集　取り憑く霊 種村季弘編 1,000 416755

た4-58 ドイツ怪談集 種村季弘編 1,000 467139

た5-2 太宰治の手紙 太宰治　小山清編 760 ★ ★ 416168

た5-3 愛と苦悩の手紙 太宰治　亀井勝一郎編 780 416915

た8-1 新装版　なんとなく、クリスタル 田中康夫 760 ★ ★ 文藝賞受賞作 412597

た8-9 ３３年後のなんとなく、クリスタル 田中康夫 740 416175

た10-2 小説の読み方、書き方、訳し方 柴田元幸／高橋源一郎 740 究極の小説入門 412153

ロングセラー！
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た10-3 「悪」と戦う 高橋源一郎 600 「魔法学園のリリコ」併録 412245

た10-4 恋する原発 高橋源一郎 830 415192
た13-12 邪宗門　上 高橋和巳 1,400 永遠の“必読書” 413099
た13-13 邪宗門　下 高橋和巳 1,400 解説：佐藤優 413105
た13-14 憂鬱なる党派　上 高橋和巳 1,300 414669
た13-15 憂鬱なる党派　下 高橋和巳 1,300 414676
た13-16 悲の器 高橋和巳 1,300 ★ 414805
た13-17 わが解体 高橋和巳 920 415260
た13-18 日本の悪霊 高橋和巳 1,400 415383
た13-19 我が心は石にあらず 高橋和巳 1,200 415567

た20-2 ポロポロ 田中小実昌 750 407173

た22-1 満州帝国 太平洋戦争研究会編著 720 407708

た22-2 東京裁判の全貌 太平洋戦争研究会編　平塚柾緒 680 407500

た22-4 太平洋戦争全史 太平洋戦争研究会 池田清編 750 戦記内、一番売れ！ 408057

た22-5 特攻 太平洋戦争研究会編　森山康平 730 408484

た22-6 日中戦争の全貌 太平洋戦争研究会編　森山康平 780 408583

た25-2 チャイとミーミー 谷村志穂 680 415437

た30-1 表参道のヤッコさん 高橋靖子 760 日本初、フリーのスタイリスト 411408

た32-1 おしかくさま 谷川直子 590 文藝賞受賞作 413334

た33-2 一冊でつかむ日本史 武光誠 720 415932

た33-3 知っておきたい日本の神様 武光　誠 720 417752

た33-4 知っておきたい　名字と家紋 武光誠 720 417820

た34-1 スパイスの科学 武政三男 740 413570

た35-1 まいまいつぶろ 高峰秀子 550 413617

た35-2 巴里ひとりある記 高峰秀子 550 413761

た35-4 にんげん蚤の市 高峰秀子 660 415925

た36-1 自分はバカかもしれないと思ったときに読む本 竹内薫 670 413716

た37-3 宇宙探偵ノーグレイ 田中啓文 740 415765

た42-1 皇室の祭祀と生きて 高谷朝子 840 415185

た43-1 星を創る者たち 谷甲州 880 415802

た44-1 学歴入門 橘木俊詔 680 415895

た45-1 伝説の編集者　坂本一亀とその時代 田邊園子 830 416007

た46-1 脳人間の告白 高嶋哲夫 720 ★ ★ 416762

た47-1 異聞浪人記 滝口康彦 870 417684

ち3-1 涙が出るほどいい話　第1集 「小さな親切」運動本部編 590 407883

ち5-1 知れば恐ろしい　日本人の風習 千葉公慈 660 ★ ★ 414539

ち6-1 動きすぎてはいけない 千葉雅也 1,000 ★ 415628

ち6-2 ツイッター哲学 千葉雅也 780 417783

つ5-1 家族写真 辻原登 740 90年度芥川賞受賞第一作 410708

つ6-1 思想をつむぐ人たち 鶴見俊輔　黒川創編 1,300 オーウェル花田清輝ミヤコ蝶々… 411743

つ6-2 身ぶりとしての抵抗 鶴見俊輔　黒川創編 1,300 鶴見の社会行動・市民運動… 411804

つ6-3 旅と移動 鶴見俊輔　黒川創編 1,400 自分史の中に浮かぶ旅の記憶 412450

つ6-4 ことばと創造 鶴見俊輔　黒川創編 1,400 鶴見コレクション第4弾 412535

つ7-1 琉璃玉の耳輪 津原泰水　尾崎翠原案 850 幻の探偵小説！ 412290

つ7-2 １１　ｅｌｅｖｅｎ 津原泰水 640 ★ ★ 国内短篇部門第1位！ 412849

つ8-1 食いしん坊な台所 ツレヅレハナコ 790 417073

て1-10 青少年のための自殺学入門 寺山修司 640 ★ 415673

と3-1 日本語のかたち 外山滋比古 660 「思考の整理学」著者の日本語論 412092

と4-2 伊能忠敬 童門冬二 840 『伊能図大全』完売御礼 412771

と5-1 ツクヨミ　秘された神 戸矢学 720 古代史上の謎の神の秘密 413174

と5-2 三種の神器 戸矢学 780 414997
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と5-3 ニギハヤヒと『先代旧事本紀』 戸矢学 980 417394

と7-1 メビウス 堂場瞬一 780 ★ 417172

と8-1 自生の夢 飛浩隆 780 ★ ★ 417257

な1-1 枯木灘 中上健次 740 ★ ★ ★ ★ 圧倒的代表作！ 413396

な1-2 十九歳の地図 中上健次 680 ★ ★ ★ ★ 青春小説の金字塔 413402

な1-3 千年の愉楽 中上健次 600 ★ 13年映画化作品 403502

な1-4 日輪の翼 中上健次 950 聖地巡礼のロードノベル 411750

な1-5 奇蹟 中上健次 1,200 極道タイチの短い生涯 413372

な5-4 江戸の牢屋 中嶋繁雄 880 417202

な6-1 中国怪談集 中野美代子／武田雅哉編 1,000 464923

な7-1 少年アリス 長野まゆみ 560 ★ デビュー作！ 403380

な7-2 野ばら 長野まゆみ 480 403465

な7-5 魚たちの離宮 長野まゆみ 380 403793

な7-24 兄弟天気図 長野まゆみ 390 407050

な7-26 天球儀文庫 長野まゆみ 450 407685

な7-27 新世界　1st 長野まゆみ 390 407913

な7-28 新世界　2nd 長野まゆみ 390 407968

な7-29 新世界　3rd 長野まゆみ 390 407975

な7-30 新世界　4th 長野まゆみ 390 407982

な7-31 新世界　5th 長野まゆみ 390 407999

な7-32 猫道楽 長野まゆみ 450 ★ 409085

な7-33 コドモノクニ 長野まゆみ 450 409191

な7-34 三日月少年の秘密 長野まゆみ 450 409290

な7-35 新学期 長野まゆみ 450 409511

な7-36 超少年 長野まゆみ 470 千葉雅也氏おすすめ 410517

な7-37 八月六日上々天氣 長野まゆみ 500 410913

な7-38 野川 長野まゆみ 550 412863

な7-39 テレヴィジョン・シティ 長野まゆみ 1,300 414485

な19-1 無知の涙 永山則夫 1,000 ★ 永山則夫、魂の軌跡 402758

な20-3 天皇と日本国憲法 なかにし礼 830 413419

な21-1 マリ＆フィフィの虐殺ソングブック 中原昌也 450 超前衛文学 406183

な21-2 子猫が読む乱暴者日記 中原昌也 470 超爆笑文学 407838

な21-3 待望の短篇は忘却の彼方に 中原昌也 600 超天才文学 410616

な22-1 リレキショ 中村航 600 デビュー作！ 407593

な23-1 泣かない女はいない 長嶋有 490 恋愛小説 408651

な23-2 祝福 長嶋有 580 女ごころを書いたら、女子以上！ 412696

な23-3 安全な妄想 長嶋有 680 傑作エッセイ集 413297

な25-1 道徳は復讐である 永井均 590 409924

な29-1 銃 中村文則 540 ★ ★ ★ ★ デビュー作！ 411668

な29-2 掏摸（スリ） 中村文則 470 ★ ★ ★ ★ 30万部ベストセラー 412108

な29-3 王国 中村文則 500 ★ ★ ★ 413600

な29-4 Ａ 中村文則 550 ★ ★ ★ 415307

な30-1 科学以前の心 中谷宇吉郎　福岡伸一編 700 珠玉の名随筆25篇 412122

な33-1 戦後史入門 成田龍一 680 413822

な34-1 永井豪のヴィンテージ漫画館 永井豪 740 413983

な36-1 本を読むということ 永江朗 640 414218

な37-1 完全版　名君　保科正之 中村彰彦 880 414430

な38-1 カノン 中原清一郎 880 414942

な39-1 怖い橋の物語 中野京子 800 ★ ★ ★ 416540

な40-1 生命科学者たちのむこうみずな日常と華麗なる研究 仲野徹 1,250 416984

な41-1 ヨコハマメリー 中村高寛 980 417653
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な42-1 ３５歳の少女 遊川和彦脚本　南々井梢 720 417882

に6-1 集中講義　これが哲学！ 西研 950 本格哲学入門講義書 410487

に6-2 哲学の練習問題 西研 760 哲学についてのＱ＆Ａ集 411842

に7-1 戦力外捜査官　姫デカ・海月千波 似鳥鶏 590 14年ドラマ化作品！ 412481

に7-2 神様の値段 似鳥鶏 680 戦力外捜査官シリーズ② 413532

に7-3 ゼロの日に叫ぶ 似鳥鶏 740 415604

に7-4 世界が終わる街 似鳥鶏 680 415611

に9-1 ふる 西加奈子 530 ★ ★ 売れてます！ 414126

に12-1 八本脚の蝶 二階堂奥歯 1,200 ★ ★ 417332

に13-1 華麗なる誘拐 西村京太郎 850 417561

ぬ1-1 ロシア怪談集 沼野充義編 1,000 467016

ぬ1-2 東欧怪談集 沼野充義編 1,100 467245

の4-1 家族収容所 信田さよ子 760 妻たちのサバイバル術 411835

の5-2 日本の聖と賎 野間宏／沖浦和光 840 414201

の6-1 とむらい師たち 野坂昭如 900 415376

は1-21 桃尻語訳　枕草子　上 橋本治 840 ★ ★ 405315

は1-22 桃尻語訳　枕草子　中 橋本治 800 ★ 405322

は1-23 桃尻語訳　枕草子　下 橋本治 880 ★ 405339

は1-24 絵本　徒然草　上 橋本治文　田中靖夫絵 750 ★ 407470

は1-25 絵本　徒然草　下 橋本治文　田中靖夫絵 750 ★ 407487

は1-26 大不況には本を読む 橋本治 640 413792

は1-27 花咲く乙女たちのキンピラゴボウ　前篇 橋本治 830 413914

は1-28 花咲く乙女たちのキンピラゴボウ　後篇 橋本治 920 413921

は12-1 黒冷水 羽田圭介 520 ★ デビュー作！ 407654

は12-2 走ル 羽田圭介 550 芥川賞候補作 410470

は12-3 不思議の国の男子 羽田圭介 570 410746

は12-4 隠し事 羽田圭介 550 携帯盗み見小説 414379

は13-1 推理小説 秦建日子 590 ★ ドラマ「アンフェア」原作 407760

は13-2 アンフェアな月 秦建日子 600 ★ 「アンフェア」第二弾！ 409047

は13-3 殺してもいい命 秦建日子 600 「アンフェア」第三弾！ 410951

は13-6 愛娘にさよならを 秦建日子 580 「アンフェア」第四弾！ 411972

は13-8 ザーッと降って、からりと晴れて 秦建日子 640 ★ 仕掛けおすすめ！ 415406

は13-9 アンフェアな国 秦建日子 680 415680
は13-10 キスできる餃子 秦建日子　松本明美 680 416137
は13-11 マイ・フーリッシュ・ハート 秦建日子 680 416304
は13-12 ＫＵＨＡＮＡ！ 秦建日子 680 416779
は13-13 サイレント・トーキョー 秦建日子 680 ★ ★ ★ ★ 417219
は13-14 ブルーヘブンを君に 秦建日子 690 417431

は15-1 思い出を切りぬくとき 萩尾望都 570 ★ ベストセラーエッセイ 409870

は15-2 銀の船と青い海 萩尾望都 830 ★ 胸きゅん童話集 413471

は15-3 美しの神の伝え 萩尾望都 900 415536

は16-1 デザインのめざめ 原研哉 680 ★ 解説＝森田真生 412672

は18-1 福島第一原発収束作業日記 ハッピー 830 現役作業員の「生」の手記 413464

は19-1 永遠をさがしに 原田マハ 600 ★ ★ ★ 414355

は20-1 本所下町グルメ長屋（仮） 畠山健二 760 414638

は21-1 はじめての聖書 橋爪大三郎 640 415314

は21-2 性愛論 橋爪大三郎 900 415659

は22-1 鉄鎖殺人事件 浜尾四郎 800 415703

は23-1 水曜の朝、午前三時 蓮見圭一 640 ★ ★ ★ ★ 415741

は24-1 罪深き緑の夏 服部まゆみ 880 ★ ★ 416274

は24-2 シメール 服部まゆみ 1,200 416595

脅威の名訳ベストセラー
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は25-1 すごい片づけ はづき虹映 580 416410

は26-1 トップナイフ 林宏司 680 417264

は27-1 出会い系サイトで７０人と実際に会って（略） 花田菜々子 620 ★ ★ ★ ★ 417318

は28-1 ぴぷる 原田まりる 780 417745

ひ7-1 猫の客 平出隆 670 ★ ★ ★ 木山捷平賞受賞 409641

ひ8-3 パノラマニア十蘭 久生十蘭 760 好評第三弾 411033

ひ10-1 日影丈吉傑作館 日影丈吉 900 414119

ひ10-3 フランス怪談集 日影丈吉編 1,100 467153

ひ11-1 彼女の人生は間違いじゃない 廣木隆一 550 415444

ひ12-1 ウホッホ探険隊 干刈あがた 500 415826

ひ13-1 瓦礫から本を生む 土方正志 980 417325

ふ4-7 雪闇 藤沢周 850 408316

ふ4-8 ブエノスアイレス午前零時 藤沢周 500 98年度芥川賞受賞作 413242

ふ4-9 あの蝶は、蝶に似ている 藤沢周 600 415031

ふ5-2 ハル、ハル、ハル 古川日出男 550 著者代表作 410302

ふ7-1 コスモスの影にはいつも誰かが隠れている 藤原新也 650 13年ＮＨＫドラマ化 411538

ふ10-1 最後のトリック 深水黎一郎 680 ★ ★ ★ ★ 25万部突破！！！ 413181

ふ10-2 花窗玻璃　天使たちの殺意 深水黎一郎 690 『最後のトリック』第二弾 414058

ふ10-3 最高の盗難 深水黎一郎 860 417448

ふ13-1 人間滅亡的人生案内 深沢七郎 650 人生指南の書 414324

ふ15-1 半自叙伝 古井由吉 830 ★ 415130

ふ16-1 現古辞典 古橋信孝　鈴木泰　石井久雄 1,400 ★ ★ 416076

ふ17-1 奇跡の六番勝負 古田靖 780 416267

ふ18-1 いやしい鳥 藤野可織 690 416526

ふ18-2 ドレス 藤野可織 850 417455

ふ19-1 日本の偽書 藤原明 760 416847

ほ3-2 言葉の外へ 保坂和志 750 圧巻の「文庫版まえがき」収録 411897

ほ3-3 カフカ式練習帳 保坂和志 830 小説 413785

ほ3-4 カンバセイション・ピース 保坂和志 900 小説 414225

ほ5-2 呪文 星野智幸 640 416328

ほ6-1 求愛瞳孔反射 穂村弘 470 純愛詩集 408439

ほ6-2 短歌の友人 穂村弘 740 ★ 伊藤整文学賞受賞作 410654

ほ6-3 はじめての短歌 穂村弘 570 ★ ★ 414829

ほ6-4 ぼくの宝物絵本 穂村弘 740 415352

ほ7-2 歌え！多摩川高校合唱部 本田有明 780 416939

ほ8-1 軋む社会 本田由紀 760 教育・仕事・若者の現在 410906

ほ9-1 私戦 本田靖春 1,100 ★ 411736

ほ9-2 複眼で見よ 本田靖春 1,080 417127

ほ10-1 早起きのブレックファースト 堀井和子 760 イラスト＆フォトエッセイ 412344

ほ10-2 アァルトの椅子と小さな家 堀井和子 660 旅と食のスタイルが満載！ 412412

ほ13-1 ＨＯＳＯＮＯ百景 細野晴臣　中矢俊一郎編 750 ★ 415642

ほ14-1 女の子は本当にピンクが好きなのか 堀越英美 880 417134

ま1-1 ナチュラル・ウーマン 松浦理英子 620 ★ 著者代表作 408477

ま1-3 葬儀の日 松浦理英子 600 403595

ま1-4 親指Ｐの修業時代　上 松浦理英子 860 407920

ま1-5 親指Ｐの修業時代　下 松浦理英子 800 407937

ま6-1 新選組全隊士徹底ガイド 前田政紀 720 時代小説コーナー好調 407081

ま14-1 片づける　禅の作法 枡野俊明 550 ★ ★ ★ 414065

ま14-2 怒らない　禅の作法 枡野俊明 520 ★ ★ 実用文庫、仕掛けおすすめ！ 414454

ま14-3 悩まない　禅の作法 枡野俊明 550 416557

ま16-1 スタッキング可能 松田青子 550 414690
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ま16-2 英子の森 松田青子 620 415819

ま17-1 どつぼ超然 町田康 790 ★ 415345

ま17-2 この世のメドレー 町田康 760 415529

ま17-3 ギケイキ 町田康 740 ★ ★ ★ ★ 416120

ま18-1 正直 松浦弥太郎 580 415451

ま19-1 偽善のトリセツ パオロ・マッツァリーノ 690 416601

ま20-1 青が破れる 町屋良平 680 ★ ★ ★ ★ 416649

ま20-2 しき 町屋良平 720 417738

み2-1 南方マンダラ 南方熊楠　中沢新一編 1,200 420615

み2-2 南方民俗学 南方熊楠　中沢新一編 1,420 420622

み2-3 浄のセクソロジー 南方熊楠　中沢新一編 1,420 420639

み2-4 動と不動のコスモロジー 南方熊楠　中沢新一編 1,200 420646

み2-5 森の思想 南方熊楠　中沢新一編 1,420 420653

み4-1 時刻表2万キロ 宮脇俊三 800 ★ 累計24万部！ 470016

み4-3 旅の終りは個室寝台車 宮脇俊三 680 410081

み4-4 終着駅へ行ってきます 宮脇俊三 680 410227

み4-6 ローカルバスの終点へ 宮脇俊三 840 417035

み5-7 妖怪になりたい 水木しげる 800 エッセイ 406947

み5-8 なまけものになりたい 水木しげる 800 エッセイ 406954

み12-2 私の方丈記 三木卓 650 414850

み12-3 若き詩人たちの青春 三木卓 1,350 417387

み15-1 英霊の聲 三島由紀夫 700 ★ 小説 407715

み17-1 恋と退屈 峯田和伸 900 ★ 銀杏ＢＯＹＺ峯田の本 410012

み19-1 山に生きる人びと 宮本常一 820 ★ 著者代表作 411156

み19-2 民俗のふるさと 宮本常一 880 著者最高傑作 411385

み19-3 生きていく民俗 宮本常一 760 民俗学決定版 411637

み19-5 日本人のくらしと文化 宮本常一 760 講演6編収録 412405

み19-6 海に生きる人びと 宮本常一 760 ★ 413839

み19-7 辺境を歩いた人々 宮本常一 760 ★ ★ ★ 416199

み20-1 内臓とこころ 三木成夫 780 ★ ★ ★ 解剖学者の伝説的名著 412054

み20-2 生命とリズム 三木成夫 900 ★ エッセイ、論文、講演を収録 412627

み21-1 日曜日の住居学 宮脇檀 660 住まいについてのエッセイ集 412207

み22-1 平成マシンガンズ 三並夏 540 文藝賞受賞作 412504

み23-1 山窩綺談 三角寛 760 サンカ実録 412788

み23-2 山窩は生きている 三角寛 760 在りし日の彼ら彼女らの生態 413068

み24-1 「科学者の楽園」をつくった男 宮田親平 920 理研創世記の話 412948

み25-1 計画と無計画のあいだ 三島邦弘 740 ミシマ社さんの本 413075

み26-2 解剖学個人授業 養老孟司／南伸坊 640 科学エッセイ 413143

み27-1 時間のかかる読書 宮沢章夫 920 伊藤整文学賞受賞作 413365

み29-1 花闇 皆川博子 890 414966

み29-2 みだら英泉 皆川博子 740 415208

み29-3 妖櫻記　上 皆川博子 1,200 415543

み29-4 妖櫻記　下 皆川博子 1,300 415550

み30-1 グレースの履歴 源孝志 920 416205

み31-1 志ん生一家、おしまいの噺 美濃部美津子 680 416335

む2-1 アブサン物語 村松友視 460 405476

む2-2 帰ってきたアブサン 村松友視 460 405506

む2-4 アブサンの置土産 村松友視 570 409214

む2-5 幸田文のマッチ箱 村松友視 680 評伝 409498

む2-8 野良猫ケンさん 村松友視 660 413709

む3-1 ミツコと七人の子供たち シュミット村木眞寿美 730 隠れベストセラー 409528

猫エッセイ

新装版（通常正味
になりました！）
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★ベスト30・・・棚必備、面陳もおすす
めの全国売行上位銘柄。
★ベスト60・120・200・・・書店様の棚の
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む3-2 クーデンホーフ光子の手記 シュミット村木眞寿美編訳 730 410326

む4-1 消滅世界 村田沙耶香 630 ★ ★ ★ ★ 416212

む5-1 お茶をどうぞ　向田邦子対談集 向田邦子 780 ★ ★ ★ 416588

も8-2 神さまってなに？ 森達也 660 415093

も9-1 白骨の処女 森下雨村 800 414560

も10-2 脳が最高に冴える快眠法 茂木健一郎 630 415758

も10-3 結果を出せる人になる！「すぐやる脳」のつくり方 茂木健一郎 650 417080

も11-1 黒猫ジュリエットの話 森茉莉　早川茉莉編 740 415727

も12-1 葬偽屋は弔わない 森晶麿 790 416021

や1-1 ベッドタイムアイズ 山田詠美 400 文藝賞受賞作 401973

や4-13 笊ノ目万兵衛門外へ 山田風太郎 900 417578

や4-14 柳生十兵衛死す　上 山田風太郎 1,000 417622

や4-15 柳生十兵衛死す　下 山田風太郎 1,000 417639

や4-16 婆沙羅／室町少年倶楽部 山田風太郎 1,200 417707
や4-17 室町お伽草紙 山田風太郎 1,350 417851
や13-1 彩花へ——「生きる力」をありがとう 山下京子 680 406589

や17-1 人のセックスを笑うな 山崎ナオコーラ 480 ★ ★ ★ ★ デビュー作！大ベストセラー 408149

や17-3 指先からソーダ 山崎ナオコーラ 650 エッセイ 410357

や17-4 カツラ美容室別室 山崎ナオコーラ 470 芥川賞候補作 410449

や17-5 ニキの屈辱 山崎ナオコーラ 540 西加奈子さん推薦！ 412962

や17-6 かわいい夫 山崎ナオコーラ 820 ★ 417301

や17-7 母ではなくて、親になる 山崎ナオコーラ 790 417370

や19-5 志ん生のいる風景 矢野誠一 820 416618

や21-1 おとなの小論文教室。 山田ズーニー 620 悩んだときにこの1冊 409467

や21-2 理解という名の愛がほしい。 山田ズーニー 640 415970

や21-3 おとなの進路教室。 山田ズーニー 660 411439

や21-4 「働きたくない」というあなたへ 山田ズーニー 620 414492

や25-1 人生作法入門 山口瞳 760 生き方エッセイ集 411101

や27-1 口語訳　遠野物語 柳田國男　佐藤誠輔訳　小田富英注釈 680 ★ 読みやすい！ 413051

や32-1 Ｓ先生の言葉 山田太一 780 414089

や32-2 その時あの時の今 山田太一 780 414195

や32-3 昭和を生きて来た 山田太一 780 414423

や32-4 夕暮れの時間に 山田太一 780 416052

や33-1 史上最強の哲学入門 飲茶 740 ★ ★ ★ ★ 414133

や33-2 史上最強の哲学入門　東洋の哲人たち 飲茶 920 ★ ★ ★ ★ 414812

や33-3 １４歳からの哲学入門 飲茶 850 ★ ★ ★ 416731

や33-4 「最強！」のニーチェ入門 飲茶 720 417776

や34-1 スイッチを押すとき　他一篇 山田悠介 600 414348

や34-2 その時までサヨナラ 山田悠介 600 ★ ★ ★ 415413

や34-3 ９３番目のキミ 山田悠介 600 ★ ★ ★ 415420

や34-4 僕はロボットごしの君に恋をする 山田悠介 630 ★ ★ ★ ★ 映画化決定！ 417424

や34-5 ニホンブンレツ 山田悠介 630 417677

や34-6 メモリーを消すまで 山田悠介 880 417691

や36-1 鳥の会議 山下澄人 640 415222

や36-2 砂漠ダンス 山下澄人 640 415239

や38-1 がらくた少女と人喰い煙突 矢樹純 790 415635

や39-1 児次郎吹雪・おたふく物語 山本周五郎 660 ★ ★ 416106

や39-2 暗がりの弁当 山本周五郎 660 ★ ★ 416151

や39-3 秘文鞍馬経 山本周五郎 660 416366

や39-4 安政三天狗 山本周五郎 660 416434

や40-1 本当の自分とつながる瞑想 山下良道 680 417479
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ゆ3-3 ＪＲ上野駅公園口 柳美里 600 ★ ★ ★ ★ 全米図書賞受賞！ 415086
ゆ3-4 ねこのおうち 柳美里 740 ★ ★ ★ 416878
ゆ4-2 科学を生きる 湯川秀樹　池内了編 780 413723
ゆ5-1 イギリス怪談集 由良君美編 1,000 464916
よ1-1 宮武外骨伝 吉野孝雄 950 411354
よ8-1 都市のドラマトゥルギー 吉見俊哉 1,200 都市論の可能性 409375
よ8-2 「声」の資本主義 吉見俊哉 1,200 聴覚文化研究の端緒 411521
よ9-1 花物語　上 吉屋信子 950 ★ 409603
よ9-2 花物語　下 吉屋信子 950 ★ 409610
よ11-2 フルトヴェングラー 吉田秀和 660 411194
よ11-3 バッハ 吉田秀和 800 ★ ★ ★ 416694
よ11-4 グレン・グールド 吉田秀和 800 ★ ★ 416830
よ11-5 カラヤン 吉田秀和 800 416960
よ11-6 決定版　マーラー 吉田秀和 840 417110
よ11-7 ホロヴィッツと巨匠たち 吉田秀和 880 417141
よ11-8 ブラームス 吉田秀和 900 417233
よ11-9 クライバー、チェリビダッケ、バーンスタイン 吉田秀和 840 417356
よ11-10 ベートーヴェン 吉田秀和 900 417417
よ14-1 埋れ木 吉田健一 900 最後の長篇小説作品 411415
よ17-1 隠された神々 吉野裕子 850 民俗学の棚でも高回転 413303
よ17-2 日本人の死生観 吉野裕子 850 413587
よ18-1 ニューヨークより不思議 四方田犬彦 1,100 紀行エッセイ 413860
よ20-1 葬送学者Ｒ．Ｉ．Ｐ． 吉川英梨 640 415697
よ21-1 バレリーナ　踊り続ける理由 吉田都 740 ★ ★ ★ 416946
り1-1 美女と野球 リリー・フランキー 520 爆笑コラム 407623
ろ1-1 鴎外の恋　舞姫エリスの真実 六草いちか 1,250 417400
わ1-1 インストール 綿矢りさ 450 ★ デビュー作！ 407586
わ1-2 蹴りたい背中 綿矢りさ 450 ★ ★ ★ ★ 04年度芥川賞受賞作 408415
わ1-3 夢を与える 綿矢りさ 590 ★ 2015年ドラマ化！ 411781
わ1-4 憤死 綿矢りさ 480 ★ 4つの「怖い話」 413549
わ3-1 道元 和辻哲郎 570 410807
わ6-1 おらおらでひとりいぐも 若竹千佐子 630 417547
わ8-1 ペンギンが教えてくれた物理のはなし 渡辺佑基 880 417608
古1-1 現代語訳　古事記 福永武彦訳 900 ★ 父訳ベストセラー 406992

古1-2 現代語訳　南総里見八犬伝　上 曲亭馬琴　白井喬二現代語訳 1,500 ★ 407098

古1-3 現代語訳　南総里見八犬伝　下 曲亭馬琴　白井喬二現代語訳 1,500 ★ 407104

古1-4 現代語訳　徒然草 吉田兼好　佐藤春夫訳 720 ＮＨＫ「100分de名著」 407128

古1-8 現代語訳　義経記 高木卓訳 1,200 407272

古1-9 現代語訳　日本書紀 福永武彦訳 850 ベストセラー 407647

古1-10 現代語訳　歎異抄 親鸞　野間宏訳 700 408088

古1-16 現代語訳　竹取物語 川端康成訳 430 412610

ア4-1 銀河ヒッチハイク・ガイド ダグラス・アダムス　安原和見訳 700 ★ ★ ★ ★ 抱腹絶倒ＳＦコメディ 462554

ア4-2 宇宙の果てのレストラン ダグラス・アダムス　安原和見訳 850 ★ ＳＦコメディ5-2 462561

ア4-3 宇宙クリケット大戦争 ダグラス・アダムス　安原和見訳 850 ＳＦコメディ5-3 462653

ア4-4 さようなら、いままで魚をありがとう ダグラス・アダムス　安原和見訳 830 ＳＦコメディ5-4 462660

ア4-5 ほとんど無害 ダグラス・アダムス　安原和見訳 850 ＳＦコメディ5-5 462769

ア4-6 ダーク・ジェントリー全体論的探偵事務所 ダグラス・アダムス　安原和見訳 920 464565

ア4-7 長く暗い魂のティータイム ダグラス・アダムス　安原和見訳 920 464664

ア5-1 神の裁きと訣別するため アントナン・アルトー　宇野邦一／鈴木創士訳 900 462752

ア5-2 ヘリオガバルス アントナン・アルトー　鈴木創士訳 800 464312

ア5-4 演劇とその分身 アントナン・アルトー　鈴木創士訳 900 467009

ア6-1 人間はどこまで耐えられるのか フランセス・アッシュクロフト　矢羽野薫訳 1,000 ★ 真夏の仕掛けおすすめ！ 463032

ア7-1 古代ローマ人の２４時間 アルベルト・アンジェラ　関口英子訳 950 テルマエロマエと併売を！ 463711

ア8-1 精霊たちの家　上 イサベル・アジェンデ　木村榮一訳 1,100 464473

ア8-2 精霊たちの家　下 イサベル・アジェンデ　木村榮一訳 1,200 464480

元祖・少女小説

棚で高回転



NO.15/19

注文日 　　　　　年　　　月　　　日

搬入日 　　　　　年　　　月　　　日 　               2021年2月10日更新

　　　河出書房新社　営業部
条件　 □3ヶ月延勘（60冊以上） 　　　　ＴＥＬ　03-3404-1201

↑チェックを入れてください 　　　　ＦＡＸ　03-3404-0338
整理 本体 ベスト ベスト ベスト ベスト 担当者より ＩＳＢＮ
番号 価格 30 60 120 200 いちおしポイント！ 9784309-

注文書名 著者/訳者 在庫

番線印 河出文庫全点注文書
【ランクの設定】
★ベスト30・・・棚必備、面陳もおすす
めの全国売行上位銘柄。
★ベスト60・120・200・・・書店様の棚の
規模に応じて欠本調査時にご活用くだ
さい。

ア9-1 血みどろ臓物ハイスクール キャシー・アッカー　渡辺佐智江訳 1,200 464848

ア10-1 なにかが首のまわりに チママンダ・ンゴズィ・アディーチェ　くぼたのぞみ訳 1,150 ★ ★ 464985

ア10-2 アメリカーナ　上 チママンダ・ンゴズィ・アディーチェ　くぼたのぞみ訳 1,400 467030

ア10-3 アメリカーナ　下 チママンダ・ンゴズィ・アディーチェ　くぼたのぞみ訳 1,500 467047

ア11-1 あなたの体は９割が細菌 アランナ・コリン　矢野真千子訳 1,100 467252

イ3-1 アメリカ人はどうしてああなのか テリー・イーグルトン　大橋洋一／吉岡範武訳 850 464497

ウ6-1 プラットフォーム ミシェル・ウエルベック　中村佳子訳 1,200 464145

ウ6-2 ある島の可能性 ミシェル・ウエルベック　中村佳子訳 1,400 SF的長編 464176

ウ6-3 服従 ミシェル・ウエルベック　大塚桃訳 920 ★ ★ 464404

ウ6-4 闘争領域の拡大 ミシェル・ウエルベック　中村佳子訳 880 464626

ウ7-1 帰ってきたヒトラー　上 ティムール・ヴェルメシュ　森内薫訳 640 ★ ★ ★ ★ 464220

ウ7-2 帰ってきたヒトラー　下 ティムール・ヴェルメシュ　森内薫訳 640 ★ ★ ★ ★ 464237

ウ8-1 私はガス室の「特殊任務」をしていた シュロモ・ヴェネツィア著　鳥取絹子訳 880 464701

ウ9-1 お前らの墓につばを吐いてやる ボリス・ヴィアン　鈴木創士訳 920 ★ ★ 464718

ウ10-1 はい、チーズ カート・ヴォネガット　大森望訳 920 464725

ウ10-2 人みな眠りて カート・ヴォネガット　大森望訳 920 ★ ★ 464794

ウ11-1 シモーヌ・ヴェイユ　アンソロジー シモーヌ・ヴェイユ　今村純子編訳 1,300 464749

ウ12-1 生物はなぜ誕生したのか ピーター・ウォード／ジョゼフ・カーシュヴィンク　梶山あゆみ訳 1,200 467177

エ1-1 百頭女 マックス・エルンスト　巖谷國士訳 1,200 シュルレアリスムの要書 461472

エ1-2 カルメル修道会に入ろうとしたある少女の夢 マックス・エルンスト　巖谷國士訳 1,200 461571

エ1-3 慈善週間 マックス・エルンスト　巖谷國士訳 1,500 461700

エ2-1 顔は口ほどに嘘をつく ポール・エクマン　菅靖彦訳 1,150 ★ 464817

エ3-1 ヌメロ・ゼロ ウンベルト・エーコ　中山エツコ訳 880 ★ ★ 464831

エ3-2 ウンベルト・エーコの文体練習［完全版］ ウンベルト・エーコ　和田忠彦訳 1,200 464978

オ2-1 高慢と偏見 ジェイン・オースティン　阿部知二訳 950 ★ 世界文学の名作 462646

オ4-1 べにはこべ バロネス・オルツィ　村岡花子訳 920 村岡花子訳！ 464015
オ5-1 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　栩木玲子訳 1,300 464596
オ6-1 直感力を高める　数学脳のつくりかた バーバラ・オークリー　沼尻由起子訳 980 467191

カ2-1 見えない都市 イタロ・カルヴィーノ　米川良夫訳 850 ★ 世界文学の名作 462295

カ2-5 なぜ古典を読むのか イタロ・カルヴィーノ　須賀敦子訳 1,200 463728

カ3-1 ハイファに戻って／太陽の男たち ガッサーン・カナファーニー　黒田寿郎／奴田原睦明訳 880 464466

カ4-1 孤独の科学 ジョン・Ｔ・カシオポ／ウィリアム・パトリック　柴田裕之訳 1,200 464657

キ1-1 不思議の国のアリス ルイス・キャロル　高橋康也他　訳 600 名訳 460550

キ4-1 居心地の悪い部屋 岸本佐知子編訳 740 464152

ク5-1 チリの地震 Ｈ・Ｖ・クライスト　種村季弘訳 800 佐々木中氏、絶賛 463582

ク8-1 人間の測りまちがい　上 Ｓ･Ｊ･グールド　鈴木善次他　訳 1,500 463056

ク8-2 人間の測りまちがい　下 Ｓ･Ｊ･グールド　鈴木善次他　訳 1,500 463063

ク11-1 人類が絶滅する６のシナリオ フレッド・グテル　夏目大訳 1,000 464541

ク12-1 バビロンの大金持ち ジョージ・S・クレイソン　楡井浩一訳 800 464787

ク13-1 邂逅 ミラン・クンデラ　西永良成訳 1,400 467122

ク14-1 鉄の時代 J・M・クッツェー　くぼたのぞみ訳 1,200 467184

ケ1-3 オン・ザ・ロード ジャック・ケルアック　青山南訳 950 ★ ★ 世界文学の名作 463346

コ4-1 ハローサマー、グッドバイ マイクル・コーニイ　山岸真訳 850 ＳＦ恋愛小説の最高峰 463087

コ4-2 パラークシの記憶 マイクル・コーニイ／山岸真 950 『ハローサマー、グッドバイ』続編 463902

コ6-1 エドワード・ゴーリーが愛する１２の怪談 ディケンズ／ストーカー他　Ｅ・ゴーリー編　柴田元幸他訳 900 ★ ゴーリー好き必携！ 463742

コ7-1 インドカレー伝 リジー・コリンガム　東郷えりか訳 1,200 464190

コ8-1 チョコレートの歴史 ソフィー・Ｄ・コウ／マイケル・Ｄ・コウ　樋口幸子訳 1,300 464367

サ1-4 悪徳の栄え　上 マルキ・ド・サド　澁澤龍彦訳 780 460772

サ1-5 悪徳の栄え　下 マルキ・ド・サド　澁澤龍彦訳 700 460789

サ1-6 ソドム百二十日 マルキ・ド・サド　澁澤龍彦訳 800 パゾリーニ映画化 460819

サ2-1 毛皮を着たヴィーナス Ｌ・ザッヘル=マゾッホ　種村季弘訳 950 マゾッホの代表作 462448

ベストセラー

あの戦後大事件の本
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注文日 　　　　　年　　　月　　　日

搬入日 　　　　　年　　　月　　　日 　               2021年2月10日更新

　　　河出書房新社　営業部
条件　 □3ヶ月延勘（60冊以上） 　　　　ＴＥＬ　03-3404-1201

↑チェックを入れてください 　　　　ＦＡＸ　03-3404-0338
整理 本体 ベスト ベスト ベスト ベスト 担当者より ＩＳＢＮ
番号 価格 30 60 120 200 いちおしポイント！ 9784309-

注文書名 著者/訳者 在庫

番線印 河出文庫全点注文書
【ランクの設定】
★ベスト30・・・棚必備、面陳もおすす
めの全国売行上位銘柄。
★ベスト60・120・200・・・書店様の棚の
規模に応じて欠本調査時にご活用くだ
さい。

サ5-1 イヴの七人の娘たち ブライアン・サイクス　大野晶子訳 1,200 467078

サ5-2 アダムの運命の息子たち ブライアン・サイクス　大野晶子訳 1,200 467092

サ6-1 白の闇 ジョゼ・サラマーゴ　雨沢泰訳 1,300 467115

サ7-1 突囲表演 残雪　近藤直子訳 1,500 467214

シ4-1 フィネガンズ・ウェイク　1 ジェイムズ・ジョイス　柳瀬尚紀訳 1,200 偉大なる訳業 462349

シ6-2 イデオロギーの崇高な対象 スラヴォイ・ジジェク　鈴木晶訳 1,400 464138

シ7-1 拳闘士の休息 トム・ジョーンズ　岸本佐知子訳 900 衝撃のデビュー短篇集 463278

シ8-1 ユダヤ人の歴史 レイモンド・Ｐ・シェインドリン　入江規夫訳 1,250 ★ ユダヤへの入門書 463766

シ9-1 感染地図 スティーヴン・ジョンソン　矢野真千子訳 980 464589

シ10-1 パピヨン　上 アンリ・シャリエール　平井啓之訳 1,300 464954

シ10-2 パピヨン　下 アンリ・シャリエール　平井啓之訳 1,300 464961

シ11-1 シェイクスピア＆カンパニー書店の優しき日々 ジェレミー・マーサー　市川恵里訳 1,200 467146

ス2-1 海を失った男 シオドア・スタージョン　若島正編 880 463025

ス2-3 輝く断片 シオドア・スタージョン　大森望編 850 第三十六回星雲賞海外短編部門受賞 463445

セ1-1 なしくずしの死　上 Ｌ-Ｆ・セリーヌ　高坂和彦訳 1,400 462196

セ1-2 なしくずしの死　下 Ｌ-Ｆ・セリーヌ　高坂和彦訳 1,400 462202

ソ2-1 青い脂 ウラジーミル・ソローキン　望月哲男／松下隆志訳 1,500 464244

タ2-1 神曲　地獄篇 ダンテ　平川祐弘訳 980 ★ ★ 世界文学の最高古典 463117

タ2-2 神曲　煉獄篇 ダンテ　平川祐弘訳 980 ★ 最高古典3-2 463148

タ2-3 神曲　天国篇 ダンテ　平川祐弘訳 980 ★ 最高古典3-3 463179

タ2-4 新生 ダンテ　平川祐弘訳 720 464114

タ3-1 島とクジラと女をめぐる断片 アントニオ・タブッキ　須賀敦子訳 740 464671

タ4-1 この世界が消えたあとの　科学文明のつくりかた ルイス・ダートネル　東郷えりか訳 980 ★ ★ ★ ★ 464800

チ3-1 第二次世界大戦　1 Ｗ・Ｓ・チャーチル　佐藤亮一訳 1,200 462134

チ3-2 第二次世界大戦　2 Ｗ・Ｓ・チャーチル　佐藤亮一訳 1,200 462141

チ3-3 第二次世界大戦　3 Ｗ・Ｓ・チャーチル　佐藤亮一訳 1,200 462158

チ3-4 第二次世界大戦　4 Ｗ・Ｓ・チャーチル　佐藤亮一訳 1,200 462165

チ4-1 馬のような名字　チェーホフ傑作選 チェーホフ　浦雅春訳 760 463308

チ5-1 植物はそこまで知っている ダニエル・チャモヴィッツ　矢野真千子訳 850 ★ 464381

チ6-1 パタゴニア ブルース・チャトウィン　芹沢真理子訳 1,200 ★ 464510

テ1-2 愛人　ラマン マルグリット・デュラス　清水徹訳 750 ★ 累計78万部！ 460925

テ5-1 増補完全版　ビートルズ　上 ハンター・デイヴィス　小笠原豊樹他　訳 1,200 463353

テ5-2 増補完全版　ビートルズ　下 ハンター・デイヴィス　小笠原豊樹他　訳 1,200 463360

テ6-1 大いなる遺産　上 ディケンズ　佐々木徹訳 950 463599

テ6-2 大いなる遺産　下 ディケンズ　佐々木徹訳 950 463605

テ7-1 ロビンソン・クルーソー デフォー　武田将明訳 950 古典の名作 463629

テ8-1 どんがらがん アヴラム・デイヴィッドスン　殊能将之編 950 奇想コレクションシリーズ 463940

テ9-1 アフリカの日々 イサク・ディネセン　横山貞子訳 1,450 ★ ★ 464770

ト6-1 アンチ・オイディプス　上 ドゥルーズ／ガタリ　宇野邦一訳 1,200 462806

ト6-2 アンチ・オイディプス　下 ドゥルーズ／ガタリ　宇野邦一訳 1,200 462813

ト6-3 意味の論理学　上 ジル・ドゥルーズ　小泉義之訳 1,150 462851

ト6-4 意味の論理学　下 ジル・ドゥルーズ　小泉義之訳 1,150 462868

ト6-5 記号と事件 ジル・ドゥルーズ　宮林寛訳 1,200 ドゥルーズ入門 462882

ト6-6 フーコー ジル・ドゥルーズ　宇野邦一訳 1,300 462943

ト6-7 差異と反復　上 ジル・ドゥルーズ　財津理訳 1,350 初期の重要作 462967

ト6-8 差異と反復　下 ジル・ドゥルーズ　財津理訳 1,300 462974

ト6-9 ニーチェと哲学 ジル・ドゥルーズ　江川隆男訳 1,400 463100

ト6-10 批評と臨床 ジル・ドゥルーズ　守中高明他　訳 1,300 遺作の文学論集 463339

ト6-11 千のプラトー　上 Ｇ・ドゥルーズ／Ｆ・ガタリ　宇野邦一他　訳 1,300 463421

ト6-12 千のプラトー　中 Ｇ・ドゥルーズ／Ｆ・ガタリ　宇野邦一他　訳 1,300 463438

ト6-13 千のプラトー　下 Ｇ・ドゥルーズ／Ｆ・ガタリ　宇野邦一他　訳 1,300 463452

ビートルズ協力の評伝

巨匠の自伝的最高傑作

棚で高回転

単著の代表作

棚で高回転

チャーチル好き必読
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　　　河出書房新社　営業部
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【ランクの設定】
★ベスト30・・・棚必備、面陳もおすす
めの全国売行上位銘柄。
★ベスト60・120・200・・・書店様の棚の
規模に応じて欠本調査時にご活用くだ
さい。

ト6-15 ディアローグ ドゥルーズ／Ｃ・パルネ　江川隆男他　訳 1,200 ドゥルーズ入門 463667

ト6-16 哲学とは何か Ｇ・ドゥルーズ／Ｆ・ガタリ　財津理訳 1,400 463759

ト6-17 ドゥルーズ・コレクション　１ ジル・ドゥルーズ　宇野邦一監修 1,300 464091

ト6-18 ドゥルーズ・コレクション　２ ジル・ドゥルーズ　宇野邦一監修 1,300 464107

ト6-19 ザッヘル＝マゾッホ紹介 ジル・ドゥルーズ　堀千晶訳 1,000 464619

ト8-1 白痴　1 ドストエフスキー　望月哲男訳 750 463377

ト8-2 白痴　2 ドストエフスキー　望月哲男訳 950 463384

ト8-3 白痴　3 ドストエフスキー　望月哲男訳 940 463407

ト9-1 パリジェンヌ流　今を楽しむ！自分革命 ドラ・トーザン 660 415833

ト9-2 パリジェンヌのパリ２０区散歩 ドラ・トーザン 660 ガイド本コーナー好調 463865

ト10-1 緋色の習作 アーサー・コナン・ドイル　小林司／東山あかね訳 650 ★ 466118

ト10-2 四つのサイン アーサー・コナン・ドイル　小林司／東山あかね訳 730 466125

ト10-3 シャーロック・ホームズの冒険 アーサー・コナン・ドイル　小林司／東山あかね訳 1,100 466132

ト10-4 シャーロック・ホームズの思い出 アーサー・コナン・ドイル　小林司／東山あかね訳 980 466149

ト10-5 バスカヴィル家の犬 アーサー・コナン・ドイル　小林司／東山あかね訳 800 466156

ト10-6 シャーロック・ホームズの帰還 アーサー・コナン・ドイル　小林司／東山あかね訳 1,200 466163

ト10-7 恐怖の谷 アーサー・コナン・ドイル　小林司／東山あかね訳 850 466170

ト10-8 シャーロック・ホームズ最後の挨拶 アーサー・コナン・ドイル　小林司／東山あかね訳 900 466187

ト10-9 シャーロック・ホームズの事件簿 アーサー・コナン・ドイル　小林司／東山あかね訳 1,180 466194

ト11-1 アダムとイヴの日記 マーク・トウェイン　大久保博 訳 780 467108

ナ1-1 ＦＢＩ捜査官が教える「しぐさ」の心理学 ジョー・ナヴァロ／マーヴィン・カーリンズ　西田美緒子訳 950 ★ ★ ★ 実用＆ビジネス 463803

ナ2-1 ナボコフの文学講義　上 ウラジーミル・ナボコフ　野島秀勝訳 1,300 463810

ナ2-2 ナボコフの文学講義　下 ウラジーミル・ナボコフ　野島秀勝訳 1,300 463827

ナ2-3 ナボコフのロシア文学講義　上 ウラジーミル・ナボコフ　小笠原豊樹訳 1,200 463872

ナ2-4 ナボコフのロシア文学講義　下 ウラジーミル・ナボコフ　小笠原豊樹訳 1,200 463889

ニ1-1 喜ばしき知恵 Ｆ・ニーチェ　村井則夫訳 1,200 ニーチェ哲学の中核 463797
二1-2 ツァラトゥストラかく語りき フリードリヒ・ニーチェ　佐々木中訳 1,200 ★ 464121
ニ1-3 偶像の黄昏 Ｆ・ニーチェ　村井則夫訳 800 464947

ハ2-12 キャロル パトリシア・ハイスミス　柿沼瑛子訳 820 ★ 2016年映画化！ 464169

ハ2-13 太陽がいっぱい パトリシア・ハイスミス　佐宗鈴夫訳 820 464275

ハ2-14 贋作 パトリシア・ハイスミス　上田公子訳 900 464282

ハ2-15 アメリカの友人 パトリシア・ハイスミス　佐宗鈴夫訳 880 464336

ハ2-16 リプリーをまねた少年 パトリシア・ハイスミス　柿沼瑛子訳 1,200 464428

ハ2-17 死者と踊るリプリー パトリシア・ハイスミス　佐宗鈴夫訳 980 464732

ハ2-18 見知らぬ乗客 パトリシア・ハイスミス　白石朗訳 880 464534

ハ4-1 眼球譚［初稿］ オーシュ卿（Ｇ・バタイユ）　生田耕作訳 700 ★ 世界文学の名作 462271

ハ4-3 ドキュマン ジョルジュ・バタイユ　江澤健一郎訳 1,200 ４０年ぶりに新訳 464039

ハ4-4 有罪者 ジョルジュ・バタイユ　江澤健一郎訳 1,400 464572

ハ5-1 裸のランチ ウィリアム・バロウズ　鮎川信夫訳 1,200 ★ 462318

ハ5-2 ジャンキー ウィリアム・バロウズ　鮎川信夫訳 1,200 462400

ハ5-4 麻薬書簡 バロウズ／ギンズバーグ　山形浩生訳 720 462981

ハ7-1 ザ・マスター・キー チャールズ・Ｆ・ハアネル　菅靖彦訳 860 自己啓発＆ビジネス 463704

ハ9-1 楽園への道 マリオ・バルガス=リョサ　田村さと子訳 1,400 464411

ハ10-1 舞踏会へ向かう三人の農夫　上 リチャード・パワーズ　柴田元幸訳 1,000 ★ ★ 464756

ハ10-2 舞踏会へ向かう三人の農夫　下 リチャード・パワーズ　柴田元幸訳 1,000 ★ ★ 464763

ハ11-1 ファースト・マン　上 ジェイムズ・R・ハンセン　日暮雅通訳　水谷淳訳 780 464862

ハ11-2 ファースト・マン　下 ジェイムズ・Ｒ・ハンセン　日暮雅通訳　水谷淳訳 780 464879

ハ12-1 世界一素朴な質問、宇宙一美しい答え ジェンマ・エルウィン・ハリス編　西田美緒子訳　タイマタカシ絵 900 ★ ★ ★ 464930

ハ13-1 韓国ナショナリズムの起源 朴裕河　安宇植訳 980 467160

ヒ4-2 失われた地平線 ジェイムズ・ヒルトン　池央耿訳 850 467085

フ2-2 人生に必要な知恵はすべて幼稚園の砂場で学んだ ロバート・フルガム　池央耿訳 820 ★ ★ 464213

他社と比較して、河
出版が一番挿画が

充実！

『ボヴァリー夫人』『ユリシーズ』他

『罪と罰』『アンナ・カレーニン』他

世界文学の名作
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フ3-1 詩人と女たち チャールズ・ブコウスキー　中川五郎訳 1,400 461601

フ3-2 くそったれ！　少年時代 チャールズ・ブコウスキー　中川五郎訳 1,200 461915

フ3-3 死をポケットに入れて チャールズ・ブコウスキー　中川五郎訳 720 462189

フ3-5 勝手に生きろ！ チャールズ・ブコウスキー　都甲幸治訳 750 ★ 462929

フ5-1 西瓜糖の日々 リチャード・ブローティガン　藤本和子訳 780 ★ ★ 幻想小説 462301

フ6-1 塵よりよみがえり レイ・ブラッドベリ　中村融訳 680 ＳＦの名作 462578

フ6-2 とうに夜半を過ぎて レイ・ブラッドベリ　小笠原豊樹訳 950 463520

フ8-3 海を渡った人類の遥かな歴史 ブライアン・フェイガン　東郷えりか訳 1,200 464640

フ9-1 ボヴァリー夫人 ギュスターヴ・フローベール　山田ジャク訳 1,100 世界文学の名作 463216

フ10-1 ピエール・リヴィエール ミシェル・フーコー編著　 1,300 フーコー権力論 463391

フ10-2 知の考古学 ミシェル・フーコー　槙改康之訳 1,400 ★ 記念碑的名著 463773

フ10-3 言説の領界 ミシェル・フーコー　慎改康之訳 1,000 １９７０年におこなった講義録 464046

フ11-1 ヴァギナ　女性器の文化史 キャサリン・ブラックリッジ　藤田真利子訳 1,200 ★ 463513

フ13-1 犬はあなたをこう見ている ジョン・ブラッドショー　西田美緒子訳 980 犬好きに売れています！ 464268

フ15-1 オックス＆ケンブリッジ大学　世界一「考えさせられる」入試問題 ジョン・ファーンドン　小田島恒志／小田島則子訳 820 ★ ★ ★ ★ 464558

フ15-2 オックス＆ケンブリッジ大学　世界一「さらに考えさせられる」入試問題 ジョン・ファーンドン　小田島恒志／小田島則子訳 820 ★ ★ 464688

フ16-1 偉人たちのあんまりな死に方 ジョージア・ブラッグ　梶山あゆみ訳 680 464602

フ17-1 わたしは英国王に給仕した ボフミル・フラバル　阿部賢一訳 1,200 464909

ヘ7-1 精子戦争 ロビン・ベイカー　秋川百合訳 950 463285

ヘ8-1 ベンヤミン・アンソロジー ヴァルター・ベンヤミン　山口裕之編訳 1,200 ベンヤミンのエッセンス 463483

ヘ9-1 西洋音楽史 パウル・ベッカー　河上徹太郎訳 750 クラシックファン必携 463650

ヘ10-1 コン・ティキ号探検記 トール・ヘイエルダール　水口志計夫訳 850 太平洋横断の冒険記 463858

ヘ1-1 長靴をはいた猫 シャルル・ペロー　澁澤龍彦訳 550 澁澤訳の童話集 460574

ヘ11-1 哲学史講義　Ⅰ Ｇ・Ｗ・Ｆ・ヘーゲル　長谷川宏訳 1,500 466019

ヘ11-2 哲学史講義　Ⅱ Ｇ・Ｗ・Ｆ・ヘーゲル　長谷川宏訳 1,500 466026

へ11-3 哲学史講義　Ⅲ Ｇ・Ｗ・Ｆ・ヘーゲル　長谷川宏訳 1,500 466033

ヘ11-4 哲学史講義　Ⅳ Ｇ・Ｗ・Ｆ・ヘーゲル　長谷川宏訳 1,600 466040

ヘ12-1 戦場から生きのびて イシメール・ベア　忠平美幸訳 980 464633

ヘ13-1 古代オリンピック　全裸の祭典 トニー・ペロテット　矢羽野薫訳 880 467061

ホ1-1 スウ姉さん エレナ・ポーター　村岡花子訳 740 463957

ホ3-2 くるみ割り人形とねずみの王様 Ｅ・Ｔ・Ａ・ホフマン　種村季弘訳 800 461458

ホ4-1 リンバロストの乙女　上 ジーン・ポーター　村岡花子訳 740 463995

ホ4-2 リンバロストの乙女　下 ジーン・ポーター　村岡花子訳 740 464008

ホ4-3 そばかすの少年 ジーン・ポーター　村岡花子訳 920 464077

ホ5-1 幻獣辞典 ホルヘ・ルイス・ボルヘス　柳瀬尚紀訳 1,100 ★ 464084

ホ5-2 ラテンアメリカ怪談集 ホルヘ・ルイス・ボルヘス他　鼓直編 780 ★ ★ 464527

ホ5-3 ボルヘス怪奇譚集 ホルヘ・ルイス・ボルヘス　アドルフォ・ビオイ＝カサーレス　柳瀬尚紀訳 830 ★ ★ 464695

ホ5-4 夢の本 ホルヘ・ルイス・ボルヘス　堀内研二訳 1,200 464855

ホ6-1 デカメロン　上 ボッカッチョ　平川祐弘訳 1,000 464374

ホ6-2 デカメロン　中 ボッカッチョ　平川祐弘訳 1,000 464398

ホ6-3 デカメロン　下 ボッカッチョ　平川祐弘訳 1,000 464442

マ5-1 いいなづけ　上 Ａ・マンゾーニ　平川祐弘訳 1,000 462677

マ5-2 いいなづけ　中 Ａ・マンゾーニ　平川祐弘訳 1,000 462707

マ5-3 いいなづけ　下 Ａ・マンゾーニ　平川祐弘訳 1,000 462714

マ7-1 トーニオ・クレーガー 他一篇 トーマス・マン　平野卿子訳 570 不滅の青春小説新訳 463490

マ10-1 メディアはマッサージである マーシャル・マクルーハン／クエンティン・フィオーレ　門林岳史訳 850 メディア論の要書 464060

ミ1-1 服従の心理 Ｓ・ミルグラム　山形浩生訳 1,300 ★ 心理学の名著 463698

ミ2-1 エドウィン・マルハウス スティーヴン・ミルハウザー　岸本佐知子訳 1,500 464305

ム1-1 解剖医ジョン・ハンターの数奇な生涯 ウェンディ・ムーア　矢野真千子訳 1,250 ★ 医学書コーナー好調 463896

ム2-1 この世界を知るための　人類と科学の４００万年史 レナード・ムロディナウ　水谷淳訳 1,350 467207

モ2-1 チューリップ・フィーバー デボラ・モガー　立石光子訳 1,100 464824

イタリア市長の名ス
ピーチで話題

コロナ禍で大ブレイク…
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ヤ1-1 たんぽぽ娘 ロバート・F・ヤング　伊藤典夫訳 850 ★ ヤング傑作選、全13編収録 464053

ユ2-1 さかしま Ｊ・Ｋ・ユイスマンス　澁澤龍彦訳 1,100 三島由紀夫絶賛の名著 462219

ユ3-1 ほんとうの中国の話をしよう 余華　飯塚容訳 920 464503

ラ3-1 ランボー全詩集 アルチュール･ランボー　鈴木創士訳 1,100 新訳全詩集 463261

リ2-1 クライム・マシン ジャック・リッチー　好野理恵訳 840 ＭＷＡ賞受賞作他全十四篇 463230

リ2-2 カーデュラ探偵社 ジャック・リッチー　駒月雅子他　訳 840 短篇13編収録 463414

リ3-1 快感回路 デイヴィッド・Ｊ・リンデン　岩坂彰訳 880 ★ ★ セックス、薬物、アルコール 463988

リ3-2 脳はいいかげんにできている デイヴィッド・Ｊ・リンデン　夏目大訳 980 ★ 464435

リ3-3 触れることの科学 デイヴィッド・Ｊ・リンデン　岩坂彰訳 880 464893

リ4-1 黄金の少年、エメラルドの少女 イーユン・リー　篠森ゆりこ訳 880 464183

リ4-2 さすらう者たち イーユン・リー　篠森ゆりこ訳 1,200 464329

リ5-1 黄色い雨 フリオ・リャマサーレス　木村榮一訳 820 ★ 464350

ル1-1 大洪水 J・M・G・ル・クレジオ　望月芳郎訳 1,300 ノーベル賞受賞後第一作 463155

ル2-1 ギフト　西のはての年代記Ⅰ ル=グウィン　谷垣暁美訳 850 ファンタジーの名作 463506

ル2-2 ヴォイス　西のはての年代記Ⅱ ル=グウィン　谷垣暁美訳 950 ファンタジーの名作3-2 463537

ル2-3 パワー　上　西のはての年代記Ⅲ ル=グウィン　谷垣暁美訳 850 463544

ル2-4 パワー　下　西のはての年代記Ⅲ ル=グウィン　谷垣暁美訳 850 463551

ル2-5 ラウィーニア アーシュラ・K・ル＝グウィン　谷垣暁美訳 1,400 467221

レ1-1 Ｏ嬢の物語 ポーリーヌ・レアージュ　澁澤龍彦訳 680 批評家激賞ﾍﾞｽﾄｾﾗｰ 461052

レ4-1 完全な真空 スタニスワフ・レム　沼野充義／工藤幸雄／長谷見一雄訳 1,250 464992
ロ3-1 すごい物理学講義 カルロ・ロヴェッリ　竹内薫監訳　栗原俊秀訳 980 ★ ★ ★ ★ 多面仕掛けで売れる！ 467054
ロ3-2 すごい物理学入門 カルロ・ロヴェッリ　竹内薫監訳　関口英子訳 780 467238
ワ2-3 アフリカの白い呪術師 ライアル・ワトソン　村田惠子訳 860 461656
歴1-5 ローマ帝国とキリスト教 弓削達 950 471648

整理 本体 ベスト ベスト ベスト ベスト ＩＳＢＮ
番号 予価 30 60 120 200 9784309-

に14-1 ハーメルンの笛吹きと完全犯罪 仁木悦子／角田喜久雄／石川喬司／鮎川哲也／赤川次郎／小泉喜美子／結城昌治　他 720 417899
と9-1 カチカチ山殺人事件 伴野朗／都筑道夫／戸川昌子／高木彬光／井沢元彦／佐野洋／斎藤栄 720 417905
な43-1 ２０世紀ファッション 成実弘至 980 417912
ク15-1 ワインの科学 ジェイミー・グッド　梶山あゆみ訳 1,300 467269
ハ1-1 ニューヨーク・スケッチブック ピート・ハミル　高見浩訳 880 467276

整理 本体 ベスト ベスト ベスト ベスト ＩＳＢＮ
番号 予価 30 60 120 200 9784309-

な44-1 私を見て、ぎゅっと愛して　上 七井翔子 780 417929
な44-2 私を見て、ぎゅっと愛して　下 七井翔子 900 417936
や4-18 八犬伝　上 山田風太郎 1,050 417943
や4-19 八犬伝　下 山田風太郎 1,050 417950
に15-1 東国武将たちの戦国史 西股総生 900 417967
た48-1 逆さに吊るされた男 田口ランディ 880 417974
ゆ3-5 ＪＲ品川駅高輪口 柳美里 740 417981
イ4-1 自然界に隠された美しい数学 イアン・スチュアート　梶山あゆみ訳 1,100 467290

ファンタジーの名作3-3

2021年1月新刊 著者/訳者 在庫 注文 備考

2021年2月新刊 著者/訳者 在庫 注文 備考

こちらの全点注文書は、PDFやExcelデータでも送付が可能です。

河出書房新社メールアドレス：sales@kawade.co.jp までご用命ください。


